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「新聞の活用を点から線、そして面に広げて」 

  

 本町が「ＮＩＥ推進協議会」を立ち上げ、新聞を「生きた教材」として活用する取

り組みをはじめて、はや 1 年がたちました。新聞を教材に使うことによって、子ど

もの読解力や思考力、表現力を向上させることを願い、併せて社会への関心を持たせ、

幅広い人間形成にも役立たせようとすることをめざして活動してまいりました。 

 おかげさまをもちまして、各学校などでは、それぞれの自由な発想のもとで新聞の

様々な活用がなされ、成果が見えつつありますし、また、これから克服していかなけ

ればならない課題にも気付き始めてきているところです。 

 このような実績を挙げてこられたのも、本協議会に関わる教職員等の努力だけでな

く、平成 23 年 4 月に熊本日日新聞社様と締結させていただきました「新聞活用に

関する協定」によるものが大きく、大変感謝しております。これにより本町では熊日

新聞の記事を今まで以上に教材として利用できることになったほか、記者の方などを

講師として派遣いただき、教科の授業やキャリア教育の分野でも成果を挙げることが

できました。ありがとうございました。 

 本町の研究指定校としてＮＩＥの実践研究に取り組んでいただいた大津東小学校

が、「第 2 回いっしょに読もう！新聞コンクール」（日本新聞協会主催）の学校賞を

受賞されましたことは、大きな励みとなりました。内容は本事例集の中でも紹介され

ていますので、ぜひご覧いただきたいと思います。 

この賞は、全国で１０校が選ばれており、地元の熊本県立大津高等学校様（同校の白

濱裕校長先生は本協議会の顧問も務めていただいております）とともに受賞できまし

たことは大変うれしく思っています。 

 平成２４年度からは中学校も新学習指導要領が全面実施になります。これを機に、

ＮＩＥ実践の場や機会は増え、言語能力の向上、情報活用能力の向上、社会への関心・

社会参加への意欲等の向上へつなげることができるのではないかと考えます。 

 私たちの活動は、まだ歩み始めて日は浅いものですが、各学校等の貴重な実践が点

と点をつなぎ線となり、大津町の共通理解・共通実践が面となって町全体に広がって

いくことを期待しています。 

 最後になりましたが、年度末の多用な時期に自校の実践事例をまとめて提出してい

ただきましたことに感謝申し上げますとともに、本冊子が町全体の教育力の向上につ

ながっていくことを願っています。 

 

平成２４年３月 

大津町教育長 那 須 雪 子 
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１ はじめに 

新しい学習指導要領では、学校では児童（生

徒）に生きる力をはぐくむために“新聞”が指

導すべき内容として位置づけられている。平成

２２年７月２９・３０日熊本市で開催された第

１５回ＮＩＥ全国大会での各校種の実践や公

開授業、また、大津町の小・中学校の取組によ

って、具体的な内容を知ることができた。 

このことを受けて、本園でも幼稚園でどのよ

うな“新聞の活用”ができるか職員間で話し合

った。年齢によって新聞に対する興味、関心に

差があり、３歳児は遊びの素材として捉え、４

歳児は新聞の記事写真だけでなく広告にも興

味を示していた。５歳児になると自分の生活に

関係することを伝えようとする姿が見られた。

そこで、本園では新聞に親しむことが幼稚園で

の『ＮＩＥ』としてとらえ実践することにした。 

 

２ 実践の概要 

○ ３歳児 

「新聞ってなぁに？」 

 ３歳の子どもたちにとっての新聞とはなん

だろう？と考えたときに見るもの、情報を得る

ものというより遊びの中のひとつの素材とし

ての役割が大きいように思った。ある日、家か

ら新聞紙と広告紙を持ってきて子どもたちに

提供してみた。子どもたちはすぐさま「せんせ

い、これであそんでいい？」と飛びつき新聞紙

遊びが始まった。子どもたちが遊び始めたとき

に新聞の記事について言葉をかけてみると「あ

っ、これ知ってる。テレビで見た。」など子ど

もからも反応があった。そこからしばらくはそ

の記事の内容についての話に花が咲いた。この

ように日々の保育の中で新聞に触れ、興味をも

っていってくれればと思った。 

●新聞遊びの途中で記事を見つける幼児 

 

 

 

 

○ ４歳児 

朝の点呼時に、教師が新聞の話題を取り上げ

話していると、「おかあさんが、はなしてた。」

「ぼくもしんぶんみた。」など、家庭での会話

が聞かれる。地震や事故、スポーツと話題は幅

広い。耳からの情報であるが、4歳児でもいろ

いろなニュースを驚くほどにキャッチしてい

る。日頃、新聞や広告紙を使って箱や剣作りを

することが多く、身近な存在となっている素材

だが、記されていることまでには興味がない。

しかし、お店やさんごっこを計画し、楽しむ日

が数日続く中、数人の幼児が広告に書いてある

おもちゃや野菜の値段に興味を持ち、「これ、

いくら」「このおもちゃもってる」と言いなが

ら切り抜き始めた。この遊びがクラスに広がり、

新聞や広告紙があると、開いて内容を見るとい

った行動につながり、書いてある内容を教師に

尋ねに来る幼児が少しずつではあるが見られ

るようになった。 

新聞を取られていない家庭が多いため、常に

幼児が興味を持ってくれるようにと、目のとど

く所に素材の準備をしておくなど配慮してい

る。 

● 遊びの中から 

いろいろな興味が。 

 

きょうのてんきはなあに？ 

～大津町ＮＩＥの実践～ 

                       大津町立陣内幼稚園教職員 
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○ ５歳児 

「新聞に親しむための環境を整え、朝の取り扱

いの時間を中心に、クラスで新聞を活用する。」 

 

～５月、新聞取りの当番を始める～ 

毎朝の新聞取りを当番の仕事とした。朝の取

り扱いの始まる前に、名簿順に２人ずつ、新聞

受けの中から新聞を取ってくる。その新聞を朝

の取り扱いの時間に毎日読むようにした。 

 

●登園後、新聞受けから新聞を持ってくる幼児 

 

 

 

 

 

最初は今日の日付、曜日、天気を読んだ。新

聞を見てから黒板に日付や天気を書くように

していったところ、書いてある場所を覚え、新

聞を持ってきながら「あ、きょうははれみたい

だよ。」「あめのマークがかいてある。」と言う

会話が聞かれるようになってきた。 

しばらくして、それに加えテレビの番組欄を

紹介するようにした。好きなテレビ番組や知っ

ている番組を言うと「あ、それみてる！」「あ

さからみてきた！」「それ、ばあちゃんがいつ

もみよる！」などと幼児の会話も広がり、夜遅

い時間の番組なども観ていることがわかり、生

活の様子が伺えるきっかけともなった。 

その後は、一面記事やトップニュースを写真

を見ながら話すようにしていった。特に東日本

大震災の復興の様子については、幼児も日々興

味を持って聞き、体育館をダンボールで仕切っ

て授業を受けている学生の様子、がれき撤去を

行っている自衛隊の方々の様子に関しては自

分たちの生活とだぶらせながら考える幼児の

姿が見られ、いろんな思いをクラスで話し合う

ことができた。 

 

 

●朝の取り扱いで新聞を紹介 

 

 

 

 

 

～９月、運動会競技の曲をきっかけに～ 

 運動会で「ダイスキ！くまもとファイヤー」

という、熊本ご当地ソングを使って遊戯を行っ

た。その中に熊本県の名産品、観光地、有名人

などが出てくる。幼児は新聞の中で、それらに

関する記事（写真）を探すようになった。「あ、

あそのカルデラがのってるよ！」「かとうきよ

まさのしゃしんだ！」「デコポンだ！」「くまも

とじょうのむしゃがえしがのってる！」と、運

動会の写真と照らし合わせながら新聞の写真

を見て喜ぶ姿が見られた。またそれを切り抜い

てコルクボードに貼っていくようにしたとこ

ろ、古新聞の中で偶然見つけた写真を切り抜い

て持ってくるようにもなってきた。 

 

●興味を持った記事をコルクボードに掲示 

 

 

 

 

 

～最近の様子～ 

 新聞の受け取りは、当番ではなく、登園後、

気付いた幼児が取ってくるようになった。そし

てそれを自分たちで広げて見ていることもあ

る。「きょうははれでよかったね～」「えんそく

のときのてんきはどうかなぁ？」「なんのテレ

ビがある？」と新聞を見て会話するようにもな

っている。また、保護者にも新聞の内容につい

て伝えたり、新聞を見て会話したりするように

なってきている。 
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３ 成果と課題 

(１) 成果 

・新聞をみんなで見ることによって、自分の

気持ちをことばで表現する楽しさを味わ

い、人との豊かな会話の時間を持つことが

できた。 

・地域の自然のすばらしさや人のやさしさに

ふれたことを振り返るきっかけとして新

聞を保育に活用できた。 

・教師自身も幼児に新聞の内容について話を

するために、朝から新聞を見てくるように

なったり、詳しく調べたりするようになっ

た。 

当番活動として、新聞受けから新聞を持って

くることから始まった幼稚園での『ＮＩＥ』は、

行事の時の天気予報確認につながっていった。

「やったー！かようびははれだ。サッカーのれ

んしゅうがあるよ。」「あ～おひるからあめだ。

かさをわすれた・・・」「せんせい、おひさま

とかさがふたつあるよ。どうして？」「すうじ

がかいてあるよ。なんのすうじ？」といろいろ

な疑問が出てきた。教師も正確に答えるために

＜晴れのち雨＞＜晴れ一時・時々雨＞＜降水確

率＞など、細かいところまで予報欄を見るよう

になった。また、幼稚園の新聞を見て「家の新

聞と同じだよ。」「私の家は違う新聞だよ。」と

新聞によって幼児、教師との豊かな会話の時間

が持てるようになった。更に「朝から天気予報

を見ています。」「傘の用意をすることもありま

す。」という保護者の話から、家庭でも新聞を

囲んで家族と楽しいひとときの時間が持たれ

ていると実感した。 

５歳児は自分たちが経験したこと、特に農業

体験においては３，４歳児が経験しないことだ

けに教師が思う以上に「幼稚園で経験したのは

自分たちだけだ。」と誇りに思っている。稲刈

りの記事に興奮し、「みて、ぼくたちも５ねん

せいといねかりしたよね。このひとたちはきか

いだけど、ぼくたちはカマだったね。」また、

栗に関する記事では「とげとげのなかにあった

よね。いたかったけど、まんなかのくりがおお

きかったからうれしかった。」と新聞の記事に

よって自分たちの活動を思い返していた。 

(２）課題 

・ 年度当初、具体的に『ＮＩＥ』“幼稚園での

新聞の活用”について職員間で具体的に話

し合っていなかったため、情報交換ができ

ていなかった。 

・ 「急に新聞に興味を持ってきたのでびっく

りしました。幼稚園で取組んでいるからで

すね。家でも新聞を親子で読んでみます。」

と言う声があった。保護者に対しても説明

をしていなかったので家庭での取組の推進

を積極的に啓発できなかった。 

 

４ おわりに 

平成２２年度の５歳児の取組みから、教師が

思う以上に新聞に対する興味が深く、関心の高

さも伺えた。平成２３年度は３，４歳児につい

ても年齢に応じた“新聞の活用”を実践してき

た。各年齢がどのような内容に興味・関心を示

しているか職員間で情報を共有しなければな

らない。年間指導計画の中で、言語の領域の『絵

本』と同様に幼児の姿、ねらいを明確にするた

めに２３年度の実践をまとめておくことが必

要であることを職員間で確認し合った。 

また、家庭にも園だより等で“幼稚園での新

聞の活用”を具体的に示していくことで、親子

で新聞に興味を持ってもらいたいと願ってい

る。次年度には園の出来事を知らせるような

【ようちえんしんぶん】作成が遊びから始まれ

ば…と思っている。 

幼稚園においては、幼児が遊びを通じて、学

ぶことの楽しさを知り、積極的に物事にかかわ

ろうとする気持ちを持つようになる過程が、小

学校以降の学習意欲へとつながること（幼稚園

教育要領・新教育課程編成の基本）から、幼児

の主体的な活動（遊び）を大切にし、年齢やひ

とりひとりの発達に応じた『ＮＩＥ』に取組み

小学校へとつなげていきたい。 

5



新聞を生きた教材として活用した実践 
大津町立大津小学校  

 

 

１ はじめに 

 本校は平成２２年より NIE の取り組

みをはじめてから、２年目となる。昨年

度は新聞を生きた教材として活用する

ことによって言語活動を活発にし、読解

力・思考力・判断力・表現力の向上を図

るとともに、社会に関心を向けた児童の

育成を目指して取り組んだ。  

 本年度は、昨年度の取り組みを引き継

ぐとともに、さらに NIE の活用の充実を

図り、全学年が新聞に親しみを持ち、日

常的に生きた教材として活用すること

ができるよう取り組んだ。  

 

２ 実践の概要 

 本校は、児童数１０００人を超す大規

模校であり、学級数も３０学級を超え

る。NIE の取り組みが各学年・学級で共

通した実践になるように校内の組織づ

くりを行った。先ず、年度当初に各学年

で NIE 担当者を位置づけた。校内研究

の部会の一つとして組織を立ち上げ、そ

れぞれの学年の NIE担当者が NIE活動の

中心者として取り組んでいった。 

 定期的に（毎月１回、月曜日の放課後）

NIE 担当者部会を行い、各学年の情報提

供や交換を行ってきた。そして、次年度

に繋げるために、取り組みを毎回ファイ

ルに記録すると共にその時に使用した

資料等を保存していくようにした。 

 また、朝学習の時間（月１回）に NIE

の取組を実践する日を設けた。 

 以下に、朝学習や教科等で本年度取り

組んできた内容について紹介する。 

 

（１）掲示委員会の取り組み 

○毎朝、それぞれの曜日担当の掲示委

員会の児童たちが、新聞の 1 面の見

出しと記事を切り抜きし、児童の素

直な感想をつけて児童玄関前掲示

板に掲示している。  

全校児童や来校者も常に目にす

ることができ、いい啓発になってい

る。  

（２）各学年の取り組み  

 ①１学年  

  ○朝学習の時間  

  ・小学生新聞（図書室から借りて）

を紹介する。  

新聞の記事、構成などについて知

らせる。  

  ・阪神淡路大震災から１７年目の記

事により過去の大震災の事実を知

らせる。  
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 ・台風１２号による紀伊半島の

大雨被害のことを知らせる。  

  ○国語  

  ・１面の記事を国語「いろいろなふ

ね（きゃくせん）のところで紹介。

（長崎～上海ルート就航オーシ

ャンロースの記事）  

 

②２学年  

  ○朝学習の時間  

・４コマ漫画（くま TOMO）の吹き

出しに挑戦  

・猫の写真に思い思いに吹き出しを

つけ、書き込む。  

・新聞記事の中から虫の写真を探

す。  

・見学旅行に行ったミルク牧場商品

の写真に絵を描く。  

・東北の地震の記事の紹介する。  

  ○生活科  

  ・野菜新聞を作る。  

  ○その他  

  ・新聞係による、新聞作り。  

  （↑４コマ漫画の吹き出しに挑戦） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（↑牧場商品の写真に絵を描く。） 

 

③３学年  

○朝学習の時間  

・阿蘇のオオルリシジミを紹介す

る。（くま TOMO）  

・東日本大震災の地震・津波のしく

みの記事を紹介する。  

（くま TOMO）  

・地域の方の記事「歌いつがれる運

動会のうた」の投稿を紹介する。  

・「地球環境など将来を考えて」の

記事を紹介する。  

（太陽光・風力など）（くま TOMO） 

・世界陸上に発出場した、義足のピ

ストリウス選手の記事を紹介す

る。（くま TOMO）  

・「熱帯の海でできた低気圧が北上」

の記事を紹介する。（台風はどこ

から）（くま TOMO）  

・日本のスーパーコンピューター世

界一「京」の記事を紹介する。（く

ま TOMO）  

・「生き物大好き、ミドリニシキヒ

ヘビ」の記事を紹介する。  

（くま TOMO）  

・「スティーブジョブズさん死去。

機械で世界を変えた。」を紹介す

る。（くま TOMO）  

  

④４学年  

  ○朝学習の時間  

  ・「東日本大震災の地震・津波の仕

組み」の記事を紹介する。  

・「九州新幹線について」の記事を
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紹介する。  

  ・「節電の夏、ぐっすり眠るには」 

  ・J リーグを応援しよう。  

・「熊本は恐竜王国」の記事を紹介

する。  

・「インフル猛威、被災地の子もガ

ラガラ」の記事を紹介する。  

○国語  

・学級新聞作りをする。  

○総合  

・通潤橋新聞作りをする。  

・緑川ダム新聞作りをする。  

 ⑤５学年  

  ○朝学習の時間  

・自分たちの記事（白川への鮎の放

流）を読み合う。  

・地域の方の記事「歌いつがれる運

動会のうた」の投稿を紹介する。  

○国語  

・書き手の意図を考えながら新聞を

読む。  

・「復興新聞コンクール」向けての

新聞作りをする。  

 

      （復興新聞）  

⑥６学年  

○国語  

  ・見出しを作る。  

・新聞の投書を読み比べる。  

・投書を読んで賛成・反対に分かれ

て討論する。（大津東小の児童と

の交流学習として一緒に実践）  

○道徳  

・ボランティア犬について調べよ

う。  

○総合  

・スクラップ活動をする。（語句を

調べ、要約し感想でまとめる。） 

・見出しの原則を知って、見出しを

書く。  

・修学旅行での平和活動を新聞にま

とめる。  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  (↑ 廊下の掲示版に掲示されたス

クラップ記事) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （↑ 児童が選んだ記事に感想が  

丁寧に記述されている。） 

 

⑦その他  

  ○全校集会（校長講話）  

・東北の子ども達が作っているファ

イト新聞について紹介する。  

・なでしこジャパンの記事について

紹介する。  

  ○大津小だより  

・NIE の取り組みについて、保護者

への啓発  

  ○学級指導の資料として  

  ・水死した男児の記事を使って、学  

級指導  
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３ 成果と課題 

（１）成果  

○１学年・２学年  

・世の中の動きや出来事に目をむけ

させるきっかけとなった。  

・「新聞」の存在についても知る、

目を向けさせるきっかけとなっ

た。  

・楽しい４コマ漫画などの活動をす

ることによって、新聞に親しみを

もつことができた。  

○３学年・４学年  

・子どもが新聞に興味を持つように

なり、それまで家庭で新聞をとっ

てなかったが、子ども新聞をとる

ようになった。  

・子どもがくま TOMO を進んで読

むようになった。  

・新聞記事に興味をもつようにな

り、担当が記事の紹介をするのを

待つようになってきた。  

・自学で新聞を切り取り、感想を書

いてくるようになってきた。  

・子ども達は様々な学習のまとめで

意欲的に新聞作りを行い、お互い 

に意見交換をした。  

・具体的に学習のまとめで新聞を作

成することで新聞の構成を理解

することができた。  

○５学年・６学年  

・国語科での新聞を活用した単元を

中心に親しむことができた。  

・「新聞を読んでみよう。」「開い

てみよう。」という意識付けをす

ることができた。  

○掲示委員会  

・新聞の構成や読み方、見出しなど、

NIE の取り組みで子どもたちに力

がついた。  

・多くの子どもたちが新聞に興味を

持ってみることができるように

なった。  

 

（２）課題  

  ○１学年・２学年  

・漢字が多いので教師が読んでやる

ことが多かった。  

・新聞を取っていない家庭も最近は

増えつつあるので、新聞に向かわ

せるには家庭への啓発が必要だ

と感じた。  

・教師自身が常に新聞に目を通す必

要があると感じた。  

○３学年・４学年  

・記事の作り方（５W１H で単文を

書く）が難しい児童もいた。  

○５学年・６学年  

・取り組みが単発的で、計画的でな

かった。  

・１年間を見通した計画立案が必要

だと感じた。  

 

４ おわりに 

取り組み２年目になるが、まだまだ

教師の新聞活用力不足ではある。とに

かく新聞を活用し試行錯誤しながら

進めてきた。朝学習の時間や授業の中

で活用していくことで、学年問わず子

どもたちは新聞に親しみを持ち慣れ

てきたように思う。新聞を生きた教材

として活用することによって、言語活

動を活発にし、読解力・思考力・判断

力・表現力等の向上に結びついてきて

いるのではないかと思う。今後もさら

に研修を深め、実践を進めていきた

い。  
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新聞に親しもう、新聞を活用しよう 

～大津町 NIE の実践～ 

大津町立室小学校 松永隆弘 

 

１ はじめに 

本校は旧大津小学校が分離し、その母体

校として歴史を受け継ぎ、室小学校と校名

を改め、今年で２３年目を迎えている。 

平成９年度に文部省指定「読書指導研究

会」の発表、平成１４年度から１６年度に

かけて文部科学省指定学力向上フロンティ

アスクール推進校として研究発表会等の歩

みを積み重ねてきた。さらに、平成２０年

度・２１年度には、大津町教育委員会の研

究指定を受け、研究主題を「生涯にわたる

学力の基盤を自ら獲得する児童の育成」～

思考力や表現力を高める国語科・算数科の

授業づくり～と設定し、研究発表会を行っ

た。 

NIEに取り組み始めて２年目になるが、

昨年度の反省に立ち、｢新聞に親しむ時間を

確保すること｣｢年間計画を立てること｣｢授

業の中で効果的に新聞を活用すること｣等

を実践してきた。 

ここではそのことを中心にまとめてみた。 

２ 実践の概要 

(1)職員の意識の高揚 

 新聞を具体的にどのように活用できるの

か職員で再度話し合った。教科・領域との

関連や朝学習・家庭学習での活用、掲示の

仕方など様々な視点から効果的な使い方に

ついてのアイデアを出し合い、それを整理

することで新聞活用の意識が高まった。 

(2)学年の目標の設定 

1年生～3年生：新聞に親しもう 

4年生～6年生：新聞を効果的に使おう        

新聞等を上手に作ろう 

 

(3)取り組めそうな活動の見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①新聞に親しむ活動 

○ＮＩＥコーナーの充実(図書室前) 

○新聞コーナーの設置(各教室) 

○新聞クイズ 

○漢字さがし  ○間違いさがし 

○生き物さがし ○写真の紹介 

○４コマまんが 

○読み聞かせ(童話・写真つきの記事) 

②新聞を効果的に使う活動 

○国語科の授業 

・４年生｢みんなで新聞をつくろう｣ 

・５年生｢新聞記事を読み比べよう｣ 

○算数科の授業｢大きな数をさがそう｣ 

○社会科の授業 

・４年生｢熊本県や大津町のこと｣ 

・５年生｢情報社会のしくみ｣｢農業・林

業・水産業｣｢工業｣｢環境｣ 

・６年生｢歴史｣｢政治｣｢世界の国々｣ 

○理科の授業｢天気の変化｣ 

○小学生新聞の学習欄(教科の問題) 

○総合的な学習の時間｢環境｣｢平和｣｢人

権｣｢国際理解｣など 

○道徳の授業(投書や写真を使って) 

○図やグラフ、表を読む(読解力) 

○記事を使ったスピーチ(朝の会・帰り

の会) 

○ファミリーフォーカス(家庭で新聞を

読みコミュニケーションを深める) 

③新聞をつくる活動 

○新聞づくり(壁新聞・学習のまとめ) 

○観察シートづくり 
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(4)実践例 

①新聞に親しむ時間を確保する 

   火曜日の朝学習の時間(8:25～8:40)を

ＮＩＥタイムとして位置づけた。学年ご

との主な内容は、以下の通りである。 

１年○まちがいさがし 

  ○読み聞かせ(童話・記事) 

  ○季節・生き物・言葉さがし 

２年○まちがいさがし 

  ○読み聞かせ(童話・写真) 

  ○季節・生き物・言葉さがし 

３年○まちがいさがし 

  ○興味のある記事を探す。 

  ○季節を探す。 

４年○クロスワード 

  ○興味のある記事を読む。 

     ○記事を読んで感想を書く。 

５年○新聞を視写する。 

  ○見出しをつける。 

      ○新聞を使って事実と感想を書く。 

  ６年○新聞活用ワークを使ってみる。 

○新聞を使って事実と感想を書く。  

○記事を読んで感想交流する。 

 ○低学年の｢まちがいさがし｣くまＴＯＭＯ                              

  

  

  低学年のＮＩＥの導入として実践した。 

 子どもが新聞という存在を知り、楽しめる 

 ことを重視した。           

季節や習った漢字、カタカナ、数字等も 

意欲的に見つける姿が見られた。 

○低学年の読み聞かせの記事 

  

 

 童話を読み聞かせたり、生き物や地域に

関わる写真を見せながら記事を説明したり

することは、子どもがとても興味をもった。 

○高学年の｢読む→書く｣活動の記事 

 

児童のノート（事実→感想） 

 

高学年では、文章表現力や語彙力を高め

ること、社会的事象に関心をもたせること

等をねらって、各自で読んだ新聞記事を要

約し自分の意見や感想をまとめる活動を継

続して取り組んできた。 

②ＮＩＥ年間計画（教科等）を作成する 

５年の計画例 

11



 

大まかにでもＮＩＥの年間計画を立てて

みたことで、各学年の教科・領域で活用で

きそうな新聞記事等を収集しやすくなった。 

 道徳では年間計画に位置づけた価値項目

以外にも記事や読者の投稿によっては、よ

い資料となることもあった。      

③授業の中で効果的に新聞を活用する 

 ○５年社会科（ＴＰＰ問題） 

 

 

 ５年生では｢農業生産や工業生産を支え

る人々｣の学習のまとめとして、タイムリ

ーな話題であるＴＰＰ問題を取り上げた。 

賛成派と反対派に分かれ、それぞれの立場

から主張し、活発な話し合いが展開された。 

○５年国語科（新聞記事を読み比べよう） 

 

 

  学習のまとめとして、教科書会社（東

京書籍）のワークシートを利用した。 

２つの新聞記事を読み比べながら、共

通点と書き手が読み手に伝えようとして

いることが違う点を話し合う学習が展開

された。その際、見出しや写真、リード

の違い等も参考とした。 

④その他の取り組み 

○｢ＮＩＥコーナー・新聞コーナーの設置｣ 

月 教科  教科・領域などの単元名 

４ 

 

５ 

 

 

６ 

 

 

７ 

 

８ 

 

９ 

 

１０ 

 

 

１１ 

 

１２ 

 

１ 

 

 

２ 

 

 

 

３ 

理科  ｢天気と情報｣ 

総学  ｢東日本大震災について調べよ

う｣ 

総学  ｢原子力発電と放射能について

調べよう｣ 

国語  ｢書き手の意図を考えながら新

聞を読もう｣ 

道徳  ｢生命の尊重｣ 

総学  ｢水俣病問題について調べよ

う｣ 

 

 

国語  ｢資料を読んで考えたことを書

こう｣ 

社会  ｢食料生産を支える人々のはり

あわせ新聞をつくろう｣ 

理科  ｢天気と情報② 台風の接近｣ 

社会  ｢これからの自動車づくり｣ 

総学  ｢環境問題を調べよう｣ 

学活  ｢ボランティア活動をしよう｣ 

社会  ｢ＴＰＰ問題を話し合おう｣ 

道徳  ｢愛国心・郷土愛｣ 

社会  ｢くらしを支える情報｣ 

道徳  ｢思いやり・親切｣ 

算数  ｢割合や百分率 帯グラフ円グ

ラフの読み方｣ 

社会  ｢環境を守る人々｣ 

体育  ｢保健 けがの防止｣ 
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（図書室前のＮＩＥコーナー） 

まずは新聞に触れる機会を増やすことを

目標に取り組み始めた。ＮＩＥの担当者と

図書担当者で協力しながら進めている。主

な内容は、｢今日の小学生新聞｣｢今日の熊日

新聞の 1面｣｢大津町に関する記事のコーナ

ー｣｢特集｣などである。また、子どもが自分

で以前の新聞を見ることができるように、

各月ごとにまとめたり、｢大津町｣｢環境｣｢平

和｣｢人権｣｢国際理解｣等のテーマごとにス

クラップファイルを作成したりしている。 

 
(スクラップファイル) 

また教室にも新聞コーナーを作り、子ど

もの実態に応じた取組を行っている。 

 
(教室内の新聞コーナー) 

 

３ 成果と課題 

(1)成果 

①子どもについた力 

 ・新聞への関心が高まった。 

 ・社会の動きや情報への関心が高まった。 

  ・言葉への関心や興味が高まった。 

・読む力や書く力が高まった。 

②職員についた力 

・新聞についての関心が高まった。 

・新聞を読むことで多くの知識を得た。 

〈子どもの声から〉 

○小学生新聞は分かりやすく書いてある。 

特にふりがながあるので読みやすい。 

○５W１Hや写真の使い方、見出し、割り付

けなど参考になることが多い。 

○新聞を読むのは楽しい。たくさんの事が

書いてあり、分かりやすく短くまとめて

あるのがいい。 

〈職員の声から〉 

○年間計画を立てたことで以前よりも見

通しをもって新聞の記事を活用できた。 

○新聞に関心をもつ子どもが増えてきた。 

○様々な文章を読むことができるので、読

解力の向上にもつながっていると思う。 

○子どもが社会的な事象に関心をもつき

っかけとなり、とても良かった。 

 (2)課題 

○新聞を購読していない家庭も少なくはな

く、家庭学習につなげにくい。 

○学年に１部は新聞が必要である。 

○授業のねらいを達成させるための効果的

な教材としての新聞記事を収集するため

に、ＮＩＥコーナーやスクラップの仕方

などをさらに工夫することが必要である。 

４ おわりに 

 今年度も新聞を活用することのよさに改

めて気付いた。今後、子どもにとっても職

員にとってもさらに有意義な新聞の活用が

できるように実践していきたい。 
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新聞を活用しよう 

～大津町ＮＩＥの実践～ 

大津町立大津南小学校  教諭 青木 珠恵 

１ はじめに 

本校は本年度より町の指定を受け、「キャ

リア教育」に取り組み始めた。本年度の研究

テーマを「一人一人のキャリア発達を促す教

育活動の創造」として、よりよく生きる力を

育むことをめざし研究を進めている。 

発達に個人差はあるが、どの子にもいろい

ろな人との出会いや体験を通して夢を持ち、

夢を見つけ、夢に向かって生きていく力を育

てていきたいと考える。 

単に新聞から情報を取り入れるだけでな

く、新聞を通して、いろいろな人や世界に出

会い、その中で自分の考えを持ったり、自分

の思いをまとめたり、表現したりすることが

できるようになって欲しい。そのような思い

を持ちながら本年度の取り組みをまとめて

みた。 

 

２ 実践の概要 

(1)日常的な取り組み 

 ①ＮＩＥコーナーの設置 

 ・      ・一人一人の子ども達に少しでも多く新聞                                                                                                                                                                      

に触れて欲しいと考え、NIE コーナーを

各学年の教室や玄関前、理科室、保健室、

校長室前等に設置し、子ども達が興味を

持ちそうな記事を選び掲示していった。 

また、キャリア教育の観点から本校の先

輩達が掲載されている記事や、子ども達

の夢につながる記事を紹介していった。       

キャリア教育掲示板 

  

       

 

 

 

 

校長室前のＮＩＥコーナー 

 

（2)新聞を活用した授業実践   

～第１学年の実践～    

①教科 生活科 

②題材名「冬をたのしもう」 

③活用のねらい 

・冬の様子に気づき、季節の変化を感じ 

とることができる。  

④活用の目的 

・日常生活だけでは捉えられない、冬の季

節感を感じ取らせる。 

⑤活用方法 

・冬に関連する記事探しをする。 

・雪がたくさん降っている記事を切り抜き、

ＮＩＥノートに貼る。 

⑥考察 

・テーマを絞り季節や行事についてノート

にはっていったが、事前に家から持って        

くることを伝えると、家でも新聞を開い

ている児童の様子を知ることができた。 

・雪国の様子について知り、楽しいことば

かりでなく、苦労があることも知ること

ができた。 
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～第２学年の実践～ 

①教科 国語科 

②単元名「 ビーバーの大工事」 

③活用のねらい 

・ 動物たちの特性や生き方を紹介した文

を読ませることで、動物に対して興味

関心を持つことができる。 

④活用の目的 

・ 新聞記事を紹介し、その後も継続して

広用紙に貼っていくことで、動物に対

して興味を持つことができた。 

⑤活用方法 

・ 切り取った記事を広用紙に貼っていっ

た。大事なところや、ぜひ目を通して

欲しいところにラインを引いたり、一

言感想を書いていった 

⑥考察 

・ 二年生なりに少しずつだが、新聞に興

味を持つようになってきた。 

・ 「くまとも」の欄に興味を持ち、動物

のシリーズの記事は、毎回誰かが切り

取ってきてくれるようになった。 

 

～第３学年の実践～ 

①教科 図画工作科 

②単元名「まんがでゴー」 

 ③活用のねらい 

・ 新聞の中の４こま漫画を見て、４こま

漫画に関心を持たせる。  

④活用の目的  

・ 物語の組み立て方、漫画での表現の仕

方などを学ぶ。 

⑤活用の方法 

・ 持ち寄った４こま漫画をもとに、どのよ

うな話なのか、作者の伝えたいことはど

んなことなのか、どんなキャラクターに

したら読む側の興味を引くのかなどを

学んでいった。 

⑥考察 

・ ストーリーの起・承・転・結に気を配

りながら作品を仕上げることができた。 

・ 完成したまんがを互いに読み合うこと

で、漫画のかきかたや、ストーリーの

組立て方を学び合うことができた。ま

た、自分では気づかなかった良さや課

題も知ることができた。漫画コーナー

を見ることで、他の興味のある記事に

も目を向けることができた。 

         

 

 

 

 

～ 第４学年の実践 ～           

①教科 国語科    

②単元名  伝えたいことをはっきりさせ書

こう「新聞記者になろう」  

③活用のねらい 

・ 新聞の特徴を知り、相手や目的に合わ

せた新聞を作る。 

④活用の目的 

・ 児童の経験の中から伝えたいことを選

び、それを新聞の形にして読んでもら

うため、身近な新聞を持ち寄り、新聞

そのものを知るところから、学習を深

める。 

  ⑤活用方法 

・ 新聞は、事実が正確に書かれているこ

と、見出しによって、読者を引きつけ

ていること、写真などの文字以外の情

報も有効に使われていること、わかり

やすくする工夫をしていること、「い
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つ、どこで、だれが、何を、どうした」

を書かなければならないという文章の

基本を学ぶ。 

⑥考察 

・ 小学生新聞や他の新聞から、記事を選

び、記事の種類、記事の書き方、レイ

アウト、写真や絵などの活用の仕方を

学んだことから、新聞の良さを実感し

ていた。 

・ 伝える相手を意識して、発信すること

を考えて、作成する新聞の目的や収集

すべき情報が明確になっていった。 

・ グループでの話し合いから、新聞名、

取り上げる話題、分担、割り付けなど

を決定していく。その過程から、情報

収集の具体的な活動が明確になり、活

動が充実した。 

・ 割り付けの確認で、確認事項を決めた

ことで、新聞づくりの目的がさらに明

確になった。 

～第５学年の実践～ 

①教科 国語科 

   ②単元名 書き手の意図を考えながら新

聞を読もう「新聞記事を読み

比べよう」 

   ③活用のねらい 

・ 二つの新聞記事を読み比べて、書き手

の意図を読み取る。 

   ④活用の目的 

・ 持ち寄った新聞記事のリードや本文、

写真などから、どんな見出しをつけれ

ばよいか考えることを通して、書き手

のメッセージやねらいを読み取る。 

   ⑤活用方法 

・ 新聞を持ち寄って写真と一緒に掲載さ

れている記事を一つ選び、記事の内容

と写真に合った見出しを考えて書く。 

 ⑥考察 

・ 活動に入る前に、新聞の見出しの特徴

に気づくことができた。 

・ 記事の内容を理解するために、積極的

に、国語辞典を使って、わからない言

葉の意味を調べていた。 

・ 切り取った記事を相手にわたす時に

は、ペア同士、主体的にコミュニケー

ションをとって、問題を出し合えてい

た。 

・ 受け取った記事を読んで、記事の書き

手が、読み手に最も伝えたかったのは

どんなことかを考えて、自分なりの言

葉で書くことができていた。 

・ 全員の中から、特に自分たちに身近な

話題で、異なる新聞社の記事を選んで

いた児童の例をいくつか取りあげ、Ｏ

ＨＣを使って紹介し、全体で考えを共

有することができた。 

  ～第６学年の実践～ 

  ①教科 総合的な学習の時間 

   ②単元名「平和について考えよう」 

   ③活用のねらい  

・ 新聞記事を使って、学習したことをも

とにさらに視野を広げ、身近な生活へ

と目を向けさせる。 

   ④活用の目的 

・ 身近な新聞を持ち寄り、平和学習への

取組への意欲付けとする。また、知識

だけにとどまらず、実践化につなげる。

さらに、新聞を活用し、いろいろな考

えに接し、戦争や被爆体験の記事から、

自分の考えを持つきっかけとする。 

  ⑤活用方法 

・ 目にとまった新聞記事をノートにスク

ラップしていく。 

・ 新聞活用方

法について、

学習したこ

とを生かし

て、家庭学習
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へとつなげる。家庭で学習してきたも

のはＮＩＥコーナーに掲示し、さらに

新聞活用への意欲付けを行う。  

⑥考察 

・ 夏休み期間中は原爆や戦争関連の記事

や特集も多く、写真や見出し「○○特

集」というところから、たくさんの記

事を集めることができた。 

・ 平和式典の記事や他国からの参列の記

事、または被爆された方々の体験記事、

戦争終戦特集等、広い分野で関心を持

つことができた。そのことが、修学旅

行の事前学習への意欲につながり、も

っと知りたいこと調べたいことへ広が

っていた。 

・ 家庭学習でさらにいろいろな新聞を切

り抜き、学習の幅が広がった。 

・ 新聞の表現方法を学んだことで、自分

の考えを他の人に伝える力の育成へと

つながっている。 

３  成果と課題 

(1)成果 

・ 身の回りの出来事や社会事象への興

味・関心が高まった。 

・ 自分の考えや気持ちを自分の言葉で書

く力がついてきた。  

・ 委員会活動でも、新聞から気になる記

事を探し、それに自分の意見を添えて

全児童に紹介するなどの取り組みをす

ることができた。 

(2)課題 

・ 低・中・高学年の発達段階に応じた取組

を計画的に考えていかなければならな

い。 

・ 新聞をとっていない家庭への配慮・準

備について工夫が必要である。 

・ＮＩＥコーナーの充実を図る。 

・教科等との関連を図った教材の工夫が必

要である。 

・必要な情報を取り出し活用するために具

体的な学びの視点を提示する必要があ

る。 

４ おわりに 

 ＮＩＥは、授業や日常の活動の中で、様々

な場面で活用できる。しかし、本年度の実践

を振り返ると、低、中、高での発達段階に応

じた計画的な取り組み、他教科との関連を持

たせた年間計画の作成など課題は多い。子ど

も達が「また新聞を使って勉強したい。」と

つぶやくような授業を組み立てていけるよ

う今後、計画を立て取り組んでいきたい。 
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１ はじめに 

本校は全校児童５３名、５・６年生が複式で

５学級の小規模校である。児童は、質朴で学習

活動には真面目に取り組む。しかし、小規模校

にありがちな対抗意識に欠け、自分を高めよう

とする意欲に乏しい。そこで、自らの向上を目

指して生きる児童の姿を求めて「確かな学力の

育成」を図るべく、新聞を教材とした NIE に

全職員で研究を重ねてきた。児童のほとんどは、

新聞に触れる経験を持たない。故に、１年目の

昨年度は「新聞に親しむ」活動を中心に、そし

て本年度は「新聞を活用」する研究へと進めて

きた。 

新聞活用の醍醐味は、何と言っても新しいニ

ュースを授業に取り入れられることである。教

科書に書かれた内容を学ぶだけでなく、その日

の情報に自分の意見を持つ力が試せることで

ある。学習指導要領の国語科の目標は「国語を

適切に表現し正確に理解する能力の育成と伝

え会う力を高めるとともに、思考力や想像力及

び言語感覚を養う」とある。 

昨年度より児童に国語科の学習を中心に，活

字としての日本語の美しさを感じ取らせ、表現

力を身に付けさせ、伝え会う力の育成に授業実

践を重ねてきた。新聞を通して、知らなかった

事を知ることで，児童は何かを感じそれを伝え

ようとする。また、記事を読むことで自分の考

えを持てるようになり、他人と交流することで

考えを深めることもできる。これらは、本校の

ような少人数の中にあって、表現したり、伝え

合ったり、多様なものの考え方に接するのに有

効であると思う。 

新聞の持つ内容の豊かさと、情報力の大きさ

から、児童の思考力を深めること、心豊かな児

童の育成につなげることを目指した。また、こ

うした児童の力を地域に広げ、活性化を図ろう

とした。地域で弱い立場にある一人暮らしのお

年寄りへ記事と手紙文を届ける、という取組も

行った。命に触れさせ、人の生き方に迫ろうと

考えた。地域の人とのつながりを生み、学校を

核としたお互い顔の見える関係を築こうとし

たのである。 

NIEを通して、児童は広範な知識を得、人間

関係に広がりが持て、豊かな地域作りに高める

ことができるのでは、と期待した。小さい学校

ではあるが、全職員で継続的・意図的に取り組

んでみようと試みた実践である。 

 

２ 実践の概要 

（１）NIE実戦に向けた環境作り 

①NIE教室の工夫 

   児童がリラックスし、いつでも自由に新

聞を読めるような環境に整えた。雨の日の

休み時間などに、児童が気軽に新聞に触れ

る習慣ができればと考えた。 

 

      【NIE教室でくつろぐ児童】 

図書室との併用案もあったが、あえて新

新聞でつなごう「『親子』と『地域』」 

～家庭・地域と連携したNIE推進を通して～ 

                      大津町立大津東小学校 教職員一同 
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聞のみの NIE教室として独立させた。新聞

を読むことはなくても、触れさせることに

狙いを図ったのである。 

また、過去の新聞がすぐに取り出せるよ

う整理棚に各社毎に並べてある。必要な時

に利用できるようにし、いつでも新聞に触

れられる場として、NIE教室の工夫を図っ

た。  

 
【３ケ月前までの新聞整理用棚】 

 ②“情報サロン”の場の設定                     

   NIEを推進するには、新聞購読が第一と

考えた。本校では、全国紙４紙、地方紙２

紙、子ども新聞２紙を揃えた。それらの新

聞は学校だけではなく、地域の人にも利用

できるようにした。本校の職員玄関に“情

報サロン”の場として、保護者や地域の人

が自由に新聞を読める場も設けた。 

 

   【“情報サロン”の場を利用する地域の人】 

 ③NIEノートの活用 

   全児童に A４版のノートを配り、NIE ノ

ートとして活用を促した。各担任の工夫に

より授業で用いたり、家庭学習で活用した

り、ファミリーフォーカスで利用する学年

もあった。 

   例えば、低学年の生活科の授業「春を見

つけよう」では、新聞の写真から春を探す

活動でNIEノートを利用した。中学年の「関

心ある記事集め」活動では、NIEノートに

切り抜きが集まっていくことに喜びを感

じていた。 

１年生の男児のNIEノートにはこんな感

想文があった。９月１５日（木）の毎日新

聞の記事「被災地に希望の実り」を、家族

の人と読んで自分なりに思ったことを綴

っていた。 

ひがしにほんだいしんさいからはんとしが

すぎました。きくちけいいちさんのりんごばた

けで、りんごのきにみがなりました。４００ぽ

んあったりんごやなしのきが、ひがしにほんだ

いしんさいのつなみのしおがかかって、２００

ぽんくされて、２００ぽんのこったりんごのき

に、はなをつけたそうです。「つなみにまけず

たくさんのみをつけ、だんだんいろづくいろに

はげまされました。」と、きくちさんがいって

いました。 

ぼくは、しおがかかっても、くされなくて、

つなみにまけず、たくさんのみをつけたのがす

ごいとおもいました。 

１年生なりに、しっかりした文が書けて

いた。NIEノートは、１年生にとっても新

聞に親しませるには有効な手段であった。 

   
【４年生の NIEノート】  

④新聞記事切り抜きストック袋の設置 

  担任はもちろん担任外の職員にもで

きることとして、学習の素材として活用
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できそうな記事の収集を行った。 

職員室前の廊下に「低学年用」「中学

年用」「高学年用」「人と動物」「水俣に

関する記事」「平和・戦争に関する記事」

「特徴のある記事（写真）」等に分けて、

ストック用の封筒を設置した。職員が家

庭や学校で見た新聞記事の中に、教材と

して使えそうなものを入れていった。

NIEのイメージを全職員が抱き、実践に

広がりを感じることができた。 

 

   【記事の切り抜きを入れる封筒】 

⑤NIE掲示コーナーの充実 

    各学年の教室や廊下、そして NIE教室

には NIE掲示コーナーを設けた。児童に

はクリアファイルを配っている。そのフ

ァイルに、記事を切り抜き、感想を記入

した作品を入れている。そのファイルや、

授業で作成した新聞等を紹介するコー

ナーとして掲示板の活用を図った。 

NIE教室には、情報委員会のコーナー

も設け、児童の喜びそうな記事の紹介を

行った。各地のイベント情報や食べ物に

関する記事の掲示が多かった。 

児童が友達の作品を鑑賞することで、

新聞に対する親しみ方が身近なものと

して感じることができた。NIEは、新聞

の内容を学ぶだけでなく、その記事に自

分の意見を持つ力を試せることに大き

な意味がある。児童の想像力と思考力の

育成にこの掲示コーナーを生かしたの

である。 

 

      【３年生の掲示コーナー】 

（２）各学年の主な授業実践例 

  ①低学年の授業実践 

  国語科の授業では「ことばあつめ」

「カタカナさがし」「助詞さがし」「自

分のすきなしゃしんさがし」「クイズつ

くり」「漢字さがし」「見出しをよもう」

「しゃしんを見てお話しをつくろう」

で実践。生活科では「きせつさがし」「熊

本のわだいさがし」等で新聞活用をし

た。 

 

【１年生「すきなものクイズをしよう」】 

  低学年の実践では、新聞で言語活動 

   を図ることができた。また、生活体験を

豊かにし、社会への関心を持つことがで

きるようになった。 

②中学年の授業実践 

  中学年の国語科では、「自分に興味の

ある記事を見つけよう」「写真から記事

の内容を考えよう」「見出しから記事の

内容を考えよう」を実践。 
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【３年生「へんやつくりの漢字探し」】 

  児童は、新聞に掲載された多くの情報

の中から一つ選ぶことの難しさを感じて

いた。中学年の児童には、情報収集能力・

問題発見能力の育成を図ることができた。 

   ③高学年の授業実践 

    高学年では、新聞記事を単なる知識や

情報として捉えるのではなく、社会との

つながりを意識させ、そこから社会の問

題点を発見する能力の育成に力を入れ

た。国語科では「表現を工夫して書こう」

「平和のとりでを築く」「新聞記事を読

み比べよう」「新聞の投書を読み比べよ

う」、社会科では「水俣学習」「平和学習」

で取り組んだ。 

 
    【５年生「新聞記事を読み比べよう」】 

    児童は、知らない世界を知り、命に触

れる学習ができた。NIEノートでは「興

味のある記事を要約しよう」「興味があ

る記事の感想を書こう」に取り組んだ。

児童は、これらの取組で人間の生き方に

迫ることもできた。 

（３）ファミリーフォーカスの実践 

   ファミリーフォーカスとは「親子で新聞

を読んで意見を出し合い、コミュニケーシ

ョンを深める活動」のことである。親子で

新聞に親しむ活動である。 

本校では、この取組に重点を置き家族の

結びつきを図った。家庭で新聞を購読して

いない児童に対しては、学校の新聞を家庭

に持ち帰らせた。 

なかなか日常的に親子で触れ合う時間

を持ちにくい家庭状況がある。そんな中で

本校の PTA活動の一つに“ノーテレビ・ノ

ーゲームデー”がある。毎週木曜日、全家

庭で実施している。その時に家族ぐるみで

新聞に触れる活動を実施した。 

 

    【ファミリーフォーカスのノート】 

   児童が新聞に親しむことで、家族として 

の共通点の話題を持てた。また、社会の問

題点に気づき、様々な手段により解決を図

ろうとする社会性を育むこともできた。 

 何より親子の触れ合いを持ったことが

大きい。 

○４年生の実践例 

  ・１１月１３日の「石巻市の友達 ミカン

食べて」という記事を親子で読んでの感想

である。氷川町立宮原小学校が東日本大震

災で被災した石巻市立石巻小学校から転

校生を迎えた。その転校生と宮原小学校の

児童が、収穫したミカンを石巻小学校に送

った、という記事に対する本校４年の女児

と母親の意見交換である。 
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   新聞記事を通してこのような親子での

感想のやりとりができた。 

６年生のある保護者がファミリーフォ

ーカスへの感想を次のように記している。

親子が新聞に親しむことで、家族としての

共通の話題を持つことができた。社会の問

題について親子で触れ合いを持てたこと

が大きい。 

今までは、子どもが新聞を自分から進んで読むことはな

かった。最近は少し新聞を読む習慣ができてきた。「朝、

ゆっくり新聞を見る時間が取れるようになるといいね。」

と、子どもに言っている。また、子どもとの会話で親が知

らないことまで言うようになった。「何で知っていると？」

と聞くと、「新聞に書いてあった。」と言う。そのような会

話ができるようになった。 

 

（４）地域の一人暮らしのお年寄りに記事配布 

   本校では、ファミリーフォーカスを発展

させ、新聞記事とその記事を要約した手紙

文とを、地域に住む一人暮らしのお年寄り

の家庭に届けるという取組に広げた。児童

が一人暮らしのお年寄りに届けるという

ことは難しい。初めは郵送という方法を考

えたが、長く継続させるには無理があった。

丁度担任が、地域の民生委員さんに地域の

一人暮らしのお年寄りの人数を尋ねた時、

民生委員さんが、毎月定期的に訪問してい

る事実を知った。そこで、学校から民生委

員さんに「子ども達の手紙配布のお願い」

という依頼文を作成し、了解を得ることが

できた。 

一人暮らしの家庭の多くは新聞を購読

せず、最新の情報もなかなか入りにくい状

況を察した。地域の中で外に出る機会もな

く、コミュニケーションも希薄になり、寂

しさを感じているであろう。という発想か

ら始めた取組である。新聞に接し、自分た

ちの生き方として地域の人に役立つこと

があるのでは、と思ったのである。 

６年生女児の作品を紹介する。熊本日々

新聞の１月８日の「南関町にメガソーラ

ー」の記事を選んでいる。 

    

     ○選んだ理由：国語で太陽光発電について勉強した

から 

○感想：私はこのメガソーラーは、とても地球にや

さしいからいいと思います。その理由は二つあり

ます。一つ目は、原子力発電所ではなく、自然の

力を利用した太陽光発電だからです。二つ目は、

駐車場跡地を利用することで、森林や草原を開た

くしないで自然を傷つけないからです。 

○家の人より：東日本大震災で起きた原発事故で、

安心安全なエネルギー開発が進む中でのメガソ

ーラーは大きな期待が持てるだろう。 

○メッセージ：明けましておめでとうございます。

今はいろんな病気がはやっているのでお体に気

をつけて下さい。元気で頑張りましょう。 

 

   大体月１回のペースで届けた。数日後、

地域の一人暮らしの人より感謝の電話や

手紙が届いた。確かに自分の文章が読まれ

ているということが分かり、児童は更にじ

っくり新聞記事に目を通し、記事をまとめ

る文章が丁寧になった。地域の人との交流

に温もりを感じている。 

  《一人暮らしのお年寄りからの返事》 

 「大津東小学校の先生方、生徒の皆さん『こ

女児「ミカンをしゅうかくした３人兄弟は、石巻小

のみんなにミカンを食べてもらうために、がんばっ

たと書かれていてすごいと思った。ミカンをプレゼ

ントされたらきっとみんな喜ぶだろう。約１８０㎏

も取るのはたいへんだったと思う。私もミカンちぎ

りをしたいと思った。」 

母親「自分たちで収穫したミカンを食べてほしいと

いう子ども達の気持ちが伝わってきて、私たちまで

うれしくなりました。石巻小学校の友達の喜ぶかお

までうかんできますね。私もそうですが，あなたも

何かしたら大なり小なり、少しでも力になれること

がないかと思います。」 
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んにちは』皆様方には、いつもいろいろな

行事、感想文と優しいいたわりのメッセー

ジ、そして先日はお餅などいただき、本当

にありがとうございます。おいしくいただ

きました。この度は、私からお礼の意味を

込めて思いつきのままをちょっと述べさ

せていただきます。私は昭和七年生まれの

７９歳の老人女性で，錦野在住で

す。・・・・・（中略）」 

   と便せん８枚にわたって綴られていた。

児童は、新聞記事を通して自分たちの行っ

ている行為が、地域の人に役立っていると

いう喜びを、身をもって実感することがで

きた。地域の人と児童との温もりを、お互

いが感じ取れた取組となったのである。 

（５）地域の一人暮らしの人との交流会 

   地域の一人暮らしのお年寄りと児童と

の手紙の交流は、お互い顔の見えないもの

であった。一度顔を合わせてお互いの言葉

で交流することも必要と思い、交流会の案

内を出した。当日地域から４名の民生委員

と５名のお年寄りが参加した。ある女性の

お年寄りは、児童が届けた手紙をスクラッ

プしたものを持参して「私は、皆さんが送

ってくれたお手紙は、全部こうして大切に

綴じています。今度どんなお手紙が来るか、

楽しみにしています。」との声もあった。        

児童は、確かな手応えを感じ、更に活動へ

の意欲が高まった。地域の一人暮らしの人

も、児童と直接触れ合ったことで、親しみ

と愛情を一層深めることができた。 

 

      【地域のお年寄りとの交流会】 

３ 成果と課題 

  NIEは、全職員で継続的に行うことが大切

と思う。本校のような小規模校では、全職員

の共通理解・共通実践ができた。NIE推進に

全職員で取り組んだ結果、児童・家庭・地域

の連帯感につながり、人間の温かさに触れる

ことができた。また、地域の中で弱い立場に

ある一人暮らしのお年寄りとの交流では人

の命に触れ、自分たちの生き方を見つめるこ

とができた。人の温かさや命を感じる中でこ

そ、児童の心が育つのである。本校の実態に

応じた NIE実践で、親子と地域をつなぐこと

に役立つことができたように思う。 

課題としては、低・中・高学年の発達段階

を踏まえた新聞活用と時間の確保について

考えていく必要がある。 

 

４ おわりに 

 ２年間の取組で、児童は新聞を身近なものと

して親しみを持って触れるようになった。新聞

からは広範囲な知識を居ながらにして得るこ

とができる。児童は新聞に親しむことで、記事

を判読する力が育った。難しい漢字や語句を飛

ばしても、記事の概略をつかめる読みができた。

そこに、知らない世界を知りたいという『知的

な背伸び』ができ、新聞を読む喜びを感じるの

である。NIEで、児童のそんな欲求を促すこと

ができた。 

また、ファミリーフォーカスや地域の人との

交流で人としての生き方を学び、豊かな心の成

長へとつなぐことができた。児童の心のこもっ

た手紙が地域の一人暮らしのお年寄りを励ま

し、その人達からは温かいまなざしで学校を見

てもらえる気持ちを育てた。 

昨年の東日本大震災が、学校と地域の切って

も切れない結びつきを教えてくれた。学校が住

民の避難所になり、校庭に仮設住宅ができた。

学校は地域と共にある。NIEの実践で地域とつ

ながり、地域を活性化させる手法を、この２年

間で学ぶことができた。 
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１ はじめに 

大津北小学校では、昨年度ＮＩＥの取組を、

児童の読む能力を高める方法の一つととらえ、

できることを着実に積み重ね、次年度につなご

うということで、ＮＩＥ実践を進めていった。     

今年度の学校共通の取組の柱としては、各教

科・領域で様々な視点から実践を試みる他に、

道徳の授業での活用を共通実践していこうと

申し合わせを行い、1年間の実践を行った。 

また、ＮＩＥの取組をスムーズに進めるため

の環境整備や資料収集の工夫等でアイデアを

蓄積していく努力をおこなった。 

さらに、新聞を受け身で利用するばかりでは

なく、新聞に投稿したりはたらきかけたりする

ことで自分たちの作品や意見を伝え表現でき

るように試みた。 

以下に報告する実践を通して、ＮＩＥ実践の

成果及び課題が明らかとなった。 

 

 

 

 

 

     熊日「たから箱」より 

２ 実践の概要 

(１) 各学年の取組例 

 ア 1学年の取組の概要 

① 季節のニュースから写真に目を向ける 

季節折々の風景や行事がカラーの写真入り

で大きく伝えられているニュースを児童に紹

介していった。日本の四季の美しさを感じると

共に、行事へ興味を持つことで、自分たちの地

域へも目を向けることができた。また、だんだ

ん記事の内容の幅も広げていっている。 

② 紹介したニュースに自分の感想を書く。 

  児童は、記事を読むことは難しいが、写真や

教師が読んだ記事の内容からわかる事で感想

を書くようにしている。 

③ 自分のお気に入りの記事を紹介する。 

教師が記事紹介をしていくと、児童も家庭で

新聞に目を向けるようになり、自分で気に入っ

た記事を切り抜いて学校へ持ってくるように

なった。ニュースだけでなく、広告などの写真

が中心であるが、自分が持ってきた記事をしょ

うかいしたいというので、朝の会で選んできた

理由をいいながら記事を紹介する時間をつく

った。全ての児童がしているわけではないが、

徐々に広がってきている。教師の記事紹介と重

ねながら、新聞に親しむ児童が増えていけばい

いと思っている。 

＊ 成果と課題 

教師が意識することで児童は確実に新聞へ

興味を持っていった。しかし、継続した取組が

なかなか出来ず、大きなニュースや季節の移り

変わり目だけの記事紹介にとどまっている。 

また、記事を持ってくる児童が多いので、こ

れから、気になった記事を 1点だけ選ばせるよ

うにすることで新聞をもっと注意深く見るよ

うにさせていきたい。 

 

イ 2学年の取組の概要 

① 国語科での実践 

｢考えたわけを書こう｣国語 

絵や写真を見て考えたこととそのわけを書

く。 

・季節 ・何をしているところか ・場所 

新聞に親しもう、新聞を活用しよう 

～大津町ＮＩＥの実践～ 

                      大津町立大津北小学校 職員一同 
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・そう考えたわけをみんなに説明する。ノー

トにまとめる。 

＊成果と課題 

・低学年については、読み仮名のついたもの

がよい。（子ども新聞の利用） 

・絵や図、写真を見て考えることができた。 

 文章からも受け止め考えさせていきた。 

・熊日の３２歳｢ウサギ追い｣を読み聞かせ自

分たちのことと重ねさせ深めさせた。 

・教材についてだけでなく、新聞記事の中か

らより教材になり得るものを選び出して

いきたい。 

 

ウ ３学年の取組の概要 

① 熊日新聞『たから箱（四行詩）』欄への投

稿とＮＩＥコーナー 

   夏休みや冬休みの長期休業中の課題と

して、四行詩の創作に取り組んだ。多くの

児童の詩が新聞に掲載され、新聞への関心

が高まった。図書室前のホールにＮＩＥの

コーナーが設置され、休み時間などに、た

から箱に掲載された作品を読んだり、いろ

いろな新聞記事を読んだりしていた。 

② 東日本大震災関連の記事の紹介 

３年生には、震災で親戚の方が被災さ

れた児童がいる。その親戚の方から届け

られたヒマワリの種を育てて、学校で栽

培しているからいもと一緒に、石巻市に

送ることができた。その間、折にふれ、

新聞で報道される震災関連の記事を紹介

した。特に、９月朝日新聞に掲載された

『「負けないで」伝え続ける』という記事

については、授業で資料として配り、み

んなで読み合った。 

③ 児童が命について考える授業（性教育）

の導入に記事を活用。 

④ これまで新聞に掲載された自分や家族の

記事の紹介 

 

 

 

 

  熊本日々新聞 読者の広場 

 

＊成果と課題 

○自分達の作品が紙面に掲載されたことで、

喜んだり、自信を持ったり、新聞を身近に感

じたりすることができた。 

○遠く離れた地域の事を、早く正確に伝えた

り、写真を通して具体的に知らせたり、被災

者やそこでくらす人々の思いを届けたりす

るという新聞の大切な役割を実感すること

ができた。 

 

エ ４学年の取組の概要 

4年生では、帰りの会で『新聞スピーチ』を

行っている。 

１）その日のスピーチ当番は、選んだ新聞の記

事を教室内に設置してあるファイルにはさ

んでおく。(注目してほしい部分には赤線を

引いておく。) 

２）当番以外の子ども達は、帰りの会までにそ

の記事を読んでおく。 

３）スピーチ当番は、帰りの会に新聞記事をも

とにスピーチをする。 

《スピーチの流れ》(１)新聞の見出し  

(２)新聞記事の内容  

(３)新聞記事を選んだ理由 

(４)新聞記事を読んだ感想 

(５)感想交流 

４）スピーチに使った新聞記事は、ノートには

っていく。 
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   新聞スピーチの様子 

 

＊成果と課題 

○新聞への興味関心が高まってきた。 

○友達の興味のあることなどを知ることで、会

話の内容も豊かになってきた。 

○新聞記事を読むことで、新たに漢字の読み方

を知ることができた。 

○スピーチの流れを示したことで、堂々とスピ

ーチをすることができた。 

●写真や見出しで新聞記事を選んでくる子ど

ももおり、記事の内容をはっきり把握できて

いない場合もあった。 

 

オ ５学年の取組の概要 

①水俣学習 

新聞に連載されていた水俣病に関する記事

（１０枚程度）を児童に配布し、その中から

興味のある記事の注目したところに線を引

き、自分の意見や思いを書くことを最初の導

入から取り入れた。 

② 学習ノート 

毎日の宿題で使っている学習ノートの課題

の中に、児童が興味のある記事やみんなに知

らせたい記事を選び、ノートに貼る。その記

事の中から、５Ｗ１Ｈに線を引き、選んだ理

由や読んでの感想や思いを記入させる宿題

を出している。 

 

＊成果と課題 

○新聞を      ○記事を見て、「興味のある記事は何かないか

な       。」と思い、見る児童が増えてきた。 

○教室で、友達同士や教師との会話で宿題で

読んできた記事や目にした記事の会話をす

ることが増えた。 

○習っていない漢字等を辞書を使って調べる

姿が多くなってきた。 

○子どもの感想や思いを知ることで、何を感

じ、どのような考えを持っているのかが分

かる。 

●児童が書いてくる内容の充実を図る必要が

ある。 

●いろいろなジャンルの記事に興味や関心を

持てるような手立てを考える必要がある。 

 

カ ６学年の取組の概要 

６年生の年間を通してのテーマを「命・平

和・原爆・震災・津波」と定め、折々にこちら

から、「記事」を提供したり、家庭から切り抜

いてきたりすることを呼びかけた。 

  「記事」を読んで、サイドラインを引き、①

話題提示②根拠③主張④まとめを読み取り、最

後に自分自身の感想を書く活動をしてきた。 
【具体例】 

① 道徳「命を見つめて」･････ 「石巻･大川小

の悲劇」２０１１年４月９日  読売新聞 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 夏休みの課題「戦争･平和」をテーマに････ 

「１１時２分で止まった時計」(投書) 

２０１１年１０月３１日 毎日新聞 

 

 
石巻大川小学校の写真 

26



 

③  総合「平和学習」････ 「’11秋 ヒバク

シャ広島長崎②」 

２０１１年８月１３日  熊日新聞   

                                                    

④ 社会「憲法と私たちの暮らし」 
「国民主権・基本的人権の尊重・平和主義」

に関わる記事を見つける。 

  

・新聞を通しての平和学習 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・新聞を通して交流の輪が広がる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊成果と課題 

 修学旅行で出会った方、講演会で出会った方

（はだしのゲンの作者）と新聞で再会した子ど

もたちは、思いを手紙にして届けた。 

 それに対して、直接メールが届いたり手紙が

届いたりした。一方的に情報を受け取るばかり

ではなく自分たちのくらしは確かに社会につ

ながっているという経験ができた。 

 

(２) ＮＩＥを活用した道徳授業 

今年度は、全学年の共通実践事項に、「道

徳の授業に新聞を活用しよう。」という目標

を掲げ実践を行ってきた。 

  大津町教育の日に、道徳授業を全クラスで

実施し新聞活用を試みたり、学校訪問時も新

聞活用の道徳に挑んだりしてきた。また、校

内研の中でも道徳における新聞活用の研究

授業を行った。以下は、研究授業の内容を紹

介することにする。 

  第 5学年 道徳授業 

           指導者 中原 幸博 

① 主題名 家族のぬくもり ４－(5)家族愛 

② 資料名「わが家の思い出」 学研  

③ 学習の流れ （発問を中心に） 

 ・この３枚の写真や絵の人に共通するものは

何ですか。 

    《使った資料》 

              トランペット 

             を抱きしめる少

女 

 

              4月 11日 

              朝日新聞より 

 

 

｢わが家の 

  思い出｣ 

    学研 

 

 

 

               朝日小学生

新聞より 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給食の配給も待つ

ケニアの子どもた

ち 
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・みんな 人には 家族がいます。 

  テーマ： 家族についてかんがえよう 

・では、家族についてイメージすることは 

・黒板に貼ってある写真の人の気持ちを想像し

ながら家族につて考えていきます。 

・震災にあった高校生のるりさんについて考え

ます。（新聞記事を範読） 

～意見交換～ 

・道徳の資料の家族について考えます。 

～意見交換～ 

・ケニアの小学生について考えます。 

   ～意見交換～ 

・この中の一人にお返しの手紙を書いてくださ

い。 

～発表～ 

・心のノートより詩の朗読 

④ 児童の感想より（るりさんへ） 

  震災で家族を亡くしてさみしいしもう一

度会いたい気持ちがあると思います。祖母

からもらったトランペットで母が好きだっ

た歌を吹いて家族がいるようで安心したと

思います。震災で家族が亡くなっても歌の

ように負けないでほしいと思いました。 

（３）ＮＩＥに向けた環境整備 

  ①各教室にＮＩＥコーナーを設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

  理科室では、授業に関係する新聞や授業で

使った新聞、季節にあったタイムリーな記事

を掲示するようにした。 

また、新聞記事を切り抜き、分野ごとに 12

種類に分けファイリングし閲覧コーナーを

設置し児童が自由に閲覧できるようにした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  大津北販売センター コーヒータイムから転載 

③ 教職員用資料ファイルの配付及び新聞資料

回覧 

   新聞をいつでも授業等に利用出来るよ

うに新聞記事をファイル出来るようにク

リアファイルを配付したり、記事の回覧等

を行ったりして職員が新聞を利用できる

工夫を行った。 

④ 新聞への投稿（熊日のたから箱への投稿） 

新聞へ 4行詩を投稿することで、新聞へ

の関心を高めるとともに自尊感情を高め

る取組を行った。 

３ 成果と課題 

（１）成果 

○「出来るところでＮＩＥの実践を」を合い

言葉で取り組んだ。各学年それぞれ実態に合

わせて取り組むことができ、新聞に触れる機

会が多くなり関心を持つ児童が増えてきた。 

○「道徳の授業に新聞を活用しよう。」を全

校の目標にして取り組んだ。使えそうな資料

をストックし実践を行った。この結果、授業

をより深めることができたように思う。 

○新聞を通して、社会と結びつく取組をそれ

ぞれの学年で取り組むことができた．自分の

考えや作品が新聞とつながることで、児童の

自尊感情も高めることができた。 

（２）課題 

 ○ゆうチャレンジの結果、国語の「読む」観

点が課題であることが分かった。来年度は、

学力向上へ向けて新聞を活用していきたい。

また、どのように活用するのかを職員の共通

理解のもと取り組みたい。  
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  ～資料～ 

 新聞を通して社会とつながる 6学年の実践 

     毎日新聞より 
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（） 

 

 

 

 

 

 

 

１ はじめに 

 本年度は新聞活用をより日常化させる取

組をめざして、全校で取り組んできた。 

 以下に、本校での取組を報告する。 

 

２ 実践の内容 

(1)授業における実践 

低学年 

 低学年では、新聞に慣れ親しむことを目

標として、授業の中で新聞活用を試みた。 

〈教科・領域〉 国語 １年 

（カタカナを書こう） 

〈 方 法 〉 

・班で１枚の新聞から、カタカナで書く

言葉を協力して見つけ、○で囲む。 

・記事の中のカタカナを声に出して読み、

文字を見てノートに正しく書く。 

・各班で見つけたカタカナで書く言葉を

画用紙に書き、他の班に紹介する。 

・記事を読む時の抵抗を軽減するため、

ルビのある小学生新聞を利用した。 

 

 

〈成果○課題●〉 

○日頃音として耳にしている言葉を、記

事の中から拾い出すことで、カタカナ

で書く言葉を意識することができた。 

○探す→読む→書く→紹介するの活動の 

中で、自然に楽しんでカタカナの読み 

書きの練習ができた。 

○たくさんのカタカナに触れることで、

カタカナへの興味関心が高まった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

中学年 

中学年では、新聞記事をきっかけに、

自分たちの生活を考え直すことを目標と

して、授業での新聞活用を試みた。 

〈教科・領域〉  学活 ３年 

〈 方 法 〉 

・クラスについて考え、話し合うきっかけ

として、熊日新聞の「たから箱」の詩を

利用した。 

 

 

 

 

 

・小学生の詩から「群れ」と「集団」の違

いを考え、「ボス」と「リーダー」の違い

について自分たちの生活と重ねて話し合

う。 

・自分たちの学級の課題、考えたことを整

理して、校内人権集会で発表し、学校全

体へ発信した。 

 

〈成果○課題●〉 

○自分たちの生活を振り返り、クラスの人

間関係についてじっくり話し合うことが

できた。 

○中学年のうちからボスとリーダーの違い

や、どんなクラスを目指すのかを考える

ことが、今後の高学年での集団づくりに

つながる。そのきっかけとして、同じ小

学生が書いた詩は、とてもよい教材とな

った。 

 

 

 

新聞に親しもう、新聞を活用しよう 

～大津町ＮＩＥの実践～ 
 

大津町立護川小学校 教職員一同 

「群れ」になっていませんか 

「集団」になっていませんか 

私は集団になって 

みんなと絆を深めていきたい 
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〈教科・領域〉 算数 ４年 

（がい数、わり算） 

〈 方 法 〉 

・以上、以下、未満などがどのような場面

で、どのようなものに使われているのか

を、一ヶ月以内の新聞から見つける。 

・朝日小学生新聞の「みつけて算数」の問

題を、授業の中で発展的な問題として取

り上げチャレンジさせた。 

 

〈成果○課題●〉 

○「がい数は、生活の中でどんなものに使

われてる？」の投げかけではなかなか気

づかなかった児童だが、新聞記事の中か

ら探すことで、日常生活の中でがい数を

利用している場面が多いことを実感する

ことができ、がい数の有用性を感じるこ

とができた。 

○チャレンジ問題は、教科書の発展問題よ

り難易度が高いものもあるので、児童の

知的好奇心をかき立てた。 

●「みつけて算数」等を活用する問題のス

クラップ方法を工夫する必要がある。 

 

高学年 

高学年では、新聞を編集の仕方や記事の

書き方に注意して読ませるなど、効果的に

活用することを目標として試みた。 

〈教科・領域〉  国語 ５年 

（新聞記事を読みくらべよう） 

〈 方 法 〉 

①見出しについて考える 

・見出し部分を隠したスペースシャトル打

ち上げの記事を配布し、リード、記事、

写真、キャプションをしっかり読む。 

・この内容に自分ならどういう見出しを付

けるかを考え、発表し合う。 

・記事の中心を短い言葉で、インパクトを

与えるようにまとめる工夫を考え合い、

記者のつけた見出しを見る。 

 

②写真の役割について考える 

・写真部分を隠した新聞記事を提示し、見

出し、リード、本文を読む。 

・記事の内容（状況）を効果的に伝えるた

めには、どんな写真がいいか考え、写真

のかわりにイメージ画を描かせる。 

・カメラマンが撮った記事の写真を見せ、

写真の役割やカメラマンからのメッセー

ジを考える。 

 

〈教科・領域〉  社会 ５年 

（自動車工業） 

〈 方 法 〉 

・自動車の輸出入、外国との関係を学ぶ時

の補助資料として、「円高って何？」（朝

日小学生新聞）「円相場の推移」「１円の

円高、どう影響？」（日本経済新聞）の記

事を提示。 

・日本の基幹産業である自動車工業におい

て、円相場が大きな影響を与えているこ

とを考える。 

31



 

〈成果○課題●〉 

○国語の新聞記

事を考える学習

では、教科書の内

容を学習するこ

とと併せて新聞

を活用すること

によって、見出し

や写真の役割、記者やカメラマンの主張

などを実感的に捉えることができた。 

○社会では、学習内容と関わる新聞記事が

たくさんあるので、学習内容と結びつけ

て考えることで、社会の動きを知ること

ができる。 

●円相場など、新聞の内容に深入りしすぎ

ると、本来の学習内容の目標が薄らぎ、

思考を混乱させることもあった。授業者

がねらいをしっかりと持って効果的な活

用になるようにしなければならない。 

 

〈教科・領域〉  社会 ６年 

（歴史全般、世界の国々） 

〈 方 法 〉 

・歴史上の人物や国調べなどをまとめる時、

実際の新聞

を手本とし

て、見出し、

割り付けな

どを考え、一

枚新聞にま

とめる。 

 

〈成果○課題●〉 

○自分のオリジナル新聞を作るということ

で、高い意欲で取り組んだ。 

●ただ真似るではなく、新聞記事から学ん

だことを自分の表現に生かすために、く

り返しの指導が必要である。 

図書室 

・新聞の内容を見て、その記事に関する本

を選び、読み聞かせを行う。他にも関連

した本などを紹介し、併せてその他の新

聞記事も紹介もする。 

・新聞の管理は図書室で行い、調べ学習の

時は図書室の本だけでなく、新聞の記事

も利用できることを指導し、その他必要

な資料を準備する。 

（現在は熊日新聞と朝日小学生新聞の２

紙） 

〈成果○課題●〉 

○授業の中や新聞記事でお勧めの本や新刊

コーナーで紹介された本に児童が興味を

示し、貸出につながるケースが増えてき

た。 

●大津町や水俣病など様々な調べ学習に役

立つ記事のスクラップを作成したいと思

う。担当者一人では加重負担となる。委

員会活動との連携を図る必要がある。 

●児童がゆっくり新聞を読むスペースが確

保できればよい。また、新聞は毎日届き、

すぐにたまるので、管理者を明確にして

おく必要がある。 

 

(2)日常的な取組 

  教職員が手軽に新聞に目を通せるよう

に、担当者が毎日朝日小学生新聞の１面

をコピーし、職員の机上に配付する。各

担任は、朝活、授業、家庭学習の課題な

どに可能な場面で利用する。 

〈教室掲示〉 

教室の入り口に

今日のニュースと

して掲示した。 

〈朝活〉 

・１ヶ月に１回、毎日小学生新聞を児童分

購入し、火曜日の朝活を利用して、新聞

読みに挑戦させた。（４年） 

・事実と意見を抜き出したり要約したりし

て自分の意見を書く。（５年） 

・日直のスピーチにその日のニュースを取

り入れ、内容について簡単な意見交換を

する。（６年） 

・１面記事を紹介（お話）して、教室に掲

示する。（１・２年） 

〈家庭学習〉 

 印象に残った記事や、テーマを決めた記 

事（低学年は写真）について、 

・お話を作る（低学年） 
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・自分で見出しをつける 

・感想や意見を書く 

・要約をする 

など、家庭学習として活用する。（全学年） 

〈ＮＩＥコーナー〉 

・児童玄関の正面と図書室に、ＮＩＥコー

ナーを作り、新聞を掲示する。 

・熊日新聞、朝日小学生新聞から記事を選

び、クイズ形式で子どもが楽しめるパネ

ルを作成する。（定期的に作りかえる） 

 

 

 

 

 

 

・熊日新聞「くまＴＯＭＯ」（土曜日発行）

を綴り、授業で活用できるようにする。 

 

〈成果○課題●〉 

○ＮＩＥコーナーに数日分の小学生新聞を

置いておくことで、最初は新聞に気づか

なかったり興味を示さなかった児童が、

気になった記事を立ち止まって見ること

が増えてきた。 

●パネル作成を担当者だけがするのではな

く、定期的に児童に（学年ごとなど）製

作させると、新聞記事を取捨選択する力

もつくのではないか。 

●新聞は難しいものという児童のイメージ

を崩し、新聞は面白くて多くの情報を得

られる便利なものという意識を持たせて

いく必要がある。 

●ＮＩＥ担当者が定期的に打ち合わせをす

る時間が十分にとれなかった。 

 

(3)職員研修 

  ＮＩＥに関する研修の復講は、全職員

に対して丁寧に行った。また、夏休みの

校内研修に一日ＮＩＥ研修を位置づけ、

全職員で研修の機会をとった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 成果と課題 

○新聞記事から多様な語彙などを獲得し、

それを日常的に活用できる力が少しずつ

できつつある。 

○継続したＮＩＥの実践は、児童の言葉で

まとめる力を伸ばすのに役だった。 

○社会の動きや情報への児童の関心が高ま

った。 

○タイムリーな時期での新聞記事の提示は、

児童の学習意欲の向上につながる。その

ために、教職員が、どの記事がどの場面

で使えそうかという視点で新聞を見る習

慣がついてきた。 

●年間を見通したＮＩＥの位置づけを更に

工夫しなければならない。 

夏休みＮＩＥ研修  ２０１１，８，２４ 

１ ＮＩＥ実践講座復講資料より 

２ ＮＩＥのホームページを見てみましょう！ 

３ 演習 

(1)「どの記事をどんな学習として」という視

点で、新聞に目を通しましょう！ 

 

 

 

  (2)グループで意見交換しましょう！ 

   ・こんな場面でこんな風に 

   ・授業の大まかな流し 

 

 

 

 

 

 

(3)グループ毎に発表しましょう！ 

４ ＮＩＥの環境作り 

(1)職員が負担感なく毎日新聞に目を通すに

はどうしたらいいか？ 

→担当者が１面のコピーを毎日机上に

配布付する 

(2)ＮＩＥコーナーの充実について 

   職員用のＮＩＥコーナーは作れないか？ 

→職員室にＮＩＥボックスを置き、資料

を入れていき、誰でも使える様にする 
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●新聞を効果的に活用するために、まず、

教職員が記事を知らなければならない。

新聞を読む時間の確保や記事スクラップ

の効果的な方法など、工夫していく必要

がある。 
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１ はじめに 

授業実践で新聞を用いると子どもたちは新

聞を読み出す。こちらが指定したところだけで

なく、それ以外の部分も読もうとする。その姿

を見ていると、時間と場を与えれば子どもたち

は自然と新聞を読み出すのだろう。ただ、新聞

よりも面白いと感じるものが身の回りにはた

くさんあり、新聞の面白さが感じにくいのでは

ないかと思う。そうした場や時間を設定するの

がＮＩＥの授業であると考える。 

 

２ 実践の概要 

（１） 「人」コラムを書こう（授業実践①） 

  ○取組の内容 

「聞き上手になろう ～創造的に聞く

～」の発展学習としての位置づけで実践を

行った。 

学級の生徒全員に対談のための事前アン

ケートを行い、ペアリングして対談をさせ

た。対談で得られたより詳細な内容を、「人」

コラムとして書かせた。コラムにまとめる

前には、熊本日日新聞と朝日新聞の「人」

コラムを読ませ、文章の構成や文体の特徴

をつかませた。 

「人」のコラムについては、本校図書館

にスクラップとしてまとめてあり、より生

徒に身近な人物についてのコラムを選ぶな

ど、容易に資料として活用することができ

た。 

   ○取組の手立て 

ラジオの対談番組での司会者（聞き手）

とゲスト（話し手）のやりとりからインタ

ビューにおける話の聞き方を学んだ。事前

に詳細な調べを行ってから対談を行い、対

談時は同意や話の転換によってその人の魅

力を引き出していく。そのことはそのまま

「人」コラムの執筆にも当てはまる。事前

調査を経て、インタビューでより詳細にそ

の人を掘り下げた後に、文章によってまと

め上げていく。対談よりも要点が凝縮され

た形となり、限りある文字数もあって簡潔

で独特の文体となり、それが「人」コラム

の雰囲気となっている。 

 

（２） 見出しを考えよう（授業実践②） 

  ○取組の内容 

 新聞記事の見出しの付け方を、小見出し

やリード文、そして記事本文を読んで考え

させる授業実践である。同時に同じ社会的

事象が新聞社によって伝え方が異なるとい

う比べ読みの要素も授業に取り入れた。 

  ○取組の手立て 

    導入では、プレゼンテーションでいくつ

かの記事を紹介しながら、見出しの付け方

（見出しがつけられる仕組み）について確

認した。その後、本時での中心課題となる

二社の新聞記事を提示し、見出しを考えさ

せた。新聞記事は昨年の日本シリーズにつ

いて両チームの特徴や見所など書いた記事

であり、同じ日本シリーズを扱ったもので

あっても、記事の内容が異なり、その異な

りがそのまま見出しに表されていた。 

記事内容をとらえる段階では、記事の違

いや見出しのポイントとなる部分にサイド

ラインを引かせながら読ませていった。実

際の記事に近い見出しや、別の観点から見

新聞に親しもう、新聞を活用しよう 

～大津町ＮＩＥの実践～ 

                      大津町立大津中学校 田中宏和 
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出しを考える生徒もいてバラエティに富ん

でいた。 

 

（３） 新聞を活用した掲示の充実 

昨年から校内にＮＩＥコーナーを設けて

いるが、それだけでなく、図書館や各教室に

おいて新聞記事を活用して時事について紹

介したり、啓発を行ったりしている。 

   

３ 成果と課題 

(１) 成果 

授業実践①では、「人」コラムの文体の雰

囲気を掴んで、身近な友達のことを綴ってい

く楽しさを味わうことができ、記事の文体の

雰囲気をまねて書くことは、文化祭における

壁新聞コンクールにも応用されていた。様々

な文章における独特の文体に違いがあると

いうことも確認することができた。また、授

業実践②では、見出しがどのようにつけてあ

るのか、また、見出しはどのように考えて付

けたらいいのかということを考える機会に

なったと思う。また、見出しの内容ではなく、

表現において倒置や省略などの技法を用い

たり、言葉遊びを用いて考えたりする楽しさ

も見出しを考える過程の中で味わえたこと

だった。 

(２）課題 

  二つの授業実践では、内容や表現を意識し

て新聞記事を読むということが不可欠であ

った。 

何気なく読むのとは違い、視点を持って意

識して読むには、新聞の文章は難度が高いの

ではないかと思う。いずれにしても、日頃読

み慣れない文章を読むので、実際にコラムを

書いたり、見出しを考えたりする中心的な活

動に入るまでにはある程度の時間を確保す

る必要があった。 

  また、ＮＩＥコーナーについては、今年度

は充実が図れなかったように思う。コーナー

の位置づけを学校組織の中で定めておかな

いと、定期的に更新するのは難しかった。 

それぞれが考えて見出しをつける活動で

は、文章を全体的な視野で読むことができず、

一部の内容や一面的な判断で見出しを付け

てしまうことが多かった。そうした読みの課

題も浮き彫りになった。 

一方で、図書館では前述の「人」コラムや

大津町関連の記事についてのスクラップな

どを行っており、新聞の活用がある程度定着

している。今後はもっと連携を取りながら進

めていかねばならない。 

 

４ おわりに 

 ＮＩＥの授業については、昨年度の全国大会

の授業をはじめとして様々な実践を見せてい

ただいた。多くの工夫があり、生き生きと活動

する子どもたちの姿があった。しかし、個人的

には新聞を教材に用いることは、国語や社会、

道徳以外の教科では、その教科に深く関わる記

事を用いない限り、何となく学習に無理が生じ

るような気がする。今も様々な教科でＮＩＥの

実践が試みられているが、私としては、どうし

たらそうした無理がなくなるのかを考えたり、

ＮＩＥを国語、社会、道徳に特化して活用して

いってもいいのではないかと思う。 

 新聞も電子化が進んで、配達ならぬ配信をさ

れている媒体もあると聞く。電子化によるペー

パーでの新聞部数の減少や、購読している家庭

の減少を考えていった場合、ＩＣＴをより学習

の手段として用いることで、よりＮＩＥが生か

されてくるのではないかとも考える。 
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    新聞に親しもう、新聞を活用しよう 

      ～大津町ＮＩＥの実践～ 

                    大津町立大津北中学校 佐尾順子 

 

 

１ はじめに  

  2 年目の本年度は、新学習指導要領で重

視されている、「課題解決のための思考力、

判断力、表現力の育成」と「言語活動の充

実」を目標に、特に次の 3 点に力を入れて

取り組んできた。 

○社会の出来事に関心を持たせること。 

○文章を読む力や書く力をつけること。 

○会話や議論のきっかけを作ること。 

また、昨年度の反省から、具体的な取り

組みとしては、次の 4点があげられる。 

○校内研修を実施し、教師の意識を高めて

いく。 

○ ＮＩＥコーナーの充実。   

○各教科や学活で積極的に取り組んでいく。 

○新聞を購読していない家庭の子どもへの

配慮。 

 以上のことについて、本年度の取り組み 

を振り返ってみたい。 

２ 実践の概要 

(1)校内研修 

 町からの資料をもとに、職員研修を行い 

各教科や学活等での実践をお願いした。そ 

の際、町や県の推進協議会から出ている実 

践集や「校種・能力別の主な学習活動例」 

（鳴門教育大学大学院 藤川由香氏論文） 

を紹介し、具体的な学習活動に役立てられ 

るようにした。 

(2)ＮＩＥコーナーについて 

 まず、ＮＩＥのコーナーを、昨年度の生 

徒昇降口横から、全生徒・職員が必ず通る 

中央階段の踊り場に移設した。 

 また、掲示物を、生徒に読ませたい新聞

の切り抜きの他、各教科等での実践作品

も掲示するようにした。 

  その結果、立ち止まって、掲示物に目

を通す生徒や職員が増えた。また、自分

の作品が掲示されることで、学習意欲の

向上にもつながっていった。さらに、授

業参観の折は、コーナーに足を止める保

護者の姿も見られるようになった。 

 

 (3)各教科での実践 

①国語科での実践 

  ○「夏休み新聞」を作ろう～1年～ 

   授業で実際の新聞を元に、新聞の作

り方を学習させた後、夏休みの課題と

して個人新聞を製作させた。 

   レイアウトのパターン、見出しの作

り方、５Ｗ１Ｈを基本にした文章の書

き方などを習得させることがねらいで

ある。これは、新聞を読むときの基本

となる事項である。 

また、休み中の新聞記事から関心の

あるものを切り抜き、感想を書くとい

う欄を一つ設けた。震災や戦争と平和、

スポーツに関する記事を選んだ生徒が

多く、社会の出来事に関心を持つとと

もに、共通の話題にもなった。 
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○５Ｗ１Ｈで新聞を読もう～1年～ 

 1 年生国語科では、５Ｗ１Ｈを使って文

章を書くという単元がある。教科書で学習

をした後、新聞記事を読み、５Ｗ１Ｈで要

旨をまとめ、感想や意見を書かせた。この

５Ｗ１Ｈは、読む、書く、聞く、話すの全

ての言語活動の基本となる事項であり、そ

の徹底を図ることがねらいである。 

 ５Ｗ１Ｈがとらえにくい文章もあるのだ

が、何度も読み直す生徒の姿が見られた。 

○意見を書こう～2年～ 

 2年生では、「相手の意見を正確に理解し

たうえで、構成を工夫して自分の意見を書

く」という単元がある。教科書で、反論の

文章を書くための技術を学習させた後、実

際の新聞の投書記事について、反論の意見 

文を書かせた。 

 自分たちの生活に身近な話題を取り上げ

ることで、意欲的に取り組めた。また、社

会の出来事に目を向けさせることにもつな

がり、授業時間外でも話題となっていた。 

○エッセーを書こう～2年～ 

 作文を書くとき、構成がわからないとい

う生徒が多い。そこで、新聞のエッセーか

らそのパターンを学習させた。また、実際

の文章から工夫された表現を探させ、それ

らの技法を自分の作品に取り入れて書かせ

るようにした。 

 実際のエッセーから型を学び、エッセー 

というものを 3段落構成として捉えること 

で、書きにくさを取り除くことができた。

また、文章の中での表現技法の使い方を 

学ぶことができ、生徒同士アドバイスし合 

いながら、表現技法を自分の文章に取り入 

れようとする姿が見られた。 

 

  （「意見を書こう」生徒作品） 

  

（新聞のエッセーを読む生徒たち） 

 ②社会科での実践 

  社会科では、授業の始めに時事問題に 

触れることを意識してきた。その際、新 

聞記事を教室に持ち込んで、生徒たちの 

意見を聞く。また、定期テストでも、毎 

回出題してきた。 

その結果、家庭で新聞を読んだり、テレ 

ビのニュースを見る生徒が増えた。 

９．現在日本で賛否を巡って話題になって

いる加盟国の間で、工業品、農業品を含む

全品目の関税を徹底し、貿易を自由化する

「環太平洋戦略的経済連携協定」のことを

アルファベット 3 文字で表わしなさい。 

【９】現在（2011年 9月 12 日）の日本

の内閣総理大臣は誰ですか。フルネームで

答えなさい。 
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(7)次の 4 人のうち、現在のアメリカ合

衆国の大統領である「オバマ大統領」は

どれですか。記号で選びなさい。 

 

 

③数学科での実践 

 ３年生数学「標本調査」の授業で、標本

調査の例として新聞記事を取り上げた。 

生徒は「テレビの視聴率」はよく耳にする

が、その調査方法までは知らない。そこで

視聴率についてはインターネットを活用し、

世論調査については実際の新聞記事を使っ

て、その調査方法を学ぶこととした。 

 

 調査方法 １１，１２の両日、コンピュ

ータで無作為に作成した番号に調査員が電

話をかける。「朝日 RDD」方式で、全国の

有権者を対象に調査した。（福島県の一部を

除く）。世帯用と判明した番号は 3014 件、

有効回答は 1741 人。回答率 58％ 

標本調査で大切な「無作為」に「抽出する」

ということが実際にどのように行われてい

るかを知ることができ、生徒の関心意欲を

高めることができた。 

④保健体育科での実践 

 体育科では、定期テストで、保健及びス

ポーツに関する問題を出題してきた。 

 その結果、生徒たちは、日頃から新聞の 

スポーツ記事に目を通すようになった。 

 

(4)教科外での実践 

 ①学活での実践 

○「スピーチをしよう」～1年～ 

  1 年生では、全クラス朝の短学活で、

新聞記事を使ったスピーチに取り組んだ。 

  記事は、自分で選んでくるか、または、

教師がいくつか準備して選ばせた。また、

パターンは、新聞の記事を音読して自分

の感想などを述べる、５Ｗ１Ｈで記事を

紹介して、感想などを述べるというもの

である。さらに、スピーチに対して、数

名に自分の意見を返させた。 

発表者は、毎日一人ずつではあるが、

新聞を読み社会に関心を持つこと、自分

の感想・意見を持つこと、人前で話すこ

と、話題を共有することなどができた。 

 

 

 

○学級通信を通して～2年～ 

６ 下の問題を読んで答えなさい。 

①今年の陸上世界選手権が行われた所はどこですか。 

②陸上世界選手権で金メダルを取った室伏選手は何の

競技ですか。 

③8 月の女子ワールドカップサッカーで優勝した日本

チームの愛称は何ですか。 

④水泳の世界選手権でメダルを取った北島選手の種目

は何ですか。 

⑤2014年男子のワールドカップサッカーがある所は

どこですか。 
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 2年生では、生徒に考えさせたい内容の 

記事があると朝の会で紹介したり、学級通 

信で紹介したりしている。例えば、朝の会 

で新聞記事を紹介し 

て、人のために動く 

大切さや、進路指導 

への活用をしている。 

朝の会で紹介した後 

は、教室にその日の 

新聞を置いているの 

で、生徒は休み時間 

に興味のある新聞記事

を読んでいる。 

また、学級通信に記事を貼り付けて、担 

任からのコメントを掲載し帰りの会で紹介

している。これらの取組によって、新聞を

通して、生徒は学校以外の世の中の動きを

知り、自分自身の生活に結びつける発言を

日記や班ノートなどで行うようになった。 

②「総合的な学習の時間」での実践 

○「水俣病問題」学習～1年～ 

1年生では、「水俣病問題」の学習の際に、 

導入で新聞記事を用いた。平成 22年、部活 

動での練習試合の際、中学生が発した差別 

的発言の記事である。「触るな、水俣病」と 

いう発言のどこが問題なのかを考えさせる 

ためである。 

同じ中学生の発言ということで、身近な

問題と感じられたようである。 ちょうど、

連日のように新聞やテレビで報道されてい

たこともあり、生徒の関心も高まったよう

である。朝のスピーチにこの話題を選ぶ生

徒も見られた。 

 

 

○壁新聞コンクール～全学年～ 

 本校では、秋の文化発表会で学級毎に壁

新聞を制作し、展示している。その際、参

考になるのが、新聞のレ

イアウト、見出し、記事

の書き方などである。実

際の新聞を参考に講習

会を行って制作に取り

組ませた。 

 壁新聞と市販の新聞

との違いを考えながら、

使えそうな見出しの字

体などを集めたり、見出

しの文句を記事の中か

らつけたりといった工

夫が見られた。 

  

○その他～自主学習へ

の広がり～ 

 生徒の中には、毎日の自主学習帳に新聞 

の切り抜きを張り、内容をまとめたり、語 

句を調べたり、自分の感想を書いてきたり 

する者も見られるようになった。 

 次は、1年生生徒の例である。 
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３ 成果と課題 

(1)成果 

 各教科や学活、総合的な学習の時間の取

り組みによって、生徒たちは、これまでよ

りはるかに新聞に親しむ機会が増えた。具

体的な意識・実態調査は行っていないが、

子どもたちの普段の会話や日記、家庭から

寄せられる通信等によって、家庭で新聞を

読む時間が増えたという事実がうかがえる。 

 また、文章を読む力や書く力は、一朝一

夕につくものではないが、取り組みを続け

ていくことで、少しずつではあるが確実に

ついてきていると実感している。新聞の活

用によって、読む・書くの習慣づけと優れ

た表現に出会わせることが可能である。こ

れらのことから、今年度の努力点であった、 

○社会の出来事に関心を持つこと。 

○文章を読む力や書く力をつけること。 

○会話や議論のきっかけを作ること。 

の 3 点に少なからず効果があったといえる。 

 また、職員の意識も 1年目より高くなり、 

職員室で授業に使えそうな記事を探す職員

の姿も見られた。さらに、ＮＩＥのコーナ

ーに立ち寄る生徒も多くなった。 

(2)課題 

 一方、次のようなことが今後の課題とし

てあげられる。 

○実践を全職員・全教科で行っていくこと。 

○互いに学びあえるよう、職員の研修の機

会を増やしていくこと。 

○新聞への投書など、学習意欲を高める工

夫を行っていくこと。。 

○新聞の閲覧場所（現在は図書室）とＮＩ

Ｅのコーナーとの併設及びコーナーの充

実を図っていくこと。 

○新聞部数を確保していくこと。 

・現在、教材に使う新聞を、教師自身が

家庭から持参して来なければならない

のが現状である。 

・読み比べる視点を持たせるためには複

数の新聞社の新聞が必要である。 

・生徒に課題を出す際、新聞を購読してい

ない家庭の子どもに、現在は、教師個人

のものを提供している。 

  これらのことは、学校だけでは解決で

きないことなので、関係機関に要望して

いきたい。 

４ おわりに 

  授業での取り組みから、新聞記事を利

用して授業を行うと、生徒の関心・意欲

が高まるということを実感した。また、

連絡だけに終わってしまいがちな朝の会

に、教師が新聞の話題で話をしたり、生

徒たちに新聞を使ったスピーチなどをさ

せることで、生徒の顔があがり、共通の

話題ができたりすることも、生徒同士、

教師と生徒とのコミュニケーションをと

るのに役だった。 

  また、この中学生の時期に、社会への

視野を広げさせることは、生き方を考え

させる上でも、重要なことである。 

  今後は、担当者として、取り組みがし

やすくなるような条件整備、職員および

家庭への啓発をさらに行っていきたい。 
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１ はじめに 

平成２２年度から子どもたちの言語活動の

充実を目的としてＮＩＥに関する取組を開始

し、２年目を迎えた。 

小学校では新学習指導要領も完全実施され、

本格的に新聞を活用した指導が始まったが、本

町では児童生徒の更なる思考力・判断力・表現

力の育成を行うため、４月１５日、県内で初め

て熊本日日新聞社と「児童・生徒の言語活動充

実を目指す新聞活用に関する協定書」を締結し、

データベース利用、記事使用の許諾、講師派遣

協力など、新聞社の協力を得ながらＮＩＥの取

り組みを行ってきた。 

 

２ 実践の概要 

（児童・生徒への実践） 

昨年に引き続き、実際に子どもたちが新聞を

手に取り、親しむことができる場を設けるため、

夏休みに教育委員会主催で開催した「夏の集中

学習会」の中で、主に小学生（約９６名）を対

象にＮＩＥ講座を実施した。４日間（１日３コ

マ）の中の１コマ（５０分間）を使い、低・中

学年は教育委員会担当者が、高学年は大津東小

学校 後藤 昭先生の指導のもと学年に応じ

た内容で行った。 

主な内容は新聞を実際に開き、まずは“新聞

を知る”というところから始め、その後、下記

の項目について課題を出した。 

 

 

 

 

 

子どもたちは、学習ボランティアの高校生達

に手伝ってもらいながらも、楽しみながら課題

をクリアし、新聞への興味を深めることができ

ていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、後藤先生によるＮＩＥ講座では、新聞

を数社分持ち寄り、記事の読み比べを行うなど、

一つの記事でも伝え方の違いがあるというこ

とを実際に学ぶことができていた。大津東小学

校で取り組んでいる「ＮＩＥノート」の活用方

法も紹介され、他校の児童もぜひ実践したいと

意気込む姿も見られた。 

 

 

（教師への実践） 

 １０月１２日、大津町ＮＩＥ推進協議会担当

者会を開催し、各学校での取り組みについて情

報交換を行った。その中で、７月に開催された

「第１６回ＮＩＥ全国大会青森大会」に参加さ

れた大津東小学校 緒方郁子先生から参加報

告を行ってもらった。緒方先生は、「新聞をど

う使うか、というより自分（教師）がどう使い

たいかが大切である。簡単なところから始めれ

ばいいんだ、と全体会で感じた。また、大事な

新聞に親しもう、新聞を活用しよう 

～大津町ＮＩＥの実践～ 

                         大津町教育委員会 学校教育課 

・ 興味を持った写真や記事 

・ ひらがな、漢字探し（自分の名前など） 

・ 四コマ漫画作成 

・ クマＴＯＭＯを使った間違い探しやク

ロスワード    など 
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ことは「子ども達の実態を把握していないとい

けない」「教科での目的、教科外でもねらいを

もって楽しい授業を展開していく」ということ

に改めて認識させられた。新聞には全て情報が

載っているわけではないし、捨てられた情報も

多い。新聞を主体的に活用し、子どもの主体性

を養っていきたい」と、教示された。 

 その後、各学校での取り組みの内容・方法な

ど担当者同士での意見交換を行い、資質向上を

図る場となった。 

 

 

３ 成果と課題 

(１)成果 

子ども達への成果としては、新聞を使った取

り組みは、すでにそれぞれの学校でも行われて

いるため、新聞に対する抵抗感などは見受けら

れず、楽しんで親しむことができていた。また、

低学年も初めて新聞を開く児童もいたが、自分

たちでも読める紙面があることが分かり、新聞

を身近に感じることができていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、担当者会議でも各校の取り組みを情報

交換し、有益な情報を共有することもできた。 

 

 (２）課題 

今回の学習会に参加した子どもの中にも、新

聞をとっていない家庭が多数いた。ＮＩＥを推

進していくうえで、今後もそれぞれの家庭環境

を配慮したうえで、新聞を活用した教育に取り

組まなくてはならないと感じた。 

また、各学校での職員間での連携もまだまだ

課題があるため、今後もＮＩＥ推進協議会を中

心に研修や優良事例などの情報提供と共有を

行っていく。 

 

４ おわりに 

各学校のＮＩＥ活動も様々な形で広がって

きている。本年度は、日本新聞協会主催「第２

回いっしょに読もう！新聞コンクール」の学校

賞に大津東小学校が選ばれた。これは他者に発

信できる力をつけるＮＩＥへの取り組みによ

る成果が認められたことによるものである。コ

ミュニケーション力が求められてきている現

代、言語能力を高め、学力向上にもつなげるた

め、今後、それぞれの取り組み（点）が学校間

（線）へ、そして町内全体（面）へさらに広が

るように、本町のＮＩＥ推進を確実な取り組み

として継続していきたい。そして、きょういく

いいんかいとしては、この大津町の取り組みを

広く発信していきたい。 

 

（夏休み集中学習会 感想文から一部抜粋） 

・ 新聞で名前を探すのも楽しかったです。 

（小学１年女子） 

・ 今まで新聞を読んでいなかったけど、今の授

業などを学べていろいろ分かりました。 

（小学４年女子） 

・ 新聞を見比べるところが楽しかった。 

（小学５年男子） 
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１ はじめに 

学校・家庭・地域の連携協力を推し進めるた

めに生涯学習課では、平成２２年度末から「地

域ＮＩＥ」に取り組んでいる。 

今年度は、熊日ＮＩＥ専門委員の越地真一郎

氏の協力のもと、講演会、研修会を実践してき

た。まずは、ＮＩＥとは何かを地域に周知する

活動を始めている。 

 

２ 実践の概要 

（明るい社会と子どもの未来を創る運動推進

大会での講演） 

 

大津町青少年育成町民会議メンバーを中心

に一般町民を対象に越地真一郎 熊日ＮＩＥ専

門委員を招き「新聞でつながる学校・家庭・地

域」の講演会を実施した。 

約４００人の参加者に対し、学校・家庭・地

域での新聞の有効活用の仕方をそれぞれ話さ

れ、ＮＩＥのこれからの取り組み方が示された。 

参加者の中には、はじめてＮＩＥという言葉

を聞く人も多かったが、新聞を教材にした解り

やすい話にＮＩＥの入門ということでは、成果

が得られた。 

 

（地域ＮＩＥ大津町職員研修会） 

地域ＮＩＥを推進するうえで、直接住民と接

する職員の理解を深めることを目的として、大

津町役場全職員を対象にＮＩＥ研修会を企画

実施した。 

越地真一郎 熊日ＮＩＥ専門委員を講師に招

き、「新聞で仕事力アップ」と題し講演。 

新聞記事の見出しの使い方から、うまく話を

伝える方法を話された。職員は、自分で見出し

を考えながら相手に対し、簡潔に分かりやすい

手法を学んでいた。住民との交流に生かしたい

と言う声も聞かれた。 

 

（菊池郡市社会教育委員研修会） 

社会教育委員の地域ＮＩＥに対する理解を

深めるために実施。（講師：越地真一郎 熊日Ｎ

ＩＥ専門委員） 

職員研修同様に新聞見出しをつける作業に

取り組み、誰にも正確ですっきりと伝える術を

学んだ。 

 

 

 

新聞でつながる学校・家庭・地域 

～大津町ＮＩＥの実践～ 

                         大津町教育委員会 生涯学習課  
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３ 成果と課題 

(１)成果 

学校教育の現場では、ＮＩＥに対する理解が

広がってきているように思えるが、社会教育、

地域においては、まだまだ認知度が低い。その

中で本年度の取り組みは、地域住民にＮＩＥを

普及してゆく第一歩として、講演・研修参加者

には情報の提供ができたと思う。 

 

(２）課題 

地域家庭においては、新聞は普段から身近に

あり、何気なく目を通しているもので、情報を

得る物として接している。ここから学校・家

庭・地域でのコミュニケーションツールとして

活用して行くためには、まだまだＮＩＥ普及啓

発活動を広めていかなければならないと感じ

ている。 

 

 

４ おわりに 

地域におけるＮＩＥ活動は、始まったばかり

でその認知度は低い。 

 生涯学習課では、社会教育団体をはじめ多く

の町民に、ＮＩＥとは？を知る機会を提供し、

学校・家庭・地域でそれぞれの活動が活発に行

われるような取り組みを継続していきたい。 

また、講演・研修後の取り組みとしては、地

域住民からの要望があれば、生涯学習講座とし

てのステップアップも検討できると考えてい

る。 
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平成２３年度の協議会活動 

 

● 6月 27日 第 1回推進協議会会議 

    ○ 平成 22年度事業報告と平成 23年度事業計画(案)について 

    ○ 各学校の事例報告と課題の検証、本年度の取り組みについて(各小中学校) 

○ 町ぐるみでの推進体制について(学校教育課、生涯学習課、図書館) 

    ○ 意見交換（事例紹介） 

 

● 10月 12日 第 1回担当者部会 

    ○ 平成 23年度全国大会報告(大津東小学校 緒方教諭) 

    ○ 現時点での自校の取り組み状況 

      ・取り組みの現状    ・現時点での熊日との協定活用状況 

    ○ 実践に向けて学校で不足しているもの 

 

● 11月 11日 第 2回推進協議会会議 

    ○ 第 1回担当者部会報告 

    ○ 熊日データベースサービスの活用について(デモ) 

    ○ 実践事例集作成にあたって（様式等） 

    ○ 意見交換（新年度予算への要望等） 

 

● 3月 6日 第 3回推進協議会会議 

    ○ 平成 23年度事業報告(振り返り)及び各学校等活動報告について 

    ○ 平成 24年度事業計画について(方向性の検討) 

 

● 3月末   平成 23年度大津町ＮＩＥ実践事例集発行 

    ○ 冊子及びＰＤＦファイルで町ホームページに公開 

 

● その他   各ＮＩＥ実践講座等の情報提供、視察等 

    ○ 大津高校 ＮＩＥ推進「知は力なり」講座 

    ○ 熊日「教師のためのＮＩＥ実践講座」 

    ○ ＮＩＥネットワーク熊本 熊本支部学習会 

    ○ 兵庫県加古郡稲美町議会視察(7/12) 

    ○ 福井新聞社取材(6/29,30 大津東小、大津中) 

    ○ 阿蘇市教育研究会視察(1/30 大津東小) 
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大津町ＮＩＥ推進協議会規約 

 

平成２２年 ６月２１日 

 

(名称) 

第 1条 この協議会は、大津町ＮＩＥ推進協議会（ Newspaper in Education＝教育に新

聞を）推進協議会（以下「協議会」という。)と称する。 

 

(目的) 

第 2 条 本協議会は、新聞を生きた教材として活用することによって言語活動を活発にし、読

解力・思考力・判断力・表現力等の学力向上をめざすとともに、社会に関心を向けた人材を育

成するとともに幅広い人間形成に役立たせることを目的とする。 

 

(事業) 

第 3条 この協議会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。 

(1) ＮＩＥの実践と公開 

(2) ＮＩＥに関する研修会の開催 

(3) ＮＩＥ実践事例集の作成 

(4) その他ＮＩＥ活動推進に必要な事業 

 

(組織) 

第 4条 この協議会は、次の者を委員に充て組織する。 

(1) 教育長、教育部長、学校教育課長、教育指導主事、生涯学習課長、図書館長 

(2) 各小中学校の校長 

(3) その他、本協議会で必要と認める団体 

 

(委員の任期) 

第 5条 委員の任期は 2年とする。ただし、再任をさまたげない。 

2 各種団体の役員の中から選任された委員は、その団体の役員を辞したときは委員の職を失う。

ただし、前記団体の役員の補充に伴う委員の任期はその残任期間とする。 

 

(役員) 

第 6条 この協議会に会長及び副会長を置く。 

2 会長は教育長をもって充て会務を総理し、会議の議長となる。 

3 会長に事故あるときは教育部長が副会長として、その職務を代理する。 

4 この協議会に顧問を置くことができる。 

 

 

 

 

 

 

57



 

平成２３年度 協議会委員 担当者 名簿 

番 

号 
区 分 園・学校名 

協議会委員 担当者 
備考 

職名 氏名 氏名 

1 

行政 

大津町教育委員会 教育長 那須雪子   
協議会 

会長 

2 教育部、子育て支援課 部長兼課長 松永高春   
協議会 

副会長 

3 次長、教育指導主事 次長 高本 浩     

4 学校教育課 課長 中村克則     

5 生涯学習課 課長 高本淳一     

6 図書館 館長 府内隆一     

7 顧問 熊本県立大津高等学校 校長 白濱 裕   
ＮＩＥﾈｯﾄﾜｰｸ熊本

代表 

8 

小学校 

大津小学校 校長 前川嘉宏 堀川香代   

9 室小学校 校長 甲山敏彦 松永隆弘   

10 大津南小学校 校長 吉田廣和 青木珠恵   

11 大津東小学校 校長 熊谷和信 緒方郁子   

12 大津北小学校 校長 中﨑公夫 中原幸博   

13 護川小学校 校長 緒方登志子 野間口広美   

14 

中学校 

大津中学校 校長 恵濃裕司 田中宏和   

15 大津北中学校 校長 豊岡秀敏 佐尾順子   

 事務局 学校教育課：矢野好一、高橋由紀美 
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