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成果をあげているＮＩＥの取り組み 

 

 
 平成 22 年 6月に「ＮＩＥ推進協議会」を立ち上げて 4 年が経つ。その前に、大津

町教育委員会と熊本日日新聞社は、県内初となるＮＩＥ（教育に新聞を）に関する

協定を結んでいる。その内容は、小中学校で熊日の記事や人材を使い教育の向上に

役立てるということであった。具体的には、授業や学級通信等に記事の二次使用が

できる、授業で使う新聞を安価で購入できる、記事や写真が詰まった熊日のデータ

ベースを安価で使用できる、記者らを講師として派遣するというものである。 

 これによって、子供たちの言語能力が高まれば、今求められている思考力や判断

力も高まり、幅広い人間形成につながっていくという期待感があった。 

町内の小中学校すべてで新聞を教材に取り入れ、市町村ぐるみでのＮＩＥの推進

は、全国でも最先端の試みであり、一般向けの講座も開設され、現在も継続してい

る。当時、ＮＩＥを推進する日本新聞教育文化財団（横浜市）は、地域ぐるみでＮ

ＩＥ推進に取り組むのは、おそらく全国でも初めてではないか、とコメントしてい

た。 

 その後の各校の取り組みを見てみると、各校でさまざまな計画が立てられ、年間

を通して継続した取り組みが行われている。ある学校では、ＮＩＥコーナーを昇降

口前の掲示板に設置し、委員会活動の時間に自分が興味を持った記事の見出しと記

事を切り抜いて、その記事の要約と感想を書き、それを掲示しているが、多くの子

供たちや来校者が立ち止って読んでいる姿が見受けられる。その結果、世の中の動

きやできごとに目を向けるきっかけとなったり、家庭で新聞を取るようになったり、

学習のまとめで意欲的に新聞をつくって意見を交換をしたり、国語の書く領域の力

が伸びたりしている。 

また、別の学校では、毎月決まった曜日の朝の時間を利用して、ＮＩＥレッスン

を行い、毎回共通のテーマで感想を書いて班で交流したり、ワークシート通信の活

用や記事の要約という新しい取り組みを試みている。 

このように見てくると、各学校で独自の取り組みを継続的かつ組織的、計画的に

行い、着実に成果をあげてきていることが分かる。このような先進的な取り組みを

通して、先生方も児童生徒たちも自信を持ってきているようであり、このことが次

のステップを目指す原動力となってくれたら、こんなにうれしいことはないと思っ

ている。 

 

     平成２６年３月   大津町教育長  齊藤 公拓 
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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、本年度美咲野小と分離し、児童数

が約６００人規模の学校となった。 

そこで、これを機に、ＮＩＥ推進の組織も

見直しを図り、低・中・高学年に１名ずつの

推進委員を位置づけ、各学年・学級で共通し

た実践がなされるようにし、本年度の取り組

みをスタートさせた。 

２ 実践の概要 

 (1)校内研究テーマとの関連 

本年度、本校は研究テーマを「夢を持ち、

その実現に向けて自ら学ぶ子どもの育成」と

し、考えを伝え合い高め合う授業づくりを目

指して研究を推進してきた。その中で、表現

技能を身につけ活用できるよう言語活動を

充実させるための日常的活動として、ぐんぐ

んタイムやＮＩＥを位置づけ、系統的な取り

組みを行ってきた。 

(2)各教科の学習の中で 

年度当初に各学年ＮＩＥの年間計画を作

成し、年に３回程度、教科学習の中にもＮＩ

Ｅを位置づけて授業に取り組んだ。その具体

的な内容については、各学年の取り組みの中

で紹介をする。 

(3)日常的な取り組み 

全校通じて朝学習の時間（ぐんぐんタイ

ム）に、月１回の「ＮＩＥの日」を設け、各

学年の実態に応じた取り組みを年間を通じ

て行った。また、高学年は、家庭学習の中で、

毎日の新聞記事の要約と感想を書く取り組

みを継続している 

また、それぞれの取り組みを、次年度に繋

げるために、毎回ファイルに内容を記録する

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。 

(4)校内研修の中で 

校内研修では熊日ＮＩＥ・新聞活用セン

ターによ

る出前授

業を実施。

具体的な

新聞の活

用方法を

学び、実

践に活かした。また、気になる記事や、他

学年でも使えそうな記事などは、職員室の

クリアファイルに切り抜いて保管してお

くなどして、少しでも教師がＮＩＥを取り

組みやすい環境になるよう心がけた。 

 

３ 各学年の具体的な取組 

(1)１学年 

○朝学習の時間 

・写真を見て、犬

と赤ちゃんの

会話を考える。 

・ぞうのマーラ

（写真）に手紙

を書く。 

・くまモンの４コ

マ漫画の吹き

出しを考える。 

・赤ちゃんぐまのマルル（写真）に手紙を

書く。 
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○生活 

「きれいにさいてね、たくさんさいてね」 

・あさがお新聞を書く。 

○国語 

「おもいだしてかこう」 

・動植物園に行ったときのことを思い出し

ながら、亡くなった、らくだのまさこさ

んの記事について感想を交換する。 

「のりもののことをしらべよう」 

・乗り物の写真を切り取って紹介する。 

②２学年 

○朝学習の時間 

・興味のある記事を家から持ってきて、友

だちに紹介する。 

・人権学習で学習した方の記事を紹介する。

学習した事と関連させながら、取り組まれ

ていることを話す。 

  ○国語 

「しを読もう」 

  ・熊日新聞の『宝ばこ』を利用する。 

「絵を見てお話を書こう」 

・くまモンの４コマ漫画を利用したお話作

りをする。 

「考えたわけを書こう」 

・新聞記事の写真を見て、季節や場所を予

想し、考えた根拠を書く。 

③３学年 

○朝学習の時間 

・自転車の左側通行の記事を読み感想を書

く。 

・10 年目を迎えたロアッソの記事を読み、

感想を書く。 

○国語 

「俳句に親しもう」 

・新聞の俳句の投稿記事の中から好きな俳

句を選ぶ。 

「わたしたちの町をしょうかいしよう」 

・高齢者の子どもたちの触れあいの様子の

記事を読み、ぴったりの題名を付ける。 

④４学年 

○朝学習の時間 

・社会科を中心に、学習した内容に 

関連のある新聞記事を紹介する。           

○国語 

「わたしが選んだ今月のニュース」 

・新聞記事の見出しを使い、題名の工夫に

ついて学ぶ。 

「みんなで新聞を作ろう」 

・班ごとに新聞作りの計画をたて、見出し

の書き方、割り付けの仕方、記事の書き

方など、新聞のポイントを確認し作成に

取り組む。 

○社会 

「健康なくらしとまちづくり」 

・絵や４コマ漫画などの表現方法を工夫し、

東部清掃工場、県環境美化センターを見

学したまとめとして、一人１枚新聞を仕

上げる。 

⑤５学年 

○家庭学習 

・スポーツの記事、水俣学習の関連の記事、

大津町の記事など、身近な記事を集め、

要約や感想を書く。 
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○国語 

「新聞を読み比べてみよう」 

・新聞各社の「ワールドカップ予選決勝の

ゴール」の記事を読み比べる。 

「資料を読んで考えたことを書こう」 

・新聞を持参し、記事を選び説明文を書く。 

○社会 

「くらしを支える情報」 

・同じ出来事が新聞によって記事が違うこ

とや、インターネットとの違いを学ぶ。 

○その他 

・「いっしょに読もう！新聞コンクール」 

⑥６学年 

○家庭学習 

・熊日の若者コーナー、平和やいじめ、環

境、時事などの記事の切り抜きの要約や

感想を書く。 

  ○国語 

「新聞の投書を読み比べよう」 

・同じテーマで書かれた４つの投書を読み

比べる。 

○その他 

・「いっしょに読もう！新聞コンクール」 

（２）掲示委員会の取り組み 

○毎月、委員会活動の時間に記事を切り抜き、

児童の感想をつけて児童玄関前に掲示し

ている。また、行事ごとに広用紙で壁新聞

を作成し掲示していった。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。 

 

３ 成果と課題 

（１）成果 

○１学年・２学年 

・新聞を紹介するのを楽しみにするように

なり、興味関心を持つようになった。 

・興味のある写真を見ることで、自分なり

の思いを表現することができるようにな

った。 

・語彙が少ない実態があるが、新聞の詩の

言葉を参考にすることで、言葉の表現が

豊かになった。 

・お話作りや考えた根拠を書く際に関心が

高く、意欲的に学習に取り組んだ。 

○３学年・４学年 

・新聞を読む機会のない子どもには、学校

で新聞を取り上げることで、新聞に親し

むことができた。 

・見出しをつける活動は楽しくでき、感想

や考えを書いて交流する場面が生まれた。 

・学習をまとめたり、身近な出来事を記事

にしたりすることを通して、新聞作りに

意欲的に取り組むことができた。 

・見出しの工夫を学び、日記や作文の題名

の付け方にも変化が見られた。 

○５学年・６学年 

・長い文章に対して、抵抗なく読めるよう

になってきた。また、要約する際に（ ）

に入る言葉を文から探す中で、キーワー

ド探しにつながった。 

・タイムリーに記事を提供できたので、社

会問題にも興味をもつことができた。 

・総合学習や社会に関する話題を探すこと
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で、興味を持つことができた。特に水俣

学習では、語り部さんの新聞記事を読ん

だ後に話を聞いたので、より分かりやす

かった。 

（２）課題 

 ○１学年・２学年 

・自分から進んで見てみようという子ども

は、まだまだ少ない。 

  ・もっと日常的に活用し、継続していく必

要がある。 

○３学年・４学年 

・子ども達が読めるように、記事を拡大し

たり読み仮名をふったりするのに手間が

かかった。 

・新聞を自分で読み、感想や意見を書いた

り出し合ったりする活動が少なかった。 

○５学年・６学年 

・文章を読まずにただ感想を書く子どもが

いたので、班やみんなで中身を確認する

など、苦手な子どもへの指導の工夫が必

要である。 

  

４ おわりに 

ＮＩＥの取り組みも４年が経過し、学校

全体として定着をしてきた。授業の中や朝

学習の時間でＮＩＥを推進していくことで、

子どもたちは今まで以上に新聞を身近に感

じていると考える。そのような中で、高学

年の児童は、家庭学習を利用して新聞記事

の要約や感想記述などに継続して取り組だ

ことで、表現力や読解力を確実に身に付け

てきている。しかし、じっくり落ち着いて

読むことが出来なかったり、自力で要約で

きない児童もおり、その個人差も大きい。 

今後、全ての子どもたちに新聞の良さや

おもしろさを実感させ、ＮＩＥの取り組み

を通した思考力・表現力の育成を図るため

に、これからも学校全体として、取り組み

を継続していきたい。 
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新聞を身近な教材として活用した実践 
大津町立 美咲野小学校 

１ はじめに 

 本校は、今年度新設の学校としてスタートを

切った。ＮＩＥの取り組みも第一歩を踏み出す

ことになった。 

 本年度、ＮＩＥ実践のねらいとして 

①身近な情報源としての新聞に興味を持ち、新

聞に親しむ習慣をつけること 

②新聞の教材化を図り、授業の中で活用するこ

とで読み取った資料を基に、自分の見方や考

え方を広げたり深めたりする力を育てる 

③新聞記事を集めたり、記事に関するスピーチ

を行ったりすることにより、社会に目を向け、

自分なりの考えを持つ力を育てることを目

指してきた。 

 

 

２ 実践の概要 

  校務分掌にＮＩＥ教育部会を置き、低・中・

高学年の担当者が月に一回集まり 

取組内容を確実に記録ファイルに残した。 

 朝のぐんぐんタイムや授業において、 

ＮＩＥの取組を年間を通じ継続した。 

 特に、高学年では、「いのちを大切に 

する心を育むプログラム」に関わって、 

「いのちの授業」も記事を取り上げるなど、心

に響く記事の選定、また、いろいろなジャンル

の記事に触れさせ、自分の立場を明らかにした

主張、意見、感想を書くことにも取り組んだ。

この姿を低学年からの目標の姿とした。 

 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 

○毎月、委員会活動の時間に掲示委員会の児

童たちが、自分の興味を持った新聞記事の

見出しと記事を切り抜きし、記事の要約と

児童の感想を書かせた。それを「ＮＩＥコ

ーナー」とし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立ち止まって記事を

読んでいる姿があり、啓発に役立っている。 

 

（↑掲示委員会のＮＩＥコーナー） 

 

（２）各学年の取り組み 

 

 ①１学年 

  ○「ぐんぐんタイム」や国語の時間 

・小学生新聞を図書の時間に紹介する。（新

聞のある場所と新聞の構成などについて

知らせる。） 

  ・東京スカイツリーが開業１周年を迎えた

ことを知らせた。 

  ・消費税が、４月より５％から８％に上が

り、お菓子を買うときも、今よりお金が

たくさん必要になることを知らせた。 

  ・フィリピンで台風３０号が大きな被害を

もたらしたことを伝えた。 

・「七つ星出発！」とやなせたかしさんが亡

くなったことを知らせた。 

・ソチオリンピック開幕と活躍した選手達

のことを知らせた。 

○国語 

  ・京都で出土した「いろはうた」の土器を
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紹介し、昔の子ども達も文字の学習を頑

張っていたことを紹介した。  

 

（↑１年生のＮＩＥコーナー） 

 

②２学年 

  ○朝学習の時間 

・新聞記事を読んで、一番言いたかったこ

とを読み取る。 

・新聞を読んで思ったことや考えたことを

書く。 

・見学旅行に行ったミルク牧場商品の写真

に絵を描く。 

・米の収穫の記事の紹介をする。 

  ○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 

・記事を読み、感想を書かせた。 

・「動物の接し方学んだよ」 

・「日ロのかけ橋になって、伝統工 

芸「桜の造花」送る」 

・「２０２０年東京五輪」 

・「秋桜お出迎え、大津町の空港近 

く」 

・「通潤橋ぶら下がって草刈り」 

・「サザエさん」ギネス認定 

・「巨大イチゴ見る？食べる？」 

〇その他 

・新聞係による、新聞作り。 

・授業における、社会科や国語科での個人

新聞、グループ新聞作り。 

 

  （↑感想を書いたものを掲示する） 

 

④４学年 

  ○朝学習の時間 

  ・記事を読み、要点をまとめ、感想を書か
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せた。 

・「世界の宝 富士山を守ろう」 

・「この世は生きるに値する」 

  ・「いじめはだめ！」 

・「台風 深い傷あと」 

・「通潤橋 ぶら下がって草刈り 

・「七草がゆを食べる」 

・「自転車は左側 に限定」 

・「地域学習を通し、郷土愛育った」 

○国語 

・学級新聞作りをする。 

○総合 

・通潤橋新聞作りをする。 

○毎週１回、新聞記事を紹介する。 

   

 ⑤５学年 

  ○国語 

・「新聞記事を読み比べよう」の授業を行っ

た。原発事故から2年5か月たった福島

県のことを書いた記事を使って効果的な

見出しを考えた。リードや本文をしっか

り読み、写真やそのキャプションも手掛

かりにしながら見出しを考えることがで

きた。 

○総合 

・水俣学習のまとめを新聞形式でまとめた。 

 

      （↑授業の様子） 

 

（↑教室に掲示するＮＩＥコーナー） 

⑥６学年 

○国語  

・物語文「海のいのち」の発展学習として

ＮＩＥの関連に取り組み、授業を公開し

た。「いのち」や「生き方」に関わる総合

単元的な学習ができた。 

○総合 

・修学旅行での平和活動を新聞にまとめる

ことができた。 

 

（↑毎週木曜日の実践の足跡） 

 

⑦５・６年共通実践 

○朝自習の時間 

・毎週木曜日の朝はＮＩＥの時間と決め、５

年部と６年部で連携を取りながら記事を

読んで取り組んだ。 

・「命・人権」をテーマに新聞記事を選び、

感想や要旨など、幅広い内容で書かせるこ

とを続けた。 
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（↑命の授業のシート） 

・朝日新聞の「今どき教室」を使って、グラ

フや表と本文との関係を読み取るＰＩＳ

Ａ型読解力の向上を目指した。 

 

（↑ＰＩＳＡ型読解力向上シート） 

・新聞記事から自分の立場を選ばせて、自分

の考えを書かせるワークシートを作成し

た。 

 

（↑立場をはっきりさせるシート） 

 

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。 

・新聞をじっくり読んだり、写真を見たり

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。 
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・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 

・ＮＩＥの時間を計画的に朝実施すること

ができて、「新聞を読んでみよう。」「新聞

を開いてみよう。」という意識付けをする

ことができた。 

・熊本県学力調査の国語の書く領域で県平

均を０とした時、県平均を大きく上回っ

た。さらに、５年生も６年生も前年度と

比較しても大きく定着率が向上した。 

 

（↑書く領域の定着率比較） 

・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。 

○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

多く、分かりやすいコメントを入れる必

要がある。 

・最近、新聞を取っていない家庭も多いの

で、学校で新聞を目にする機会が必要だ

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 

・１年間を見通した計画立案が必要だと感

じた。 

・個人の能力に応じた課題を準備すること

は難しかったので、段階別に課題を用意

する必要性を感じた。 

 

４ おわりに 

新しい学校と共にスタートしたＮＩＥの

取り組みだったが、各学年の発達段階に応じ

た実践がある程度できた。来年度も朝学習や

授業を通して、更に一歩進めた取り組みがで

きるよう各学年と連携とり新聞の活用を図

っていきたい。 
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１ はじめに 

 本校のＮＩＥの取組は、国語科の研究と重ね

ながら取り組み始め４年目となった。本年度は

前年度の反省に立ち、「新聞に親しむ時間を確

保する」「授業の中で効果的に新聞を活用する

こと」「新聞記事を読んでの感想を伝え合うこ

と」等を実践した。 

 また、本年度からＮＩＥ実践指定校として、

熊日新聞を含む７社の新聞を購読し、読み比べ

などに活用できるようになった。 

 

 

 

 

２ 実践の概要 

（１）ＮＩＥノート 

 前年度と同様に全児童にＡ４版のノートを

購入・配布し、ＮＩＥノートとして活用を促し

た。各担任の工夫により、朝自習や家庭学習、

調べ学習での活用を全校児童が一斉にスター

トした。また、同時に職員にも学年部に一冊Ｎ

ＩＥノートを準備した。職員も輪番でＮＩＥに

取り組み、前の人への書き込みにはコメントを

添えた。 

 児童は記事を選び、感想等を書き込む作業を

意欲的に行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

先生のNIEノート 

 

 

 

 

 

（２）ＮＩＥタイム 

 毎週火曜日の朝のＮＩＥタイムでは、音楽と

共に「おはようございます。ＮＩＥタイムの時

間です。」の放送でスタートする。それぞれの

児童が興味を持った記事をＮＩＥノートに切

り貼りして、選んだ理由や感想を書き込んでい

く。また、自分が書いた書き込みの放送を希望

する児童はその紙面をコピーしてＮＩＥボッ

クスに投入し、ＮＩＥタイムで紹介した。 

    NIEタイムの様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

職員もＮＩＥ 

 

（３）情報委員会の取組 

 本年度より情報委員会を立ち上げ、以下の活

動を行った。 

① ＮＩＥタイム（毎週火曜朝）の放送。 

② ＮＩＥコーナーの掲示 

・職員室前に新聞記事紹介 

・２Ｆロビーのコーナーにテーマを決めて掲示

（テーマ：大津町の記事・季節を感じる記

事・ほかの学校の記事など） 

③ お昼のＮＩＥ放送・・新聞の中からクイズ

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 職員一同 

今日はどん

な記事があ

るのかな。 

うまく切

れ る か

な。 
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を考えて毎日放送 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 情報委員会による NIEコーナー 

（４）各学年の実践 

【低学年】 

 １年生は初めての取組なので、まずは「は 

さみで記事を切り取る」「のりをつけてノー 

トに貼り付ける」「新聞紙のたたみ方」という

作業の練習から始めた。児童はＮＩＥタイムを

楽しみにしており、最初の頃は写真や絵だけを

切り取っていたが、回を重ねるうちに文章の部

分も切り取り、感想等を書くことができるよう

になってきた。また、図工の時間には「新聞ア

ート」を制作した。 

 

 

 

 

                                                 

 

新聞や広告の写真を切り貼りした 

 

 

 

 

 

 

 

ＮＩＥノートの見せ合い 

２年生は新聞記事を読んで感想を書く活動

のほかに、児童の意欲を高める仕掛けを含んだ

活動を二つ取り入れた。一つ目は、４コマ漫画

の最終コマにセリフを考え記入するもので、児

童は３コマまでのセリフを手がかりに言葉を

書き込んでいった。身近なマンガを通して考え

るということで、子どもたちは夢中になって取

り組んでいた。 

 二つ目の活動として、七夕の記事を選んだ。

七夕飾りについての記事を読んだ後、児童も自

分たちの願い事を書いていった。「七夕だから

願い事を書きましょう」という活動よりも充実

した活動にすることができた。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【中学年】 

 ３年生の国語「はたらくわんこ新聞を作ろ

 

 

新聞を読

んで書い

た短冊 

４コマ漫

画の４つ

めの言葉

を考えた 
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う」では、自分のお気に入りの本（はたらく犬

に関係がある中で）を見つけ、長い文章を要約

して新聞作りを行った。本物の新聞のように、

文章だけでなく、見出しをつけたり、絵を描い

たりして作り上げた。 

社会「スーパーマーケットの広告作り」では、

実際のチラシを見ながら、チラシ作りを行った。

実際のチラシにある言葉を用いながら、読者を

ひきつけるチラシを作ることができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はたらくわんこ新聞 

 

 

 

 

 

 

 

 

スーパーマーケットの広告 

 

朝自習では新聞記事を読んで書いた感想文

をみんなで読み合い、コメントを書き合った。

普段は、言葉での伝え合いであったが、「互い

の選んだ新聞記事を読み、コメントを書く」と

いう伝え合いをすることで、子どもたちは様々

な記事に触れる事ができた。 

 

 ４年生は、新聞の写真と記事を使ってＮＩＥ

俳句に取り組んだ。「においがしそうな記事を

探そう」や「音が聞こえてきそうな記事を探そ

う」等のお題を出し、そのお題に対して自由に

記事や写真を探し、自分が感じたことを俳句に

表現した。写真は「秋を探そう」というお題で

の俳句。児童はＮＩＥ俳句を楽しみにしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  俳句「秋を探そう」 

 

また、好きな記事をＮＩＥノートに貼りつけ

感想等を書く活動も多く行った。ＮＩＥの放送

を希望する児童も多数いた。教室後方の掲示物

として「新聞でＳＴＵＤＹ」コーナーを設置し

て児童が興味を持ちそうな記事や間違い探し、

４コマ漫画などを掲示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 新聞でＳｔｕｄｙ 

 

【高学年】 
 ５年生では、「書き手の意図を考えながら新

聞を読もう」をねらいとして、「新聞記事を読

み比べよう」の授業を実践した。 
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単元の最後に自分たちの思い出新聞を作ろ

うというゴールを設定し、単元の導入には東京

五輪招致決定を伝える複数の記事を活用し、児

童の興味・関心を高めた。 

 新聞作りのために同じ出来事の新聞記事を

読み比べていき、書き手の意図によって使われ

る写真や見出し、キャプションなどが変わって

くることを学習していった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

新聞記事や写真から見出しを付ける話し合

いを取り入れていった。それぞれに書き手の意

図を読み取りながら見出しをつけることがで

きた。 

 児童は新聞の読み比べをすることで新聞を

構成する項目や、新聞の読み方を理解すること

ができ、日常のＮＩＥ活動とともに新聞への興

味が高まった。 

 

 

６年生では、総合的な学習の時間に戦争や平

和に関する記事を集めて、気付いたことや感じ

たことを交流するところから学習をスタート

させた。戦争や平和に関する記事を集めること

で、社会科での学習にも結び付いていった。 

毎週火曜日のＮＩＥタイムでは、興味を持っ

た記事を選び、書かれている内容を事実と意見

に分けて書いていった。書く時に５Ｗ１Ｈを意

識させ、書いたコメントを互いに交流した。Ｎ

ＩＥコーナーには、子どもたちが気になる記事

を選び、コメントをつけて貼っていく活動も行

った。 

 また、ＮＩＥパスポートを活用することで新

聞の読み方や見方がわかり、新聞を活用したワ

ークシートを書き、楽しんで新聞を読むことが

できた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 気になる記事集め 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＮＩＥパスポートも活用 

 

 

【特別支援学級（難聴学級）】 

 ほほえみ（難聴）学級では、語彙を増やし言

葉の使い方を学習する言語学習としてＮＩＥ

を行った。 

季節の話題として新聞の記事を紹介し、会話
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を楽しんだり、新しい言葉にふれたりしている。

また、「秋をさがそう」等テーマを設け、関連

する記事を集め、広用紙にまとめている。児童

は「先生、新聞来た？」と新しい新聞が来るの

をとても楽しみにしている。最近では、クロス

ワードパズルにも挑戦し、言語学習に活用して

いる。 

今後は、社会の出来事にも興味を持ち情報を

得る一つの手段として新聞を身近なものにし

てほしい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ソチオリンピックの記事集め 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【家庭への啓発】 

本校は新聞を購読している家庭が全体の

半分ほどなので、保護者自身の新聞への興

味・関心が高いとは言えない。そこで、学校

で取り組んでいる新聞活動を紹介した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ＮＩＥ通信「読んでみなっせ。」 

 

３ 成果と課題 

（１） 成果 

  ○子どもの様子 

  ・ＮＩＥタイムを楽しみにしていた。 

  ・感想等の書く量が多くなってきた。 

  ・大人の新聞を進んで読もうとするように

なった。 

  ・漢字が読めなくても前後の文章からだい

たいの意味をつかめるようになった。 

  ・記事を選びノートに貼る作業が速くなっ

た。 

  ・新聞への関心が高まった。 

  ・興味を持った記事で、共通の話題ができ、

話し合いが活性化した。相手意識を持っ

て記事を選んだり伝えたりしたことで、

各分野への広がりがみられた。 

・本年度より情報委員会を立ち上げたこと

で、多くの記事を児童が目にしたり、放

送で聞いたりしたことで、新聞活用が活

性化した。 

  ○職員の様子 

  ・授業で使えるかどうかという視点で新聞

を読み、新聞記事を子どもに紹介するよ
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うになった。 

  ・職員もＮＩＥノートに取り組んだことで、

新聞に目を通す機会が増えた。 

  ・職員もそれぞれの社会事象に対する関心

や考え方にお互いふれることができた。 

  ・授業に新聞を積極的に活用する姿が見ら

れた。 

  ・ 

（２）課題 

・低・中・高の発達段階に応じた取組を

系統的に考え、工夫していかなければ

ならない。 

・新聞を購読していない家庭への配慮・

準備への工夫が必要である。 

・７社の新聞の活用をもっと広げて 

いく工夫が必要である。 

・教師が事前に準備をしておかないと、

当日になって急には取り組めない。 

・ＮＩＥノートをどう扱うか、どのよう

にすれば活動がさらに深まっていくか

を考えねばならない。 

・朝自習でのＮＩＥの取組がワンパター

ンになったので、計画的に工夫してい

く必要がある。 

 

４ おわりに 

  本年度の取組を通して、子どもたちは教科

書や図書の本からは得られない情報にふれ

ることに喜びや楽しみを感じたようだった。

ＮＩＥタイムの放送を聞いたり自分が選ん

だ新聞記事に感想を書き込んだりする活動

は、子どもたちの新聞に対する意欲・関心を

高めることができた。 

 また、本年度はＮＩＥ実践指定校を受けたこ

とで７社の新聞を購読でき、高学年において

読み比べの実践ができた。来年度は７社の新

聞を全学年で、さらにどう活用するかを考え

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  職員一同 

１ はじめに 

本校は、一昨年度から昨年度にかけて町の指

定を受け、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き

た。本年度は、子どもたちの実態をもとに、研

究内容にＮＩＥを加え、研究に取り組んできた。 

本校では、キャリア教育を進める中で、出会

いを大切にしている。いろいろな人との出会い

や体験を通して夢を持ち、夢を育み、夢に向か

って生きていく力を育てていきたいと考える。

そこで、単に、身近にある新聞を、情報源、読

む能力、思考力の育成のためだけのツールとし

てではなく、「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。」と考えている。 

 

２ 実践の概要 

(1)日常的な取組 

 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コーナーを校長室

前、階段掲示版、図書室前「新聞コーナー」の

３カ所に設置した。『くま TOMO』を中心に、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。 

 校長室前ＮＩＥコーナーには、地域や環境、

スポーツに関する記事などが紹介されている。

また、階段掲示版には、低学年も興味を持って

見ることができる「まちがいさがし」や「生き

もの」に関する記事が紹介されている。図書室

前には、子どもたちが、自由に新聞を手にとっ

て読むことができるように、朝日小学生新聞や

くまＴＯＭＯを置いている。        

      
校長室前のＮＩＥコーナー 

 ②記事のスクラップブック 

  図書室の前に、ジャンル毎に分けて、記事

のスクラップが置いてある。ジャンルは、「環

境」「震災」「教育」「社会」・・などであり、

子どもも教師も見やすいように、図書室の前

の新聞コーナーのところに設置している。 

 

図書室前ＮＩＥコーナー 

（2)ＮＩＥタイムの取組 

本校では、子どもたちの国語の「読む能力」に課

題が見られる。そこで、新聞のもつ内容の豊富さや

情報量の多さから、思考力を深めてほしいという願

いがある。そこで、毎週火曜日の朝自習時間をＮＩ

Ｅタイムとし、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る

などして、新聞を活用した学習に全校で取り組んで

いる。 
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取組の方法として、昨年度まで、６学年を低学年

（１・２・３年生）・高学年（４・５・６年生）の二

つにわけて取り組んできたが、本年度は、児童の実

態を考慮し、低・中・高学年の三つにわけて、記事

の内容やワークシート等を準備することにして取り

組むことにした。 

①低学年の取組 

低学年では、「言葉集め」（「自分の名前漢字さ      

がし！」）、「写真の切り抜き」（「秋をさがそ       

う！」）、「写真の題とその理由を考えよう！」等         

のテーマに取り組んだ。「秋を見つけよう！」で          

は、新聞やチラシの中で『秋』に関係するもの（主         

に写真）を見つけて、それを切り取り、ＮＩＥノ         

ートに貼った。「写真の題を考えよう！」、「写真         

の吹き出しを考えよう！」では、２年生国語科｢書

くこと」領域の学習（『絵を見てお話を作ろう』）と

関連づけ、導入や学習後のまとめとして取り組むこ

とで、活動に対する児童の関心を高めるとともに、

豊かな想像力の育成をねらった。 

 

低学年ＮＩＥのノート 

②中学年の取組 

中学年では、子ども新聞、特に、読売通信ワー    

クシートを活用した内容の読み取りを中心に行った。

内容としては、総合的な学習の時間や理科の学習、

日常生活との関連記事を取り扱うなどの工夫をし、

「読みの能力」を高めることはもちろんのこと、教

科における学習の深化もねらって取り組んだ。各教

科や総合的な学習の時間の学習との関連を持った記

事を取り扱うことで、学習内容と子どもたちの生活

が結びつき、子どもたちの新聞に対する関心が高ま

った。 

 

中学年ＮＩＥワークシート 

③高学年の取組 

高学年では、子どもたちの社会事象への関心

を高めるために、「消費税の問題」や「食の偽

装問題」、「今年の漢字一字」などの時事的な

内容の記事を中心に取り扱った。子どもたち

は、記事の内容に関心を持ちながらじっくりと

記事を読むことで、「読む能力」の育成につな

がった。 また、５年生の集団宿泊教室の事前

学習（水俣学習時）には、水俣に関する記事を

集めて読み取ったり、６年生の修学旅行事前学

習（長崎平和学習時）には、戦争・平和に関す

る記事を集めて読み取ったりするなどして、た

くさんの知識を得ると同時に、たくさんのこと

を考えることができた。 
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高学年ＮＩＥノート 

(３)放送・掲示委員会の取組 

 月の第４週目のＮＩＥタイムでは、放送委員

会による取組を行ってきた。具体的には、放送

委員会が、事前に準備した記事を朝自習時間に

全校放送で紹介し、その記事に対して全児童に

書いてもらった感想の中から、各クラス数名分

を、お昼の放送時に紹介するものである。 

１２月の全校集会では、体育館において、放

送委員会によるＮＩＥの取組を行った。キャリ

ア教育の視点から、オリンピックの記事を選択

した。全校挙げて行ったことで、一人一人が真

剣に考える時間となった。 

(４)キャリア教育と授業の取組 

 ４年生が国語の学習（新聞の書き方や取材の

仕方）と総合（二分の一成人式を使用）の時間

を合わせて、これまでの自分を振り返り、これ

からの自分につなげていく「自分新聞」を作成

した。  

新聞の作成にあたっては、まず、国語の時間

を使って熊日から新聞記者の方をＧＴを招き、

新聞作りのポイント（読み手に分かりやすいよ

うに「見出しの工夫、イラストや写真の活用」

をすること）について学習をした。 

  

  ＧＴ（新聞記者）を迎えての授業 

 

また、新聞の作成にあたって、同時に、自分

自身を見つめ直した。「今の自分」、「自分のよ

さ」、「じぶんが周りからどんなに大切にされて

きたのか」、「自分はどう生きていきたいのか」

などを、整理することができたようである。そ

して、そのできあがった新聞をみんなで交流し

合うことで、自分と同じように「大切な仲間」

が自分の周りにいることを感じることができ

た。 

    

  自分新聞 

 

３  成果と課題 

(1)成果 

本年度のＮＩＥタイムは、昨年度の反省

を踏まえ、低・中・高学年で、発達段階に

応じたワークシートを作成し、取り組むこ

とができた。また、授業においても、新聞

の活用や新聞の活用につながる授業づく
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りを意識して行ってきた。その中で、様々

な成果を上げることができた。 

・ 身の回りの出来事や社会事象への興味・

関心が高まった。 

・ 新聞に関する興味や関心が高まり、家庭

や図書室前の「新聞コーナー」で、新聞

を読む児童が増えた。 

・ ＮＩＥタイムを通して、新聞を活用する

ことで、新聞を読むのが速くなった。 

・ 熊日からＧＴを招いて、新聞作りのポイ

ントやコツについて学習することで、自

分たちの新聞作りに大いに活かすことが

できるとともに、新聞作りに対する興味

や意欲が高まった。 

・ ＮＩＥタイムの取組を通して、自分の考

えや気持ちを書く力、絵や写真をもとに、

想像をふくらませて、題や吹き出しを考

える力が付いてきた。 

・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 

・子どもたちの読みの力や書く力等をさらに

伸ばすために、ＮＩＥタイムの取組におい

て、年間計画を作成するなどし、１年間の

見通しをもち、月や一定の期間ごとに、感

想、要約、見出しを考えるなどの工夫をす

る必要がある。 

・各教科の授業の中で、「新聞」をどう活用

するか、さらに他校の実践に学ぶ必要があ

る。 

・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コーナーの工夫・充実を図る必要が

ある。 

 

４ おわりに 

 本年度は、ＰＴＡ主催のＮＩＥ講座「新聞で

遊び・学び・考えよう」を開催した。親子で新

聞の仕組みや活用法について学ぶ機会となり、

また、新聞を違う角度から見ていただく機会と

もなった。新聞は、授業や日常の活動の中で、

様々な場面で活用できるものである。今年度は、

昨年度の取組を継続する形で、ＮＩＥタイムの

取組を行った。新聞の内容への興味や読み取り

には個人差があるものの、教師が必要と感じた

記事を提供することで、確かな読みへと繋がっ

たように感じる。後期に入ると、ＮＩＥタイム

に、「今日は何の話（記事）？」と楽しみにし

ている子どもの声や姿も見られた。 

来年度は、さらに、子どもたちに身近な記事

を通して、新聞に対する興味や関心を高めると

ともに、授業の中にも記事を活用するなど、さ

らに取組の充実を図りたい。 
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１ はじめに 

 本校は、全校児童５５名。３・４年生の複式学級を

含む５学級の小規模校です。今年度もＮＩＥに取り組

み、新聞のもつ内容の豊かさと、情報量の豊富さから、

児童の知識を広げ、思考力を深めること、心豊かな児

童を育成することを目指してきました。「今日の新聞

記事を紹介します」で始まるお昼の校内放送。担当の

子どもたちが自分で選んだ新聞記事を読んで全校児童

に紹介します。記事を選んだ理由と感想も付け加えな

がら紹介しますので、記事の内容もぐっと身近に感じ

ることができます。しかも、毎日のことですので共有

する情報量は一年間を通すとかなりの量になります。

また、各月毎に担当から配られる「ＮＩＥ …月にで

きる具体的（日常的に・授業との関連）取組」を参考

にしながら各学年で実践してきました。２・３月の記

事集めは、「ソチオリンピック」「季節」「世界のニ

ュース」「卒業」などをテーマにしています。このよ

うな授業や日常の取組を通して、子どもたちが新聞記

事を読み新しい知識を得ていく姿、得た知識を基に思

考し表現していく姿、興味関心を持って意欲的に取り

組む姿が見られます。その姿は、学力を形成する３要

素につながっていると確信しています。 

  今後も、確かな学力の育成につながる取組の一つと

して新聞を活用し、その効果的な活用のあり方を探っ

ていきたいと思います。 

  

２ 実践の概要 

（１）学校全体としての取組 

ＮＩEへの取組は四年目になる。今年度も毎月「新

聞の活用例」を出しながら各学年の取組が系統的に継

続していけるようにしていった。全学年        

で「ＮＩＥノート」「授業での新聞活用」「一人暮らし

の方への新聞記事贈り」等、学年の実態に応じた取組

を行った。 

これまでの取組で、新聞が活用の仕方を工夫するこ

とで身近な読み物となり、社会への関心を高めたり、

活字を積極的に読んでいこうとしたりする力につなが

っていっただけでなく、情報量の多さや多くの人の読

み物であることから、地域の方々とのつながりを深め

ていくことにもなった。 

○ＮＩＥノート 

これまでの取組を継続し、児童の実態や学年の各教

科等の内容にあわせ、新聞記事を切り抜き活用した。

また、今年度は冬季オリンピック記事の切り抜きをノ

ートに残していくことができ、学年が変わってからも

「私が○年生の時オリンピックがあって・・・」「オリ

ンピック競技記事にお母さんがノートに書いているの

は・・・」とふり返ることができる内容にもなった。 

低学年・・写真の切り抜き（季節・動物・野菜スポー

ツ等）、ひらがな、カタカナ、漢字、熟語、

言葉集め等 

中学年・・地域学習との関連記事・くまＴＯＭＯ 

四コマ漫画、等 

高学年・・気になる記事、ぷれすけ、世界情勢がわか

る記事、等 

○一人暮らしの方へ贈る記事 

 この取組も四年目になり、一人暮らしの方にとって

は、新聞と児童の添えた一言を楽しみにしてもらって

いる。 

 この取組は記事を贈る児童にとって、記事内容を要

約したり、自分の考えと家の人の感想を比べたりする

ことで、読みの力だけでなく、読み手を意識した文章

表現を工夫する力につながった。 

また、この取組は、毎年地域の方が学校の活動に対

して積極的に応援団となって下さる事につながってい

る。 

 

 

新聞でつなごう！家庭・地域 

～「新聞に親しむ」から「新聞を活用」そして「発信」しよう～ 

大津町立大津東小学校 教職員一同 
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○研究授業での取組 

校内研究のサブテーマに「新聞の効果的な活用を通

して」と設け国語の授業を行ってきた。 

学年 単元名（国語） 使用した記事等 

一年 好きなものクイズをしよ

う 

新聞の写真 

二年 まよい犬をさがせ スポーツ記事の

写真 

三年 

四年 

みんなで新聞を作ろう 見出しに特徴の

ある記事 

五年 伝えよう、委員会活動   

 

「ぷれすけ」お

すすめ記事 

六年 「わたしの意見」を書こ

う 

生活に身近な記

事 

 

○その他の取組 

 委員会活動の取組として、 

【情報委員会】 

①毎日の昼の放送で、情報委員からのお薦め記事を読

んでいる。委員は自分で選んだ記事の内容を明確に伝

えるため、読む練習をし、選んだ理由や感想を添えて

いる。教室で聞いている児童からは、自分がＮＩＥノ

ートに選んだ記事だったりすると、内容を友だちに話

したりそこから話題を広げたりしている。 

②新聞切り抜き大会 

 年に三回各学年にテーマを設け、広用紙を配布し貼

り終えた学年には、感想を添えて掲示している。第二

回の切り抜き大会では「見出しがおもしろい記事」と

いうテーマを34年に作った。児童からは、「楽天 魂

の零封リレー」という見出しに着目し、「野球の記事な

のに『リレー』という言葉が使ってあるから」とか、

カラーの見出しが記事内容の野菜と同じ色を使ってい

ることに着目した記事等が掲示されていた。 

 

 

（２）各学年の具体的な取組例 

○一年生の実践 

１年生では、「春さがしをしよう」という事で、春だ

なと感じる写真を見つける事から始めた。たくさんの

写真の中から選び広用紙に貼っていった。花や行事な

どそれぞれの思いが感じられるものとなった。それを

きっかけにして、好きな写真を見つけて、みんなに紹

介をしていった。１０月には、どんなヒントを出すと

いいのか考えて「好きなものクイズ」を出し合った。

写真の様子を伝えるために、言葉を考えたり選んだり

することで言葉に対する意識が高まった。この特徴を

考えてクイズを出すという体験をしたことで、帰りの

会で新聞クイズを出すという自主活動にも広がってい

る。 

 

子ども達は、新聞を読み記事を集める事に関心を持

ち、選んだ新聞の写真を貼り、選んだ理由や感想をＮ

ＩＥノートに書いている。初めは、写真だけだったの

が、今は記事も含めて切り取るようにしている。子ど

も新聞はふりがながふってあるので、自分達でも「読

めるよ。」という発言も聞かれるようになってきている。

内容の読み取りまでは十分とは言えないが、新聞の記

５年生は社会科と関連

した「産業」をテーマに 
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ＮＩＥノートにまと

める様子と記事 

事を自主的に家から切ってくる子ども達もいて、ＮＩ

Ｅの活動は、どの子どもも意欲的に取り組んでいる。 

 

○二年生の実践・課題と成果 

 2 年生では、ＮＩＥノートを中心に取り組んだ。国

語の時間に学習した教材と関係のある新聞を探したり、

季節や自分の気に入った記事探しなどに取り組んだ。

新聞に出ている難しい漢字などは一人では読めないの

で、家庭での協力を得たり、小学生新聞を使って記事

を探していった。 

 特に、国語の「ビーバーの大工事」の単元の勉強の

時には動物の記事を探す活動を行った。小学生新聞に

は動物の記事がたくさん掲載されていたため意欲的に

取り組む事ができた。また、「見つけた記事をクイズに

する」という単元のゴールを設定したことでより意欲

を高めることが出来たと考える。 

ＮＩＥノートにまとめる際には、次の３つのことを

必ず書くようにしている。 

→ ①選んだ理由 

→ ②分かったこと 

→ ③感想 

ＮＩＥノートに書いた記

事ついては、朝の会に１分

間スピーチで記事を交代で

紹介したり、授業の中で紹

介したりした。このような

日常の取組を通して、児童

の思考力・表現力も少しず

つ高まってきていると感じ

ている。 

 課題としては、「写真が気

に入った」など写真を中心

に選ぶ児童が多く、記事自

体を読んで選ぶという児童

が少なかった。新聞記事を

探す活動は好んで取り組む

児童が多いので、今後は記

事自体を読んで新聞記事を選べるように声かけをして

いきたい。 

  

○三四年生の実践・成果と課題 

新聞を使ったクイズやゲーム 

3･4 年生では、教科書で直接新聞が教材として取り

上げられている学習もあるので、新聞記事を使ったゲ

ームを考えた。新聞を身近に感じ、読み慣れていくこ

とで育つ力（社会性、言語力、表現力、読解力など、

別紙で提案）をつけていくことは、教科書を離れ、ク

イズやゲームで楽しみながら朝の会や係のお楽しみと

して取り組んでいけるのではないかと考えた。 

①友だちのクイズに答えよう 

新聞を使ってクイズを作ったり、答えたりする。（ク

イズを作るためには、自分自身が新聞を開き記事探し

をしなければならないし、読まなければならない。） 

（例）「しおまねきは、どこに住む生き物ですか」（記

事内容から答えを探す。） 

「これは、オスですかメスですか」（記事に使わ 

れている雌という漢字を読めなければ答えられ 

ない） 

「しおまねきと同じように、干潟に住む生き物は 

次のうちどれですか」（新聞だけでは答えが分か 

らないので、図鑑などで調べて答える） 

自分が日頃関心を持っていないことでも、クイ 

ズという形で記事を読むことで、楽しむことができた。 

②新聞記事から市町村を探せゲーム 

新聞の情報の多さを利用し、県内地図で市町村（学

年の実態に応じて、全国地図、世界地図）を確かめる。

また、見出しやリードを読み内容を簡単に理解する。 

１）新聞記事の中にある市町村を地図で確認する。 

２）新聞の情報にある市町村で、よく見つける市町村

を出し合い地図で確認する。 

３）班対抗で市町村を探し、情報内容を色分けして地

図にシールを貼る。 

４）地図上のシールを見て、気付いたことを出し合う。  

この取組では新聞には県内各地の情報があることを、

改めて気付かされた。また、地図が不得意な子どもも

覚えやすく、記事を全文読まなくても、内容はわかる

新聞の作りが分かってきた。 

上学年では日本地図や世界地図（偏ってはくるが）

も使える。 

③「読めない漢字も読んでしまえ」ゲーム 
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新聞記事を読み、おおよその内容を理解する。 

１）新聞記事を班で読み、読めない漢字を考えながら

内容を読み取る。 

２）班員で分担し、音読する。 

記事選びが難しいが、県内版を活用できる。また、

他社の新聞があると記事内容の違いもありおもしろい。

読んで欲しい記事を選ぶことも出来る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○五年生の実践 

①授業での活用実践 

○活動したことを伝える文章を書こう  

本単元は、委員会活動、クラブ活動、係活動、 

学校行事など身の

回りのことから題

材を選び、その中

から必要な事柄を

選び、読み手を意

識し、報告文（リ

ーフレット）を作

成するという言語

活動である。しか

し、書く活動にお

いて、作文を書か

せると、思いつい

たことから次々に書いてしまい、量はあるもののまと

まりのない文章を書く児童が多い本学級の実態があり、

新聞活用を通して限られた文字数で文章の構成を意識

して書くことができるようにと本単元を設定した。 

②新聞記事の効果的な活用について 

本校６年生がかるたで地域の老人会の方と交流をし

たことが掲載された新聞記事を活用し、新聞の構成の

仕方について学習した。４つの段落の構成になってい

ることや段落を意識した読み方ができるようになり、

構成を意識した文章作りに大きなヒントとなった。子

どもたちからは１段落目には５Ｗ1Ｈが書いてあり大

体のことがわかり、最後の段落には必ず人々にインタ

ビューしたこと、感想が書かれているという気付きが

あげられ、体言止めが使ってあり簡潔にわかりやすい

ことや、熟語を使って短く表現してある文章のよさに

も目が向けられた。段落構成に、より関心が向けられ

自分もこんな記事が書いてみたいという意識へとつな

がっていった。これまでの学習したことをもとに、実

際に自分で書いてみようと授業を行った。 

③学習発表会で六年生の被爆劇を取材し記事に 

自分たちがこれまでに学んだことを生かして記者に

なり記事を書こうと６年生の被爆劇を取材した。４段

落では『 』を使った感想をいれようと６年生や地域

の方にインタビューを行った。記事の最後には、『 』

を使い一人一人まとめていた。 

④新聞から学んだことをリーフレットへ 

→地域の一人暮らしの方へプレゼント 

出来上

がった新

聞をリー

フレット

にして裏

表紙には

感想を書

き、地域

の一人暮らしの方にプレゼントをした。地域の方々に

感想をいただき、楽しい交流の場となった。子どもた

ちの感想には、「新聞で交流するのが好きです。」「新聞

記事を書くのはおもしろいです。」「段落に注意しなが

ら、ぷれすけ、くまＴＯＭＯなどを読んで文章表現力

をつけています。」など書かれていた。地域の方は「こ

のような交流が持てるのはとてもうれしい。月に一回

のＮＩＥ新聞が届くのがとても楽しみにしています。」

と言葉をいただき、新聞を通してのよさを感じた。 

 

○六年生の実践 

「地域の方へ、手作り新聞を発行」 

６年生は月に１度、地域の一人暮らしの方へ新聞を発

児童が作製したリーフレット 

クイズやゲームに使った

記事やプリント 
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行し届ける活動を行った。新聞の中から記事を探すた

め、日常的に新聞にふれることができた。また、地域

の方との交流にもつながった。 

① 新聞から題材を探す 

月に１度の新聞発行のために、新聞から題材に合っ

た記事を探すことから始めた。毎月発行する新聞のテ

ーマを決め（例：夏到来、スポーツの秋）テーマに沿

った新聞記事を選び、なぜこの記事を選んだのか理由

も考えさせた。 

② 新聞を書く 

選んだ記事をもとに新聞を書く。書くときには次の

ようなことを必ず入れるようにした。 

１） 記事を選んだ理由 

２） ５W１H（具体的に書く） 

３） 記事を読んでの感想 

４） 保護者の方の感想 

５） 保護者の方の感想を読んで考えたこと 

６） 新聞を読む方へメッセージ 

５W１Hを書かせることで、選んだ新聞記事がい

つ、どこで、だれが…というように何について書か

れた記事なのかを明確にすることができた。また、

感想を書かせることによって、記事を深く、しっか

りと読むことにつながった。 

保護者の方からの感想では、子どもの感想とは違

う視点で書かれているものもあり、子どもたちは「そ

ういう見方もあるのか」「確かに家ではあまりオリー

ブオイルは使わないなぁ」などの声が聞かれた。ま

た、同じ新聞記事を親子で読み合う活動になり、家

庭で新聞に対する関心が高まり、学校でも「今日こ

んな記事がありました」「冬らしい記事がありまし

た」と新聞に関する話題が多く聞かれた。 

地域の方々に発行することにより、「読み手を意識

して、文章を書く」という活動になり、何度も記事

を読み返したり、伝わりやすい表現を工夫したりす

ることにつながった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 地域の方との交流 

作製した新聞は、子どもたち自身で印刷・とじ合

わせを行い、各地域の民生委員さんに子どもたち

が届ける。その後民生委員さんから地域の一人暮

らしの方々へ届けられる。 

毎月発行される子どもたちの新聞を楽しみにさ

れている方も多く、中には子どもたち一人一人に

感想とお礼の手紙を書いてくださった方もおられ

た。そのような地域の方からの声は、子どもたち

もとても喜んでいた。 

今後も、「新聞を通した地域の方々との交流」を

大切にしていきたい。 

 

３ 成果と課題 

(1) 成果 

・ＮＩＥへの取組を始めた一年目から常に感じられた

のが児童の社会的関心が高まるということである。連

絡帳に「朝から新聞を開き、オリンピックの結果を確

かめていました」など家庭での児童の様子にも、新聞

を生活の中で情報源として活用している姿も感じられ

た。また、そこから親子の会話が始まることもよくあ

り、「新聞で繋ごう親子」に大きな成果が感じられる。 

・民生委員さんを通じて地域とのつながりをつくって

いけるのは、本校ならではの取組ではないかと大変感

謝している。子どもたちからの発信へは必ず反応があ

り、ＮＩＥに限らず地域の方が学校応援団として活動

していただけることもこれからの学校には宝物だと感

じる。 

・クイズやゲームのなかで新聞を活用すると、楽しく

記事内容から答えを探したり出来るので、初めは担任

からのクイズだったが、やがて情報係の係活動になっ

児童が書いた新聞 
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ていった。 

地方紙を使えば、大津町の記事も多く読む意欲にな

る。 

地図を覚えるのは児童にとって得意不得意があり教

科学習の中ではあまり意欲的でない児童も、ゲームの

中で地図を見ることには意欲的であった。 

・ＮＩＥノートにたくさん集まった記事は、児童一人

一人の好きな物や関心のあることがつまっている。そ

れをお互いに見合うだけでも友だちの新たな一面を知

る事ができる。時には私たち担任自身が新たな発見を

することさえある。 

・新聞から情報を受け取るだけでなく、発信しようと

する意欲が高まった。自分たちの活動が新聞に取り上

げられるだけでなく、自分たちから発信していこうと

「読者の広場」に投稿した児童が出てきた。残念なが

ら載らなかった児童も「なぜだろう」と再度挑戦する

意欲を持っている。 

 

(2) 課題 

・国語を研究のテーマにして新聞活用の授業を校 

内で公開し研究しているが、新聞ありきの授業を 

考えてしまうと、図鑑や他の読み物の良さが活用 

できない。私たち教職員が新聞の特徴を理解し、 

新聞も一つの教材として、どのように活用するこ 

とが児童の思考力・判断力・表現力の向上につな 

がるのかを、さらに研究していく必要がある。 

・クイズ等を楽しむ時間の確保が難しい。（係の児童は

家庭で作ってくる） 

・家庭で取っている新聞が読み慣れているので、他社

の新聞との比べ読み等が十分活かせなかった。 

・本年度も月ごとの活用具体例を出して、全学年の取

組が分かるようにしたが、担当者に限らず、全職員で

どのような取り組みをしていくことが効果的かの論議

を深めていくことが不十分だった。 

 

４ おわりに 

四年目の取組で「親しみ」から「活用」そして「発

信」「交流」することに学習活動をより広げる事が出来

た。しかも、意識することなく当たり前のように児童

は新聞に親しんでいる。教材に取り入れたり、昼の給

食放送に情報委員会が選んだ記事を紹介したりなど、

担任の意識も高い。特に、ファミリーフォーカスで新

聞記事について親子が話をしたりすることの積み重ね

が、家庭内のふれあいのきっかけになり、子どもたち

の確かな力の育成の基盤になっている。地域の一人暮

らしの高齢者にも民生委員さんの力を借りて定期的に

児童が作った新聞を配っている。地域の方も配布を待

ち望んでおられ児童のやる気にも高いものがある。自

然体でしかも待っている人がいるという使命感で充実

した取組になっている。 

来年度は更に更に継続して取り組んでいきたい。 
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１ はじめに 

 大津北小学校の本年度のＮＩＥは、毎週水曜

日の朝自習の時間を「ＮＩＥタイム」と位置づ

けながら１年間取り組んできた。そして、お互

いの取組をみんなに拡げていくために、各学年

の取組を階段の踊り場に掲示したり、校内研修

を通して教職員が互いの取組の状況を伝え合

いながら実践の参考にしていった。 

 また、児童が興味関心を惹きやすい「朝日子

どもニュース」も各学年を回覧し、全児童が目

に触れやすいようにしていった。 

 以下に報告する実践を通して、ＮＩＥ実践の

成果と課題が明らかとなった。 

  

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 初めての取り組みは写真から 

 １年生の入学時の実態は個人差があり、仮名

文字や数字の読み書きが出来る子どもから、そ

うでない子どもといる。そこで、誰でも知って

いて子どもたちが大好きな「くまモン」を新聞

紙の中から探すことから始めた。 

 １年生の子どもたちにとって新聞紙の中か

ら見つける写真でも、なかなか困難な作業で時

間を費やしたが、みんなで広用紙に貼りつけた

自分やお友だちの「くまモン」に喜んでいた。 

② 友だちと協力して五十音表を 

 仮名文字全てを習得した頃、班で五十音表の

作成に取り組んだ。写真以上に新聞の中から

文字を探すのは容易なことではなかったが、

朝自習の１５分間という時間をフルに活用し

ていった。 

大きい文字や小さい文字入りの五十音表に 

なったが、各学年のＮＩＥ掲示板に貼って

あった表を観ていた上級生が「私たちもした

いなあ。」と、興味を惹く作品が３点出来上が

った。 

 

③ 紹介したニュースに吹き出しを書く 

文章の読み書きがスムーズに出来るように

なった時に、季節や行事のニュースに目を向け

てほしかったので、写真の切り抜きに吹き出し

を書いていった。 

子どもたち一人一人の感性が違うので、楽し

い吹き出しが出来た。出来上がった作品は、Ｎ

ＩＥノートに貼り、みんなの前で読んでいった。 

④  季節のニュースに目を向ける 

ＮＩＥの取組に慣れてきた冬休み後からは、

教師が指示したテーマに沿った写真を自分た

ちで探してＮＩＥノートに貼った。そして切

った写真に吹き出しを書いた。子どもたち一

人ひとりが選んだ写真が違ってくるが、友だ

ちが選んだ写真に興味を持って観ていた。 

  ＊ 成果と課題 

  週１回のそれも朝自習の時間の中での取組

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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だったが、継続していくことは新聞への興味の

持ち方へとつながっていった。また、社会事象

へも目を向けるようになり、子どもたちのつぶ

やきとして声に出るようになった。 

 後期から、学習ボランティアと併行して実施

したので、充分な声かけなどができないままの

取組になった。宿題としてのＮＩＥも考えたが、

新聞を取っていない家庭もあるので、学校で取

り組んでいける工夫をしなければならい。 

 

イ ２学年の取組の概要  

①  新聞記事の切り抜きをはる 

１）子どもたち 1 人一冊の NIE ノートを配

布する。 

２）毎週金曜日に、家に持ち帰り『お気に入

りの記事』を選んで、ノートにはる。 

 

 

３）朝の会で紹介したり、帰りの会で【新聞

スピーチ】をしたりする。     

【NIEノート】 

 

 

 

 

 

＊ 成果と課題 

○新聞への興味関心が高まってきた。 

◯『見出し』『本文』という言葉や意味を知る

ことで、新聞の見方がわかり、抵抗感が薄く

なった気がする。 

○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。 

●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。 

 

ウ ３学年の取組の概要        

児童にとって興味のある記事やニュースで

よく取り上げられ、児童にとって馴染みのある

記事を中心に取り扱い、新聞への興味を高める

取り組みを行った。新聞の記事のまとめ方とし

て、「何が書かれているのか」「その記事を読ん

で思ったことや考えたこと」を自分なりに記述

しまとめさせた。３年生は国語辞典の導入の学

年でもある。分からない言葉が出てきたときは

国語辞典を用いて調べるなどして記事の内容

把握に努めた。時には、記事を読んでの感想交

流を行い、友だちの考え方や感じ方をお互いに

知る機会としたり、記事についてもっと知って

いることを発表しあう場を多く設けた。 

 

 

 

 

 

 

【イチロー選手の４０００本安打の記事】        

 

 

《スピーチの流れ》 

(ⅰ)新聞の見出し(ⅱ)新聞記事の内容  

(ⅲ)選んだ理由 (ⅳ)読んだ感想 

(ⅴ)感想交流 
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【東京五輪開催決定の記事】 

  

 

 

 

＊ 成果と課題 

○興味のある記事を多く取り扱ったことで、 

新聞の写真を見ただけで、「あ！これ知って

いる」と興味を示し、どんなことが書かれて

あるのか意欲的に読み進める姿がみられた。 

○新聞に興味を持ち、自主的に家庭学習にＮＩ

Ｅを取り入れる児童が増えた。 

●内容がある程度予想できる記事であれば、読

み進めるのも簡単だが、そうではない場合、

難しい言葉につまり、内容把握が難しい。 

 

エ ４学年の取組の概要 

 １2名の少人数学級で、子どもたちは素直で

比較的に何事にも意欲的に取り組むことがで

きる。みんなで遊んだり、学習したりすること

も好きで、もめることもあまりない。しかし、

少人数が故に互いに何でも知っているように

思いがちなところがあり、互いの見方も固定化

がされがちである。日常のくらしや友達の思い

について、もっと深く知ろうとしたり、問題点

に気づこうとしたりしてもいいと感じること

が多い。 

そんな子どもたちに、新聞を通じて社会に関心

を持ち、社会性を持たせるとともに、物事を見

る力をつけることで、自分たちのくらしもより

よいものにしていこうとする気持ちを持たせ

たいと思い、取り組んできた。 

①  家庭での新聞記事探し 

 学級の児童全員が新聞を取っている家庭で

はないので、家庭で新聞を日常的に見る取り組

みをつくることは難しい。しかし、新聞を取っ

ていない家庭も祖父母の家が近く、週末はそこ

で過ごすことが多いので、週末の家庭学習で新

聞記事を探す取り組みを続けてきた。季節の記

事、地域の行事の記事、話題になったニュース

など、自分たちが気になった記事を切り抜いて

くる。そして、朝のＮＩＥの時間に記事につい

てまとめ、互いに紹介をし合ってきた。まとめ

るときは、３文を基本にまとめさせるようにし

た。１文めは「いつ」「どこで」「だれが」「ど

うした」を書き、記事のだいたいを伝える。２

文めは記事の内容がさらにくわしくわかる文

や、自分が印象的だと思った内容を書く。３文

めはそれについて思ったことを書くことを基

本にまとめさせた。 

②  教師が探した熊本の記事紹介 

子どもたちがどんな記事に目を向ければいい

のかをつかむために、また、社会科との関連か

ら熊本のことに関心を持ってもらうために、私
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が切り抜いてきた記事についてコメントを書

く取り組みを続けてきた。写真のみで記事を探

したり、あまり新聞に目がいかない子どもたち

も私が読んでやると、記事の内容に興味を持つ

ことができ、次の記事探しの意欲につなげた。

また、同じ記事についてまとめていくと、それ

ぞれが目の付け所がちがうこともわかった。 

③  おわりに 

 学級のことに気づくことと新聞記事を探す

ことは関連があるといつも感じる。社会のこと

を知ろうとする子どもを育てていきたい。 

＊ 成果と課題 

 週一回ではあったが、続けていくことで、確

実に社会への関心は高まっていったと感じる。

特に学校で学習したことと関連した記事には

目がいきやすく、大津の地下水涵養田のこと、

通潤橋のこと、熊本の特産物など、学習したこ

とを新聞で深めることも多かった。また、国語

で新聞作りに取り組んだときは、見出しの工夫

や書き方など、自分たちが日頃見ている新聞を

意識した 

学習ができた。 

 新聞記事を選んでくることまでは楽しみな

がらやることができるが、まとめるとなると、

記事の内容を意味がつかめていないまま写し

たり、まとめたこととは、関係ないことを感想

で書いたり、学力がためされた。新聞を読む力

も必要だが、読むことで力がついていくのだと

思った。 

 

オ ５学年の取組の概要        

「米作り」「水俣病」「工業」などを中心に、

新聞記事の切り抜きを持ち寄り集めた。 

全員で同じ記事を読んだり、シリーズになって

いる記事を班ごとに記事を選んで読んだりし

た。 

児童は、その中から「初めて知った語句」の意

味調べ、「初めて知ったこと」「驚いたこと」「心

に残ったこと」を書き抜き、記事に対する自分

の感想や意見を書く、などの学習活動を行った。 

【「未来の車は自動運転」の記事】       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「宇土グルメ寄り道を」の記事 

 

 

 

 

 

 

 

＊ 成果と課題 

○国語科でも、新聞の「見出し」「リード」「本

文」「写真の役割」等の学習をした。実際の記

事を手にとって、読み手が読みやすくするため

の 新聞には工夫がなされていることを学習

ができた。 

●一般紙では、５年生でもまだ意味のわからな

い語句が多い。一般紙より子ども向けの新聞の

ほうが読みやすい。しかし、記事内容の幅の広

さや手に入りやすさを考えると一般紙を利用

した。文章読解力をさらに身につけさせなけれ

ばならない。 

カ ６年生の取組の概要        

６年生は、「戦争」、「命」、「仲間」、「原爆」

などをテーマにして、児童や教師が記事を集め、
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持ち寄ったものをストックしていった。児童は

その中から自分が読んでみて気になった記事

や心に残った記事などを選択してＮＩＥ活動

に取り組んだ。Ｂ４用紙に記事を貼り、読んで

分かった５Ｗ１Ｈにアンダーラインを引き、記

事の内容をまとめ、自分自身の感想を書く活動

を取り組んだ。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ 成果と課題 

○子ども達が新聞記事に興味がわき、たくさ

んの記事をストックすることがでた。 

○５Ｗ１Ｈに線を引きながら新聞記事を読

む事で、要旨を読み取ることや感想を書く

力が育ってきた。 

○１年間定期的に取り組んできたことで、学

習の深まりや自分の考え方の変容があっ

た。 

○新聞を読み書くことで、自分たちの暮らし

とその記事がつながっていることを実感

できた。 

●クラス全体で同じ記事を決めて取り組ま

せると、友だちの考えと自分の考えを比べ

やすかったのではないかと思う。 

●発表する時間の確保が難しかった。 

 

３ 成果と課題 

(1)成果 

○全校で毎週水曜日の朝自習の時間を「ＮＩ

Ｅタイム」と位置づけ取り組むことができ

た。また、第４週目を「ＮＩＥ週間」とし

て、階段踊り場に各学年の取組を掲示し毎

月１回貼り替えることで、児童が学年の取

組を目にするようになった。 

○新聞と自分たちの生活のつながりに気付く

ようになった。 

○教職員の実践状況の報告会は、互いの実践

の参考になった。 

(2)課題 

○毎週水曜日の「ＮＩＥタイム」の時間帯に、

低学年は途中から学習ボランティアが入ら

れる時間と重なり、併行して行わなければな

らなくなった。時間の確保を充分取ることが

出来なかった。 

○階段踊り場に掲示していったが、１～３年生

まではあまり通ることがないので、全校児童

が良く通る場所を設定していかなければな

らない。  

 

 

 

 

自分が選

んだ記事

に、線を引

いて読み

取る。 

友だちが

書いた記

事をみん

なで読み

あい、感想

を書く。 

みんなで回し読みをしたり、帰りの会で何人

かずつ発表し合ったりしたことで、多様な考

え方ができるようになってきた。 
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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～ 

 

大津町立護川小学校 教職員一同 

 

 

 

1 はじめに 

  本年度も新聞活用をより日常化させるこ

とをめざして、全職員で取り組んできた。 

以下に、本校での取組を報告する。 

 

2 実践の内容 

 （１）各学年における実践 

 低学年 

低学年では、新聞に慣れ親しむことを目標

として、新聞活用を試みた。 

 

〈教科・領域〉 １年（朝の活動） 

〈方法〉 

①低学年の児童は、まだ新聞に触れる機会が

少ない。そこで、まず、新聞に興味をもって

もらうために、くまもんノートに４コマ漫画

を貼っていく取組を行った。 

 新聞をとっていない家庭の児童には、その

日の４コマ漫画をコピーしてノートに貼らせ

ていった。 

・4 コマ漫画を貼ったノートに担任がサイン

やスタンプを押すことで、意欲的に取り組め

た。 

②新聞記事の写真の活用 

・担任や児童が持ってきた新聞記事の写真か

ら、分かること、思ったことなどを出し合う

取組を行った。自主学習ノートにも新聞の記

事を貼り、その写真から思ったことなどを紹

介し合った。 

〈成果と課題〉 

○自分の興味のある話題の新聞記事を集める

児童が増えてきた。 

○新聞がない児童には、印刷して配付した。

取組を続けていく内に、新聞をとっていなく

ても、親戚の家にある新聞から４コマまんが

を切り抜いて持ってくる児童が出てきた。新

聞が一歩身近なものになった。 

●新聞が身近ではない児童に対して、新聞記

事を準備することが十分にできなかったため、

全部の児童へ、新聞に対する興味関心を持た

せることができなかった。 

 

〈教科・領域〉 ２年 （朝の活動） 

 ・１年生と同じように取り組んだが、２年生

は４コマ漫画を読んで思ったことや、考えた

こと、おもしろかったこと
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などを、短い文章で書いた。 

 

 

 

   

児童の活動の様子 

 

〈成果○と課題●〉 

○くまもん４コマまんがの切り取りを継続してき

たが、「カンちゃん」や「あおぞら家族」（同新聞の

４コマまんが）にも興味を持ち、切り抜きをする児

童が出てきた。 

●低学年の児童にとって、４コマまんがのおもしろ

さやユーモアを理解することは少し難しい面もあ

った。感想などを交流することで、自分の知らない

おもしろさを知るきっかけづくりをしていきたい。 

 

中学年 

 中学年では、新聞記事を読む力を育てたり、学習

したことに関連のある記事を集めたりする活動を

通して、新聞への興味、関心をさらに広げることを

目標として、取り組んでいる。 

 

〈教科・領域〉 ３年（朝の活動）    

〈方法〉 

・ＮＩＥパスポートの活用・・・日本新聞協会から

の「ＮＩＥパスポート」を一人一冊頂き、朝のＮＩ

Ｅタイムで活用している。 

 ・ＮＩＥパスポート 

  

  ・ＮＩＥパスポートの書き込み 

 

 
 ・新聞の中から地名や国名を探している 
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・ＮＩＥパスポートへの 興味のある広告を探す 

 

  ・書き込みをする 

 

〈教科・領域〉 ３年（社会科） 

・社会科と総合的な学習の時間に調べた「町に受け

継がれてきた行事」を、新聞の形にまとめた。写真

を使ったり見出しをつけたりするときに、実際に新

聞を手にとって活用していた。  

 

 

 

〈成果と課題〉 

○新聞に目を通すことで、社会に目を向ける子ども

が出てきた。 

○多くの言葉に触れることで、語彙が増した。 

●新聞を取っている家庭が半分以下なので、新聞を

持ち寄ることが難しい。 

 

〈教科・領域〉４年 （朝の活動） 

・読売ワ－クシートをダウンロードして、新聞記事

を自分で読み、感想や関連話題を記述させる。 

 

 

〈成果と課題〉 

○始めは、「読むのが難しい。」とつぶやく児童が多

かったが、回数を重ねるごとに読むことへの抵抗が

なくなってきた。 

●書かせるだけで、感想交流の時間の確保が出来な

かった。また、２月になって掲示したので、友だち

同士の感想交流から得られる考え方の広がりを持

たせることができなかった。  

 

〈教科・領域〉４年 国語 

・国語科「みんなで新聞を作ろう」という単元では、
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総合的な学習と併せて、「自分新聞」作りを行った。

まず、国語科の学習で、新聞作りの学習を行った上

で、「１／２成人式」に向けて総合的な学習の時間

に取り組んできたことを記事にして新聞づくりを

行った。 

 

〈成果と課題〉 

○実際の新聞を見ながら、レイアウトや見出しの書

き方を考えることができた。 総合的な学習の時間

に、取り組んでできた自分の記事なので、「どこに、

どの記事を載せようか？」というレイアウトもそれ

ぞれ自分の思いをもって取り組むことができた。 

○「１／２成人式にお家の方々に見てもらう。」と

いう目標があったので、みんな一生懸命取り組むこ

とができた。 

○授業参観に来られた家族の方々も一生懸命に見

られていた。他学年の保護者も教室に入って見入ら

れていた。その姿に児童はとても喜んでいた。 

●小さい頃の大切な写真をそのまま使うことは出

来ないので、教師が写真に撮ってプリントアウトし

たものを掲載したので、ぼやけてしまった。スキャ

ナーで読み取ればもっと鮮明な画像を載せること

ができた。機器を使いこなせるように努力したい。  

   ・完成した自分新聞 

   ・掲示した自分新聞 

高学年 

 高学年では、新聞記事に対する意見を持つことや

社会の変化に気づかせるなど、効果的に活用するこ

とを目標として取り組んだ。 

 

〈教科・領域〉５年生 

      （朝の活動→家庭学習） 

・月に２回のＮＩＥタイム（朝の活動）の時間に一

人１部毎日小学生新聞の「新聞読み」に挑戦した。 

・毎週金曜日に、毎日小学生新聞を一人に１部配付
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し、土、日の家庭学習として、自分でじっくり読む

活動を継続している。 

・朝の活動で読み終えなかった記事は家庭学習とし

て、家で読み、読んだ中で印象に残った記事を自主

学習ノートに貼り付け、感想を書いた。 

 

児童は、金曜日に配布される新聞を楽しみにしてい

る 

  

   ・朝の活動で一人一人が新聞を手にとって  

しっかり、ゆっくり読む 

  

  ・自主学習ノート１（ＮＩＥ） 

 

 ・自主学習ノート２（ＮＩＥ） 

〈成果と課題〉 

○毎週１回の「新聞読み」の時間をとても楽しみに

する児童が増え、自主的にスクラップをしたり、感

想を書いたりすることが増えた。 

○新聞に興味を持ち、家庭で取っている大人用新聞

を読む児童も出てきた。 

○毎日掲示している新聞の記事内容を、インターネ

ットや本で調べる児童が出てきた。 

●カラー刷りの新聞を一人でじっくり読めること

で新聞を読むことへの興味、関心、意欲を高めるこ

とができたので、購入回数を増やしたいが、費用が

かかるのでどうしても増やせない。 

 

〈教科・領域〉６年 

   （社会・総合的な学習の時間） 

○年間のテーマを「水俣･広島･長崎そして人権・平

和」と設定し、新聞で報道されていることは、遠く

離れた出来事ではなく、自分たちのくらしや学校で

の学びに直結しているということを実感してきた。 

 【５月】 

  ５年生の水俣学習で出会った「ほっとうす」の金

子ゆうじさんのお母さんの子スミ子が「祈りのこと

ば」で「子どもたちが生きている限り水俣病は終わ

りせん。」と訴えられたとの記事にラインを引き、

「このことばの意味を考えたい。」と感想をつづっ

た。 
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【８月】 

  

 

 １０月の修学旅行の事前学習を進める中で、長崎

での平和祈念式典において市長は「「平和希求の原

点を忘れないためにも、戦争や被爆の体験を語り継

ぐことが不可欠」と若い世代への継承を訴えた。」

との記事は、語り部の方の話や恵みの丘での被爆劇

の取組の裏付けになった。 

 〈成果と課題〉 

○実際に出会った人や場所を記事の中に見付ける

ことで、世の中に「今」起きていることにも関心が

広がり、以前の学習内容を温め直すことにもなる。

また、これから学ぼうとすることに関心がわくこと

がわかった。 

●「新生面ノート」は、時間的な保障をすることが

できず、不十分な取組に終わってしまった。 

図書室 

・新聞の内容を見て、その記事に関する本を選び展

示紹介する。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

室の本だけではなく新聞の記事も利用出来ること

を指導し、その他必要な資料を用意する。（現在は

熊日新聞と朝日小学生新聞の２部） 

〈成果と課題〉 

○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た。 

●地域への呼びかけを行い、各社の新聞を複数用意

していくことを昨年度の反省に書いていたが、今年

度中の実現ができなかった。 

●３ヶ月程度の新聞を管理できる棚やスペースを

準備出来なかった。 

 

（２） 環境の整備・設営 （ＮＩＥコーナー） 

   児童玄関と図書前にＮＩＥコーナーを設置し、

新聞を掲示する。 

 

 

〈成果と課題〉 

○ＮＩＥコーナーに大津町の記事や冬期オリン

ピックの記事を紹介することで、興味を示す児童

が増え、記事を立ち止まって見る児童が増えてき

た。 

●今年度は、各学年のＮＩＥコーナーの設置をお

願いしたが、教室の掲示スペースが不足している

ために、十分な掲示ができなかった。来年度は早

い段階から掲示スペースを確保したい。 
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（３） 職員研修 

 夏休みの研修にＮＩＥ研修を位置づけ、全職員で

研修の機会をもった。 

  夏休みＮＩＥ研修 2013．7．24 

 1 開会 

 2  講師紹介 

 3 「ＮＩＥにおけるデーター 

  ベースの活用について」 

  講師；熊日ＮＩＥ・新聞活用センター長 

          永松 宏章様 

 4 質疑応答 

 5 謝辞 

 6 閉会 

３ 成果と課題 

○継続したＮＩＥの実践は、児童の新聞に対する興

味、関心を伸ばした。 

○新聞記事を読むことを通して、語彙が着実に増え

てきている。 

○社会の動きに児童の関心が高まった。 

○くまもん４こままんが帳、新生面ノート、ＮＩＥ

ノートの活用、読売ワークシートの活用など、いろ

んな機関の協力を得ることが出来た。 

○これまでのＮＩＥの取り組みの様子を見ている

と、児童は新聞を読むことに興味、関心を示し、楽

しんでいる。しかし、毎日の学校生活の中でゆっく

り新聞を読む時間と物（新聞）の確保が出来ていな

い。５年生の取組のように、時間と物（新聞）を確

保することによって、児童の新聞に対する興味・関

心・意欲を伸ばすことができるということが改めて

分かった。来年度への取組の方向づけにもなった。 

●職員の意識の格差をなくすために、各学年、各教

科の年間計画を見直したＮＩＥの位置づけを工夫

しなければならない。 

●授業への活用力を高めていくために、研究授業を

行ったり、記事のスクラップの効果的な方法などを

工夫していく必要がある。 

●全校児童の約半分の家庭が新聞をとっておられ

ないので、地域と連携した新聞の確保が必要である。 
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新聞を進んで活用しようとする生徒の育成をめざして 

～全校一斉のＮＩＥレッスンの取組を中心に～ 

 

大津町立大津中学校 教職員一同 

 

 

１ はじめに 

 NIE は教育的な効果も大きいことで知ら

れている。そこで本校でも NIE を通して生

徒に確かな学力を育んでいきたいと考え、

昨年度から「NIE 推進部」を研究部の中に

位置づけ取り組んでいる。  

 今年６月に実施したアンケートで、約６

割の生徒が一週間新聞を全く読んでいない

ことが分かった。そこで、まずは生徒が新

聞に興味を持つことを目指して、昨年度に

続き、部会のテーマを「新聞を進んで活用

しようとする生徒の育成」とした。 

 

２ 実践の概要 

(1)NIE レッスンの実

施 

  毎月第２・４金曜の

朝自習の時間に「NIE

レッスン」の時間を設

けた。記事を読んで見

出しを抜き出し、記事

の感想を書いて班で

交流を行うという昨

年度の取組に加え、今

年は読売ワークシー

ト通信の活用、記事の要約といった新しい

取組を試みている。 

今年は合計９回のレッンを行った。職員

には事前に「ねらい」、「板書計画」、「レッ

スンの進め方」を配布し、共通理解を図っ

て、実践に取り組んでいる。 

 

 

 

 

 

      ◆NIEレッスンテーマ◆         

第１回「ロアッソ熊本」      

第２回「富士山世界遺産」 

第３回「電気代抑制」 

第４回「甲子園の土」 

第５回「水俣条約」 

第６回「今こどもたちは」（携帯電話） 

第７回「マンデラ元大統領死去」 

第８回「２０歳の宣言 郷土愛」 

第９回「ソチ五輪」 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

読売ワークシート通信 

 大事な部分、印象に残る部分にラインを引く。 

「今日のめあて」と「活動の流れ」を確認する。 
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(2）校内掲示の工夫 

  新聞に興味を持たせるために、校内に

NIE コーナーを設け、新聞記事や NIE レ

ッスンで用いたワークシートを掲示した。

中央階段下に加え、学年ごとにコーナー

を作り、掲示場所を増やした。また保健

委員会では、生徒たちが自分で新聞記事

を選び、「選んだ理由」「読んだ感想」な

どを紹介する取組を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)授業での取組 

 ９月、２年生の国語科の授業で新聞を用

いた授業を行った。 

単元名 小さな労働者 

めあて 

 

  写真と文章を効果的に組み

合わせてメッセージを伝えよ

う。 

 

 

 

 

学習 

 活動 

・本文でルイス・ハインが行っ

た写真と文章を組み合わせ、

メッセージを伝えるという

表現方法を読み、内容をつか

む。         

・新聞から写真のみ切り取る。

さらに記事から事実を読み

とり、自分の感じたことを付

け加えて書く。    

・完成した「フォトストーリー

」を４人班で発表し合う。 

生徒の

 様子 

 

 

・新聞を何度も読み、どの写真

にしようかと考えていた。 

・記事の内容が分からず、行き

詰まる生徒もいた。 

成果と

 課題 

 

・写真にどんな言葉をつけたら 

よいかを意欲的に考えること

で、表現力の向上につながっ

た。          

・読みとる必要があるので、積 

極的に難しい言葉の意味を調

べたり、聞いたりしてい た。 

・見出しを付けさせる等すると 

さらに読む力、表現力を高め

ることができるだろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  意見をまとめ、班で交流を行う。 
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ときどき（週２，３） 全く

３ 成果と課題 

○成果 

１０月に行った生徒アンケートで「NIE

レッスンや NIEコーナー設置といった取組

を通して 新聞に興味を持ちましたか」とい

う問いに約７割の生徒が「興味を持てた」

と答えた。下図からも全体的に新聞を読む

回数が 増えたのが分かる。生徒の感想も肯

定的なものが多かった。 

 

一週間を振り返って、あなたはどのくらい

新聞を読みましたか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◆生徒感想◆ 

・いろいろな記事に対して興味が持てる 

ようになり、家で新聞を読む回数が増えた。

読 む 力 や 書 く 力 が つ い た と 思 う 。                

（３年） 

・NIEレッスンは、家ではできない勉強で、 

初めて知ることもあり、難しかった。でも

たくさんの情報を得ることができ良かった。

（２年） 

・記事を読んで要約することで、文章の意

味がきちんと理解できて良かったです。家

でも新聞を積極的に読んでみようと思いま

した。（１年） 

 

○課題 

 昨年１２月のアンケートで、「興味は増し

たが身近なところに新聞がない」と書いて

いた生徒がいたことから、学年ごとに NIE

コーナーを設置するなど、「新聞を読みたい

ときにすぐ読める環境の整備」を進めてい

るが、まだ十分ではない。 

  NIE レッスンの内容は充実したものにな

りつつあると思うが、資料、新聞記事の精

選、レッスンの事後指導等について部会を

中心に検討していく必要がある。生徒の感

想には「写真を使ったものをやってみたい」

「NIE ノートを作ってみたい」というもの

もあり、生徒の思いをいかせる取組にして

いきたい。 

 

４ おわりに 

 昨年度から、「NIE推進部」を研究部の中

に位置づけ、「新聞を進んで活用しようとす

る生徒の育成」をめざして取り組んできた。

全校一斉の「NIE レッスン」は月２回に回

数も増やし、内容もワークシートの活用、

記事の要約等を加えた。こういった取組が、

「生徒に新聞に興味を持たせること」につ

ながってきていると思われる。今後も継続

して取り組んでいきたい。 
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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～ 

 

 

１ はじめに 

   4年目の本年度は、昨年度の反省と課題をも

とに、特に次の点に力を入れて取り組んでき

た。 

 ○校内研修等で、教職員の意識を高め、共通

実践ができるようにすること。 

 (1)校内研修テーマ 

   ①ＮＩＥとは 

     ②新聞の役割と構成（作り手の思い）   

     ③新聞で考える→社会とつながる 

     ④新聞活用の例 

     ⑤共通実践 

     以上の内容で話し合い、全教科及び特別

活動等で、全生徒及び全職員が実践してい

くことを確認した。 

 

２ 実践の概要 

   (1)帰りの会の 1分間ＮＩＥスピーチ 

      各クラスの帰りの会の中で、最近関心を

もっている記事を紹介し、考えたことや

自分の意見を発表する。時間があれば、

返しや質問をし合う。 

   (2)各教科での実践 

国語科 1年 平成 25年 4月実施 

単元名 「小さな発見を詩にしよう」 

めあて 新聞の投稿された詩を読み、四行

詩のイメージを持つ。また、新聞

記事の見方を理解する。 

生 徒 の

様子 

渡された新聞をグループで読み合

っていた。 

成 果 と

課題 

 

詩のイメージを持つことができ、

良い所を見つけたり自分の考えを

持つことができた。 

 

       大津町立大津北中学校 
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   (3)生徒会活動 

保健委員会 委員会活動時 通年 

めあて 

 

 

 

 

 

 

○新聞を読む機会を持たせる。 

○保険全般について、記事がたくさ

んあることに目を向けさせる。 

○切り抜き記事を残しておくこと

が記録や記憶に残ることを実感

させる。 

学習活

動 

○委員会活動時に新聞を読み、記事

を選んで切り取って用紙に貼り、

選んだ理由と乾燥を記入する。 

○保健委員が自分のクラスで切り

抜きをもとに発表する。 

留意点 

 

 

 

 

○どうしてその記事を選んだのか、

自分の視点を明確にさせるため

に、乾燥や自分で実行できること

まで丁寧に記入させる。 

生徒の

様子 

○四月から毎月、月に一度ではある

が、活動の一つにしているので、

次第に何も言わなくてもできる

ようになっている。 

【生徒の感想】 

○目的を持って新聞を読むように

なった。 

○水俣病、高齢者、感染症、医療に

関する記事が多く報道されてい

た。 

○新聞で切り抜いたことがテレビ

で報道されていた。 

○記事を探しているときに、知らな

い病気などを知った。 

○いろいろな記事を深く知りたい

と思った。 

○日常生活で役立つ情報が記事に

なっていた。 

○自分達の住んでいる所が記事に

なっていた。 

○漢字の勉強になった。 

 

 

   (3)壁新聞作り 

   本校で伝統となっている「壁新聞コンク

ール」が、本年度も文化委員会が主催し

て行った。担当になった生徒に、ＮＩＥ

担当者が新聞の役割や読み方、記者の思

い、また新聞の作り方（見出しや記事の

書き方、レイアウト、資料の使い方等）

を説明。生徒たちは短い制作期間でさま

ざまな工夫を凝らし、すばらしい作品を

作った。 
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  (4)教職員及び各教科のＮＩＥ 

   先生もＮＩＥ活動をしようということで、

各教科のコーナーを設けた。国語科は「日

本最古の新聞」、理科は「天体の現象」な

ど、教科に関係のある記事も多いことが分

かった。 

 

３ 成果と課題 

  (1)成果 

      ○昨年度より実践する職員で取り組ん

でいくことができた。 

      ○生徒の新聞に触れる機会が増えた。 

(2)課題 

   ○外部講師を呼んで、教職員及び生徒の

ＮＩＥに対する認識を高める。 

      ○年間を通して継続できる取り組みを

行う。 

 

４ おわりに 

   新聞は大人または子どもにとっても大切な

情報源であり、それを活用してよりよい生活

を送るために、全職員で取り組む体制作りと、

さまざまな創意工夫が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        ４４ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ はじめに 

 町教育委員会と熊本日日新聞社が平成２３

年４月に『新聞活用に関する協定』を締結して

平成２５年度で３年目となります。これは子ど

も達の言語活動の充実を目的とした協定です。

この協定を結んだことにより学校現場のみな

らず町ぐるみでＮＩＥ（教育に新聞を）活動が

広がり、新聞を活用した授業や公民館講座が定

着しています。 

毎年、発行している実践事例集は各学校の工

夫された取り組みによる成果が報告され、年々

充実した内容となっています。 

  

２ 実践の概要 

６月に第１回推進協議会を開催し、各学校か

ら前年度の成果と今年度の取り組みが報告さ

れました。また、ＮＩＥ実践事例集を作成し、

外に向けての情報発信として町ホームページ

に掲載しました。 

毎年行っている教育委員会主催の夏休み集

中学習会では小学生を低・中・高学年に分け新

聞を活用した授業を行いました。熊日新聞の朝

刊を小学生全員に配り、記事についての問題を

出題し、地元高校生の学習ボランティアと協力

して課題に取り組みました。参加した子ども達

は高校生からヒントをもらいながら楽しく学

習に取り組んでいました。新聞が高校生や違う

学校の児童とのコミュニケーションツールと

なり参加した小学生にとってもボランティア

の高校生にとっても貴重な経験になりました。 

１１月には第２回推進協議会を開催し、各学

校から今年度の取り組み状況についての報告

がありました。その中ではＰＴＡ主催のＮＩＥ

講習を行った学校やＮＩＥパスポートを活用

した学校の報告がありました。また、熊日ＮＩ

Ｅ・新聞活用センター長 永松宏章氏 から

「著作権とデータベース」と題して講話をして

いただき、新聞を教材として使用する場合の著

作権などについての研修を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

３ 成果と課題 

(１)成果 

学校現場ではＮＩＥ活動を通した子ども達の

変化が報告されており、工夫を凝らした取り組

みが成果に表れています。 

今年度は高学年を対象にＮＩＥパスポートの

配布を行いました。講話をしていただいた永松

ＮＩＥ・新聞活用センター長から紹介していた

だき約５３０冊を学校に配布しました。今後、

町ぐるみで取り組むＮＩＥ活動 

～大津町ＮＩＥの実践～ 

               大津町教育委員会 学校教育課 荒木 美里 
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新聞について学び、親しんでもらう活用が図ら

れることと思われます。 

 

また学校から新聞記事の読み比べをするため

に複数の新聞が欲しいと要望がありました。そ

れを受け、ホテル連絡協議会と協定を結びホテ

ルが取っている新聞を学校に提供する仕組み

ができないかとホテル連絡協議会に説明を行

いました。まだ活用はできていませんが、今後、

新聞の読み比べや中学校では英字新聞の活用

など学習の幅が広がるのではないかと期待し

ています。 

 

 (２)課題 

学校での取り組みにより、ＮＩＥが定着し、

子ども達の生活の中で新聞が身近になってい

ます。今後も継続しＮＩＥの目的である「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」を達成するため事務

局としても各学校の意見交換会や研修等を行

っていきます。 

 

４ おわりに 

夏休み集中学習会のＮＩＥでは、学校で学習

していることもあり積極的に学習に取り組む

姿がありましたが、実際に新聞を取っている家

庭はそれほど多くありませんでした。これは、

新聞以外でも情報を得る手段が多様化してい

ることも一つあると思われます。パソコンやテ

レビ以外にもスマートフォンの普及により、子

ども達だけでも気軽に情報を得ることができ

ます。あらゆる情報に対応する力として、情報

を取捨選択する力、読み比べる力、その情報だ

けで判断するのではなく自分で調べることで

確かな情報とする力などがあるのではないか

と思います。ＮＩＥを通してこれらの力を身に

付け、情報社会に対応することも今後求められ

るのではないかと考えます。 
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新聞で生き生きライフ 

～大津町ＮＩＥの実践～ 

                       大津町教育委員会 公民館 大塚 知里

１ はじめに 

昨年度、初めて公民館講座としてＮＩＥ

へ取り組みました。新聞という、私たちに

とても身近なものが主役の講座ではあるも

のの、ＮＩＥという呼び名の新しさに、住

民の反応はいかがなものかという不安があ

りましたが、手探りながらも、熊日大津北・

南両支店のご協力や口コミで少しずつ輪が

広がり、１６名の参加者の中、全４回の講

座が開催されました。 

講座終了後、自主講座の開講を熱望する

声が多く、世話役の方の働きかけにより、

３月に自主グループが立ち上がり、自主講

座の開講に至りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 実践の概要 

  

毎月１回、第３土曜日の午後１時３０分

より、講師（熊日ＮＩＥ推進委員 越地真

一郎氏）を招いて自主講座が開かれていま

す。       

毎回、当日の朝刊とレジュメを教材に講

座は進んでいきます。各々が気になる記事

をピックアップして発表し合ったり、クイ

ズ形式で記事を読み解いたり、織田信長な

ら、どの記事に注目するか？と、他人にな

りきって記事を選んだり…参加型で和気あ

いあいとした雰囲気と講師のユーモアのあ

る進行の中で、一つの記事にも、様々な視

点からの様々な読み方があることを知り、

参加者は新しい発見をすることを楽しんで

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 成果と課題 

(１)成果 

 自主講座の様子が掲載された熊日新聞の

記事を見てＮＩＥを知り、グループに加わ

った参加者もいます。目に見える成果を示

すのは難しいですが、少しずつＮＩＥとい

う取り組みを知っている輪が広がっている

こと、新聞の様々な読み方を一人でも多く

の方が知ることができていることが成果で

あると感じます。参加者の「 毎日、新聞

を読むのが楽しみです。 」という声から

もそれは表されています。 

 

(２)課題 

公民館講座として募集・開講し、自主講

座へ移行して１年が経とうとしています。

仕事を持っている人や若い人でも参加でき

るよう土曜日の午後に開催していますが、

毎月定期的に参加できている人数は減少傾

向にあり、今後の存続を不安視しているの

が実情です。継続的に情報誌で講座の様子

を紹介し、参加者が一人でも増えるよう、

公民館としても支援していく予定です。 

現在の参加者の平均年齢は 60 歳以上で、

毎日新聞に触れることのできる時間が比較

的多い年代だと思われます。学校で NIE に

                      ４７ 



触れる子どもたち、生涯学習で NIE に触れ

ることができる祖父母が、家庭でお互いに

情報を提供し合うことで、更に活動が広が

ればと願っています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ おわりに 

住民によるＮＩＥの自主講座は、宇城市

に続き県内で２例目とのことです。厳しい

状況ではありますが、参加者の熱意と講師

のご協力でなんとか継続できています。無

くしてしまうのはとても惜しい存在です。 

今後も、有意義な学習を続けていただけ

るよう、その機会の提供に努めていきたい

と思います。 
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６月２１日（金） 第１回推進協議会会議 

 

・ 平成２４年度事業報告と平成２５年度事業計画（案）について 

・ 各学校・教育委員会の成果と課題及び本年度の取り組み並びに協議会への要望について 

 

 

 

 

 

１１月２８日（木） 第２回推進協議会会議 

 

・ 各学校の取り組みについて（報告） 

・ 実践事例集作成にあたって 

・ 講話（熊日ＮＩＥ・新聞活用センター長 永松宏章様 「著作権とデータベース」） 

 

 

 

 

 

 

その他  平成２５度大津町ＮＩＥ実践事例集発行 

      ＮＩＥパスポートの配布 

      大津菊陽ホテル連絡協議会への説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２５年度の協議会活動 
～大津町ＮＩＥ推進協議会～ 
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大津町ＮＩＥ推進協議会規約 

 

(名称) 

第 1条 この協議会は、大津町ＮＩＥ（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。 

 

附 則 

 この規約は、平成２２年６月２１日から施行する。 
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平成２５度大津町ＮＩＥ推進協議会委員及び担当者名簿 

 

事務局 

大津町教育委員会学校教育課 教育政策係 村山博徳 荒木美里 

 

 

Ｎｏ 氏名 役職 所属 

１ 齊藤 公拓 会長 
大津町教育委員会教育長 

【～Ｈ26.1.11まで那須雪子前教育長】 

２ 松永 髙春 副会長 大津町教育委員会教育部長 

３ 古澤 広義 委員 大津町教育委員会教育次長兼教育指導主事 

４ 中村 克則 委員 大津町教育委員会学校教育課長 

５ 高本 淳一 委員 大津町教育委員会生涯学習課長 

６ 竹中 千恵子 委員 大津町教育委員会公民館長 

７ 古庄 啓起 委員 大津町教育委員会図書館長 

８ 吉良 智恵美 委員 大津小学校 

９ 前川 嘉宏 委員 美咲野小学校 

１０ 甲山 敏彦 委員 室小学校 

１１ 吉田 廣和 委員 大津南小学校校長 

１２ 佐伯  修 委員 大津東小学校校長 

１３ 佐賀 文男 委員 大津北小学校校長 

１４ 西田 祐二 委員 護川小学校校長 

１５ 隅倉 雄一 委員 大津中学校校長 

１６ 音光寺 以章 委員 大津北中学校校長 

１７ 松本 晴美 委員 大津幼稚園長 

１８ 今村 美子 委員 陣内幼稚園長 

１９ 堀川 香代 担当者 大津小学校ＮＩＥ担当 

２０ 神田 寿子 担当者 美咲野小学校ＮＩＥ担当 

２１ 原田 厚子 担当者 室小学校ＮＩＥ担当 

２２ 髙橋 由美 担当者 大津南小学校ＮＩＥ担当 

２３ 緒方 郁子 担当者 大津東小学校ＮＩＥ担当 

２４ 伊藤 太子 担当者 大津北小学校ＮＩＥ担当 

２５ 村本 誠子 担当者 護川小学校ＮＩＥ担当 

２６ 藤里 智美 担当者 大津中学校ＮＩＥ担当 

２７ 佐尾 順子 担当者 大津北中学校ＮＩＥ担当 

２８ 大塚 知里 担当者 大津町教育委員会生涯学習課・公民館ＮＩＥ担当 
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≪編 集≫ 
 
大津町教育委員会 学校教育課 
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