
高等学校公民科

｢政治 ･経済 ｣を活性化させる新聞の継続的活用

長野県伊那弥生ケ丘高等学校教諭 (代表) 黒 柳 紀 春

1 新聞活用の視点

NIE活動の一環として新聞を活用した授業を実践 して3年目となる｡ およそ授業は学

習指導要領を基に各学校の教育目標や特色､ならびに生徒 ･保護者のニーズに応えて構成

される｡ 進学実績を要求される本校では､NIE活動は生徒が授業を理解する上での補助

教材的扱いとなる｡ 実際､新聞も教科書という主教材に添わせる数多くの補助教材のひと

つである｡ 限られた単位数の中､計画的に年間実施される校内外試験に合わせた授業編成

をしている現状では､新聞の活用は年間指導計画や通常授業に無理なく取り入れられる導

入法にしなければ多くの教諭には一般化しない｡その点を踏まえ､授業の流れや指導計画

と関連づけた活用法として現在の実践を継続 している｡また､場当たりでない継続性の重

要さも実感 してきたが､その点についての考察は前年度の発表原稿に掲載 したので割愛さ

せていただく｡

2 具体的実践

(1) 新聞 ｢見出し付け作業｣学習について

この3年間､ 3学年 ｢政治 ･経済｣の授業において新聞の ｢見出し付け｣学習を継

続 している｡ 方法は以下の①～⑤の手順である｡

① 授業に合わせその日その日の朝刊複数に眼を通 し､｢政治 ･経済｣の授業にタイ

ムリーに活用できる記事を一紙選択する｡ その際グラフや表､アンケート集計､

図解など統計資料が掲載されている紙面をできる限り優先する｡

② 記事の主見出しに貼り紙をして空白とし､生徒数分プリント印刷する｡

③ 授業開始直後にプリントを配布 し､作業時間を3分乃至 5分に限定して見出し付

けを行う｡ 作業時間を限定するのは､与えられた時間内に文章を読み込み判断す

る能力を身に付けさせるためである｡

④ 作業終了後正答を公表する｡生徒の付けた見出しを取り上げて意見を述べさせた

り､教科書や資料集を用いて解説を5分間行う｡

⑤ 授業開始10分を経過すると原則として見出し付け作業学習は終了させる｡ その後

は教科書を主体とした通常授業に入る｡ その日の学習内容と関連する内容の場合

はこの限りではない｡

なお､一昨年はこの ｢見出し付け作業｣学習以外に新聞の切り抜き記事を用いた

意見発表を実施 したが､時間がかかりすぎ昨年度中止 した｡

(2) ｢見出し付け作業｣学習導入の日的

ア 授業の活性化

｢政治 ･経済｣の学習目標は､知識理解を基に資料活用や調査研究など作業的 ･
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体験的学習を通 して生徒一人ひとりの思考判断能力を深め､民主社会において主体

的 ･能動的に生きる人間としての資質を育てることにある｡また､客観的事項 ･事

柄を基礎として現代社会の諸課題を学習する科目であるが､生徒が学ぶ教科書の理

論は時として現実の社会と一致 しない ｡新聞は現代社会を映す活字情報として､諸

課題が集約され立案､審議､法制､執行化されていく過程の情報を具体的に提供す

る｡生徒はその成立過程を追うことにより理論と現実の相互関連を学ぶことができ

る｡ 新聞の ｢見出し付け作業｣学習は､教科書を補完 し生きた教材として授業を活

性化させる簡便かっ即効性のある教材と位置付けている｡

イ 小論文 ･面接指導の教材化

近年進路指導においては､就職や推薦入試､国公立大学2次試験における小論文 ･

面接試験への対応が求められている｡ 3学年 ｢政治 ･経済｣は理系生徒中心のセン

ター試験科目であり､学習指導とともに科目の性格上小論文指導も担っている｡新

聞の ｢見出し付け作業｣学習では､教科書だけでは網羅できない現代社会のさまざ

まなキーワード (環境 ･情報 ･国際理解 ･福祉ボランティア活動等)について､生

徒自身が幅広く理解 ･考察できるよう情報を提供 している｡また､一定の時間内に

記事を読み込み内容を把握する能力を育てることは､小論文 ･面接指導に役立っも

のと判断している｡

(3)評 価

見出しの付け方は同じ記事でも新聞各社の判断によって異なる｡評価は､本文の主

題が概ね把握できていれば〇､半分程度理解できていれば△､的外れ及び無記入は×

と大きく3段階で判断した｡評価そのものが目的ではなく､時事問題に関心をもち作

業に慣れることに主眼を置いたからである｡本年度も検討の末､評価を評定にスライ

ドすることは差 し控えた｡

(4) 新聞の置き場所及び整理方法

3学年教室棟廊下の黒板脇にニュース･ペ-パー-ンガ-を設置し常時閲覧できる

よう配慮 した｡掲示は教科係及び学級当番が担当した｡図書館に新聞ストック係がい

るので､整理は特に心掛けず古紙が溜まった時点で資源物として処理 した｡

3 授業展開例

(1) 取り扱いの視点

平成12年 4月 1日開始の介護保険制度について､前年11月に地元伊那市社会福祉協

議会の福祉専門員を社会人講師として招き講義を受けることにした｡この機会を利用

して､教科書中項目 ｢社会保障の充実｣一豊かな社会への挑戦一､と新聞 ｢見出し付

け作業｣学習を関連させた授業展開を試みた｡具体的には､ 4月から ｢見出し付け作

業｣を通 して介護保険制度導入までの過程を追い､社会人講師を招いたまとめの授業

で､国と地方自治体の福祉行政を比較 し､その関連性や課題等について考察させた｡

一連の学習により､生徒が制度施行の具体的手順や方法の理解､社会保障一般の知識 ･

理解に留まらない政治や経済､国民生活全体を視野に入れた多面的思考 ･判断能力を

身に付けられるよう心掛けた｡



(2)授業構成 (8時間) 対象 :3年 ｢政治 ･経済｣2講座 (b講座38名/f組40名)

4月20日 要介護認定は広域協力76% 読売新聞 介護保険制度 と行政の役割

4月21日 日本マイナ云1.4%成長 信濃毎 日 GNPと経済成長 .景気政策

5月27日 家族介護 も保険給付対象 信濃毎 日.介護保険制度の現状 と課題

7月15日 年金改革来年 4月始動 日本経済 高齢社会 と老齢年金制度

9月15日 65歳以上 6人に 1人 毎 日新聞 高齢社会と社会保障を担 う人々

11月 2日 国債依存度､最悪42%に 信濃毎 日 公債 と財政再建

11月17日 高齢社会への対応 (介護戻険制度､伊那市の場%) 伊那社協 介護保険制度 と地域行政の対応

(3)指導上の留意点

授業は年間指導計画に基づいているので､毎時間介護保険制度を扱 うのではなく､

他の分野の学習においても関連 ･応用させるなど必要に応 じて授業を進めた｡授業で

扱 う記事の選択においては､本文のみの記事をできるだけ避け､グラフやアンケー ト

集計等の統計資料や図解を基に構成されている記事を選択 して､資料活用 ･読解能力

の育成を心掛けた｡

(4) 結果と考察

教科書中項目 ｢社会保障の充実｣学習に介護保険制度導入を取 り上げることで日本

の具体的福祉政策を学ぶことができ､導入過程を新聞記事で追 うことにより､理論 と

現実の相互関連を学ぶことができた｡生徒は世論や国民の要望が必ず しも一致 しない

こと､一つの政策が社会のさまざまな構成要素や利害関係と複雑に関係 しており､特

定の視点のみで理想的な政策を立案することが極めて困難であること､等を学ぶこと

ができた｡新聞という生きた教材を使 う効果の一つは､そうした現代社会の特質を具

体的に認識できることではないかと考える｡

表 1 平成11年度新聞 ｢見出 し付け作業｣学習記事一覧 (実施期間 :4月～12月)

2 4/14(水) 信濃毎 日 大学生初の90%割 れ 18 42 14.74 24%

13.4/go(火)･読売新聞 要介護認定は広域協力76%. 14 ･25. ･37 76. 22%
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15 9/10(金)7朝日新聞 7GDP前期比0.2%増 31 I30 15 76 4.1%

注)正答率は､総計中の○の割合で算出した｡
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表2 新聞 ｢見出し付け作業｣学習アンケー ト

実施 :平成11年12月10日 対象 :政治 ･経済 2講座 回答者数65名
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7 あなたはこの学習を今後も続けた方がよ4%いと思いますか00

9月12月0 ..::'::弓4:%::.:.::欄 EHまい

'Bl.I,●.

1 口どちらともいえない0% 田いいえ0%

■ :卓;::I:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.I.'gl%:::::::::..'.:.l':.:
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表 3 新聞 ｢見出し付け作業｣学習アンケー トにおける生徒の感想

4 N IE実践 2年間の総括

(1)生徒アンケート結果からの考察 (表2･表3)

通常授業と関連 し､準備 ･後指導など授業前後の作業時間を極力減 らし､なおかつ学

習効果が上がる方法はないか､と欲張って始めた新聞の ｢見出し付け作業｣学習であっ
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た｡当初､教科内では授業進度の妨げになると考えられ､NIE活動に消極的であっ

た｡私自身､初年度に実施 した新聞発表を2年目には時間的負担が大きいと考え割愛

した｡昨年12月に実施 したアンケー ト調査を見る限り､｢見出し付け作業｣学習は授

業者が意図した以上に好評で､生徒は熟 L､かつ意欲的にこの作業学習に取 り組んでく

れた (表 2アンケート7)｡日本史 ･世界史など単位数が多 く受験機会の多い地歴科

と比較 し､｢政治 ･経済｣を受験科目に選択する生徒は相対的に少ない (表2アンケー

ト1)｡ しかし､この作業学習を通 して ｢政治･経済｣の学習に効果があったと答える

生徒が増えたことは嬉 しいことであった (表 2アンケー ト3, 6)｡小論文対策の効

果も前者以上に意図していたのだが､やはり授業としての ｢政治 ･経済｣の活性化に

もっとも評価が高かったようだ (表 2アンケー ト2,4)｡新聞に関する興味 ･関心

も深まっている (表 2アンケート5)｡一般に若者の活字離れが進んでいるのは事実

だが､時事問題や社会事象に興味 ･関心をもっていないと判断するのは性急のようだ

(表 3生徒の感想)｡教える側に興味 ･関心を喚起させる努力 (指導法の工夫)が求

められる｡ 朝の民放番組はその日その日の興味ある新聞記事を次々に取 り上げ､要点

を絞ってテンポよく解説 している｡ 視聴率も稼いでいるようだが､あの感覚とが ｢見

出し付け作業｣学習にも若干あったのではない かと思う｡ さらには､暗記中心の授業

にあって､自ら若干の頑を使いクイズ感覚で楽 しく学習できたこと (表3生徒の感想)

も､生徒の知的好奇心をくすぐったといえそうだ｡

(2)総合的な学習の時間への展望

生徒に教え伝える､といったスタンスから､生徒の興味 ･関心やニーズに応える､

生徒の視点に立っという原点が久 し振りに思い出されたこの2年間であった｡また､

後述の平成12年度実践計画に述べたが､｢総合的な学習の時間｣の導入が間近 となっ

た現在､NIE活動は生徒の課題学習や調査研究等にも応用できるのではないかと考

えている｡いずれにせよ､これでNIE実践校の指定は終了するが､今回の活動を生

かしさらに効果的な方法を検討 して､今後も新聞を活用した実践を続けていきたいと

考えている｡

5 平成12年度のNIE実践計画

平成11本年度の実践結果に基づき､本年度の実践計画を下記のとおり立案 した｡今回

の授業展開例と総合的な学習の時間を関連 ･発展させた場合､年間計画例としては ｢情

報｣･｢環境｣･｢国際理解｣･｢福祉ボランティア活動｣等の幾っかの選択項目を設定 し､

新聞を主体とした情報データを調査研究 し､ディベー トの実施､社会人講師の活用､研

究発表等の構成で課題学習が可能ではない かと､考えている｡ とりあえず本年度は年間

見出し付け作業とディベート学習を関連させた学習を主体に置くつもりである｡
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