
新聞をつかった政治経済

～ 紙面の情報を身近なものと感じさせる試み ～

長野県北佐久農業高等学校 新 海 節 生

1.はじめに

2003年は ｢鉄腕アトム｣誕生の年｡手塚治虫が03年を起点とした未来の物語を描いてか

ら40年がたった今､｢アトム｣は夢物語ではなくなり､インターネット利用者は6000万人

を超え ｢ユビキタス時代｣といわれる情報社会は環境が整ってきている｡

情報伝達の媒体には､新聞､雑誌､書籍､テレビ､ラジオ､映画､ビデオなどがあり､

このような ｢多メディア時代｣においては､溢れる情報の中から､より正確で信頼できる

情報を自分のモノにする手段を身につけることが求められている｡

普通教科 ｢情報｣が設定された意義は､｢情報社会の一員として必要な能力と態度を生

徒に確実に身に付けさせる｣ことである｡また､そのねらいは ｢情報活用の実践力｣を深

化 ･定着させるとともに､｢情報の科学的な理解｣と ｢情報社会に参画する態度｣を育成

することにある｡

本校の ｢新聞をっかった授業｣では､必要な情報を収集 ･分析 ･判断し､受信者側から

発信できる ｢情報活用の実践力｣と､情報モラルの必要性とその責任を考えた ｢情報社会

に参画する姿勢｣の育成を主眼とした｡

2.情報媒体としての新聞

新聞はジャーナ リズムの本流だといわれてきたが､今 ｢新聞ばなれ｣が顕著に

なっている｡昨年 7月に発表された内閣府 『情報化社会 と青少年調査報告書』で

は､｢新聞をまったく読まない｣が22.3%で､ 5年前の15.7%か ら7ポイン トも増

加 した｡また､ 日本新聞協会のポジショニ ング調査では､ 1日平均の新聞購読時

間は26分であった｡とくに20代では17.6分と短 く､テレビの平均視聴時間 3時間44

分 と比べるとわずか12分の 1にすぎない｡

アクセスに時間を費やすことな く､浅いが網羅 された情報を収集できる手段 と

しての新聞には､次の三点の特長があげられる｡

○ どのページからでも読める (新聞0'一覧性)

○ 結論をまじえたリー ドから始まる逆 ピラミッド型の文章

○ 見出しとリー ドで概略がわかる

情報収集の方法が多岐にわたる現代においては､必要な情報を選択活用する側

と､無関心に通 り過ぎてしまう側 といった､高度情報化社会での情報活用の ｢二

極化｣が進むことが懸念される｡ そんな中で､新聞は手軽だが確実に情報収集の

アンテナを高 くする最適な手段のひとつであり､｢情報活用の実践力｣ と ｢情報社

会に参画する姿勢｣を育成する有効な手段である｡
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3.紙面の情報を身近なものと感じさせる試み

3年選択履修の ｢新聞をっかった政治経済｣の年度当初は､受講を希望 した生徒でさえ､

政治や経済などの記事への関心は低かった｡ こうした生徒の実態をふまえて､新聞メディ

アを身近なものにさせるための ｢新聞を読むことの習慣化｣と､政治や経済 も身近なもの

であることを実感させるための ｢紙面との共有域を増やすこと｣を､授業のねらいとした｡

そのため､新聞を用いた週 2時間の授業のほかに､信濃毎日新聞社主催の ｢子育てフォー

ラム｣への参加や､佐久市周辺の市町村合併の動き ･長野県の厳 しい財政状態などについ

て専門家か ら話 しを聞 くとともに､生徒の意見発表の場として県高校文化連盟主催のコン

クールなどに応募 した｡

4.政治経済の授業展開

(選択 2単位､受講生徒15-20名)

(1) プリントによる授業 (資料 1)

○ 生徒は前日の新聞を家庭から持ってくる｡

○前日の地方紙と全国紙 (信毎 ･朝日･毎日･読売)に掲載 された共通記事に関す

る質問 (5-lo遇)をプリントで配布する｡

○ 質問の記事を個人やグループでさがす｡必要に応 じて紙面構成の特徴や記事 に関

するヒントを提示する｡

○ 答えは答えたい生徒が板書する｡答えが質問の趣旨か らそれている場合には確認

する｡

○教科書 と照合 しながら､図などを用いて説明する｡

〇 一学期初めはスポーツ ･芸能など生徒の興味ある記事を中心とする｡

06月頃から経済面 ･政治面 ･国際面からの質問を中心とする｡

〇 二学期には株式 ･為替 ･市場価格などの動向を取 り入れる｡

○ 農業高校なので農業 ･環境 ･医療に関連する質問に心がける｡

○ プリントは回収 し添削 してから返却する｡裏面を利用 して宿題を出すようにする｡

(2)社会人講師

テーマ ｢北農の先生から専門的な話 しを聴こう｣ (4-5月)

日 時 平成14年 4月24日 (水)如寺限.

講 師 中村勝博氏 (本校英語科教諭､早稲田大学大学修士課程在学中)

内 容 ｢Areyou"MadeinJapan"?.｣

7--マ ｢合併つて何だろう｣ (6-7月)

日 時 平成14年5月17日 (金) 2時限

議 師 潰村圭一氏 (長野県佐久地方事務所総務課課長補佐)

内 容 ･｢市町村合併について考える｣
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7一-マ ｢新聞の楽 しい読み方を教わろう｣~

日 時 平成14年5月22日 (水)4時限

講 師 井出次夫氏 (信濃毎日廟 聞編集局次長整理部部長)

内 容 ｢記事ができあがるまで～取材現場からのメッセージ～｣

テーマ ･｢合併つて何だろう｣ (6-7月)

日~J時 平成14年6月28日 (金) 2時限

講 師 町田豊秋氏 (北佐久郡浅科村企画室長､.本校OB)

内 容 ｢ぼくの浅科が消えてしまうの-?｣

テーマ ｢50年後のくらしを予想 しよう｣ (8-9月)

日 時 ■平成14年 7月19日 (金) 2時限

講 師 田津学氏 (社会保険事務局年金広報専門官)

内 容 ｢年金制度の仕組みについて｣

T-マ ｢テロの文字が載 らない日はない～9.11から1年～｣ (10-11月)

日 時 平成14年11月6日 (水)4時限

講 師 出沢敏男氏 (佐久市岩村田在住､ニューギニアで終戦)

内 容 ｢母を思う～ニューギニア戦線より～｣

チ-マ ｢財政再建団体つて何だろう｣ (12-1月)

日 時 平成14年12月18日 (水)4時限

･講 師 小池広益氏 (長野県総務部財政課主任)

内 容 ｢県の予算と財政状況｣

テーマ ｢これからの長野県､これからの庭久｣ (4-5月)

日 時 平成15年 5月9日 (金)4時限

講 師 木内均氏 (長野県議会議員)

内 容 ｢これからの長野県､これからの佐久～生徒の質問から～｣ (資料2)

備 考 県議選や県議会のようすが新聞やテレビなどで連日報道される中で､知事

と県議がどう.して対立 しているのか､長野県政で何が課題になっているのか､

ダムをはじめ公共事業はどうなっていくのか､佐久の農業にはどういう方向

性があるのか､生徒の関心事に木内先生がひとつひとつ丁寧に答えて下さる

ことが､子どもたちに新鮮だったようだo｢紙面との共有域をふやす｣アブロー
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T-マ ｢国際平和と日本国憲法～沖縄修学旅行で知ったこと～｣ (6-7月)

日 時 平成15年6月20日 (金)4時限

講 師 出沢敏男氏 (佐久市岩村田在住､ニューギニアで終戦)

内 容 ｢母を思う～ニューギニア戦線より～｣ ;

備 考 アフガニスタン侵攻からイラク戦争など国際問題が連日報道され､イラク

特別法が国会で審議されている○ 沖縄ひめゆり祈念資料館 .平和の礎､糸数

壕見学や宮城喜久子氏の講演などを通 じて､戦争の非人間性と残酷さを心に

刻み､戦後日本の平和とその尊さを学んできた生徒たちには､出沢氏が語る

千人針に守られたこと､戦場で聞こえた母親の声のことなどが､ まっす ぐ心

テーマ ｢みんなで支える公的年金～高齢化社会の中で～｣ (8-9月)

日 時 平成15年8.月29日 (金)4時限

講 師 三浦良介氏 (長野社会保険事務局広報官)

内 容 ｢新聞が取りあげる年金不信とは-.｣ (資料 3)

備 考 公的年金に関する記事が毎日掲載され､坂口厚労大臣の卒業論文という報

道もある○このテーマの決めだLはテレビ欄に載った社会保険庁のPR (女

優江角マキ子氏)に生徒が興味を持ったことから○｢国民年金の嘩険料未納 4
割｣の見出しに ｢将来のことを考えよう｣｢みんなで維持しよう｣など公的年

金制度の重要性を口にする生徒o しかし ｢年金不信｣など新聞がかきたてる

｢テーマ ｢コキンズつて何だろう｣ (ll-1月)
日 時 平成16年 1月30日 (金).4時限

講 師 安井啓子氏 (蚕都ま-ゆ代去)

内 容 ｢地域通貨ま-ゆ～地域のたからもの～｣

備 考 県政は ｢コモンズからはじまる信州ルネサンス｣を提唱 しているo新聞や

テレビで見聞きするコモンズ (Commons)とは何だろう○ このテ-マは､

(3)講演会への参加

講演会 ｢子育てフォーラム｣講演会と分科会 (信濃毎日新聞主催)

目 的 ｢大人の話 しを聴こう～親からの発信～｣

日 時 平成14年4月27日 (土)1_3:30-15:00
会 場 長野県佐久勤労者福祉センター

講 師 汐見稔華氏 (東京大学教育学部教授)

備 考 生徒には ｢親へのメッセージ｣を課題とし､相談のうえ投稿○ 保護者へ｢自分たちの子育て｣をお願いし､承諾のうえ投稿○
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(4) 発表の場

① 人文社会科学 コンクール (長野県高等学校文化連盟)応募

(平成14年度) ｢AgriculturalDeVelopment～肥料と微生物について～｣ほか2作品

② ｢環境メッセージ｣(NHK･全国地方新聞社連合会共催)投稿 (資料4)

(目的)学年末の課題として提案〇三年間北農で学んできた農業を題材にする○エコロジー

マインドの育成を目標とした学習のまとめとするo

(内容)農業科で取り組んできたアイガモ農法､食品加工科プロジェクトの国産大豆の商

③ 新聞つ くりと発表

(目的)壁新聞を二学期の課題として提案○テ-マは自由o見出しや内容､写真図版の構

成などに創意工夫を期待する○講座内で発表o予想以上に好評であった○

l○ 佐久平駅前大型店の株価を追いながら他のス-パ-と比較し ｢二強時代｣を指摘○

○ 不審船事件から粒致事件まで緊迫する日朝外交と逼迫する食糧事情を記事に○

○ 中学生の頃から取り組んできた福祉活動への思いと手話 ｢あいうえお｣など解説○

(5)生徒の意見 ･感想 (原文のまま)

〇 一学期初めは､新聞のどこにどんな記事が書かれているのかわか らず質問に答え

るのが大変だったけど､よく見ると分別されていることが分かってよかったと思

う｡ 受験で小論を書 くときに､新聞で読んであった記事のことが書けてよかった｡

○ 新聞って､事実ばかり伝えていて悲 しいとか楽 しいとか感情が入 っていない｡

○ 新聞を読むことが楽 しいことだと初めて知った｡ この授業で､前より新聞を見 る

ようになり内外のことがわかるようになり勉強に役立 っている｡

○授業で出された課題を探 していると､けっこう自分が読みたいと思 う記事をみつ

けられた｡たまたま新聞か ら話題ができたり､新聞の広告で読んでみたいと思 う

本の情報があったりした｡

○ やっぱりスポーツ欄がおもしろい｡

○ 新聞をっかった学習をやっていると､今まで自分の生活に入っていない情報が入っ

てくるので､授業中に思わないところで役立 ったりした｡

OBSEがアメリカの牛に出たということでアメリカか らの輸入牛肉がス トップし

てしまったという記事を読んだ後､スーパーの肉を売 っているコーナーがいっも
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より少なくなっていて､影響がでているんだなと感 じました｡

○ 自分の知らない言葉やことわざ､漢字などが覚えられて好きでした｡

○ 世の中はせまいなぁと思った｡となりの国では核をっくっているし､遠い国に自

衛隊を出すんだから､ホントにせまいと思った｡

○ 生活の中でニュースを見るようになったし､世の中で何が起きているのか知 る事

ができた｡

○ いろんな記事を読んで､自分の知 らない所でこんな事がおきているのか-とか､

細かい時間や場所までキッチリ書かれているので､現場の雰囲気は何 となくつか

める｡

○ 世の中は色んな事が起きているんだと知った｡大人の人と会話がはずんできたよ

うな気がする｡

○ 新聞をっかった授業は好きでした｡普段は新聞を読むことが少なかったためにい

ろいろなことを知 らなかった｡授業で新聞をっかい始めてから､身近なできごと

をわかってきた気がする｡

○今の高校生の ｢数量感覚のずれ｣という記事を見て､自分 もぜんぜんあっていな

かったことがわすれられない｡

5. 今後の課題～生涯学習型の新聞活用～

NIE (新聞を教育に)の実践にあたり､小学校では生活科や総合学習の中で､また中

学校の社会科では時事問題や投稿などを用いるといったように､発達段階に応 じた新聞と

の関わり方を追究 している｡児童館などでは就学前の幼児に､意識的に新聞を遊び道具と

して用いている｡こうした幼児から児童､生徒への取り組みを踏まえることは､高校生へ

の ｢新聞をっかった授業｣への前提であり､高校段階で意識 しておくことは､バ トンをわ

たす次の状況が ｢現実の社会｣であることである｡

学歴評価の社会から､生涯学習型社会への転換が目指されて久 しい｡この間､カルチャ

-センタ-などの民間の営利団体やNPOなどの民間非営利機関によって､数多 くの学習

機会が提供されている｡ しかし､もっとも重要な役割を期待されているのは､社会教育行

政による生涯学習支援である｡ さまざまな機関とのネットワーク化が模索され､｢エル ･

ネット｣や ｢e-ラーニング｣など学校や地域の諸機関との連携強化が進んでいる｡

こうした職業 ･情報など多面的な生涯教育時代で､情報メディアとして長 く活用されて

きた新聞を､学校と家庭 ･地域が連携 してこれからも活用 していくことは必需である｡そ

れには新聞を読む楽 しさを日常の習慣に位置付けて､新聞がもっ ｢一覧性 ･逆 ピラミッド

型文章 ･概略がわかる見出しとリード｣の利点を無意識のうちに体得させることだ｡

選択政治経済の授業が始まった当初､『かっこうわるい』と言 っていた生徒たちに､二

学期以降授業が始まる前から新聞を開くという変化が表れ､うれしかった..

家庭に密着 していると思われている新聞だが､購読 していない家庭が 1割にのぼる｡家

庭の中で､新聞を通 して親子の会話が生まれることを目標とし､社会教育や生涯教育との

連携をはかりたい｡
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6.おわりに

高度情報化社会の中において､農業分野でも情報を有効活用する ｢情報 リテラシー｣が

求められている｡また､情報を有効利用できるものと情報から疎外されるという､いわば

｢二極化｣が懸念されるこれからの社会で､農業のスペシャリス トとして､一覧性をはじ

めとする特長を生かした新聞活用があらためて注目される｡

年功序列型の日本型企業形態が過去のものとなり､定年後の再就職 ･雇用など就労期間

が長 くなる中で､｢情報のアンテナを伸ばし高 くする｣ ことは､生涯学習型社会に適応す

るため不可欠の条件になっている｡

この授業が､高校を卒業 しやがて社会に巣立っていく教え子たちにとって､新聞を読む

ことが日常となり､さらに情報収集の手段として発展させていけるきっかけとなることを

願 っている｡

資料 1 授業で配布するプリント (前日の新聞記事に関する質問)

新聞をっかった政治経済 平成15年 5月16日
1. 新聞をみて､次の質問を考えよう｡

① アメリカ政府は､EUが遺伝子組み替え作物の輸入を制限 しているのは ｢世界貿易機

関｣協定違反だとして提訴 した｡世界貿易機関､ この機関の略称をアルファベットで

教えてください ｡

② 14日､日本高野連は新型肺炎を懸念 して､ 6月中旬に開催を予定 していた国際親善試

合を中止すると発表 しました (でもSARSが下火になれば､一年後に開催されるよう

です)｡では､来日が予定されていたのは､どこの地域の高校ですか教えてください｡

③ 同時多発テロにアフガニスタン侵攻､イラク戦争に新型肺炎と相次 ぐ逆風で､国際線

は空席と欠航が目立っなど､航空業界は厳 しい状況にあります｡では､みんなが沖縄

修学旅行で搭乗 した航空会社の株価 (終値)を教えてください｡

④ スターウォーズで有名なジョージ･ルーカス監督が､アニメ映画の制作に乗 り出すそ

うです. ライバルのスティ-ブン･スピルバーグ監督率いる映画会社が､昨年アカデ

ミー賞 (長編アニメ賞)に輝いたことが刺激になったのかもしれません｡では､ この

アカデ ミー賞に輝いた作品名を教えてください｡

新聞をっかった政治経済 平成16年 2月6日

2. 新聞をみて､次の質問を考えよう｡

① アメリカ大統領の民主党指名争いが職烈を極めています｡ケリー上院議員は､予備選

や党員集会が行われた7州のうち5州で勝利 しました｡こうして決まった民主党候補

が､共和党のブッシュ大統領と対決する本選挙は､いっ行われるか教えてください｡

② スペシャルオリンピックス冬季大会が､長野市をはじめ県内各地で開催されます｡ し

か し､運営面で深刻な財政難に直面 しており､対応策の検討が急務のようです｡スペ

シャルオリンピックス?略称をアルファベットで､また大会の開催期間を教えてくだ
さい｡
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③ サンリオは､ハローキティの誕生30周年を記念 した純金製の大判 ･小判を発売 します｡

このデザインは､歌舞伎の登場人物 ｢○○｣の姿をあしらったものです｡ この○○に

あてはまる言葉を教えてください｡

④ 昨年全世界の携帯電話の販売台数は､ 5億台を突破 しました｡メーカー別の市場占有

率 (シェア)で首位となったフィンランドの企業名を教えてください｡また､ 3位に

入 った韓国の企業名も教えてください｡

⑤ 携帯電話は､病院内での使用が禁止されていました｡ しかし､医療機器から22cm離せ

ば支障がないことから､場所を限定 して解禁の動きがあるようです｡患者の立場から

肯定される面 もあります｡では､患者の側からのメリットを教えてください｡

⑥ 東証株価が大きく値下がりしました｡とくに下げ幅が 15%ともっとも大 きかったの

は､自社株操作にからむ証券取引法違反容疑でいっそうの業績悪化が心配される企業

でした｡シロアリ点検商法が社会問題化 し､大幅に株価をさげているこの企業名を教

えてください｡

資料 2 木内均氏への質問 (一部)

全員の質問をまとめました｡よろしくお願いします｡

O ｢脱ダム宣言｣その構想について､木内先生のお考えを教えてください｡

(土屋明美さん)

○ 県議会議員として､これから取 り組んでいきたいことは何ですか｡

(棚沢健太郎君)

○ 石原都知事は 『東京から日本を変える』と言っていますが､長野県から日本を変えてい

けるような具体策はないですか｡ (小林真君)

○ 公立高校の4学区制､来年度からの ｢自己推薦｣についてどう思いますか｡先生 はこれ

に賛成ですか､反対ですか｡ (森山睦さん)

(中略)

○ 当選が決まった時の感想と､これからの抱負を聞かせてください｡ (高橋期太君)

○ 信濃毎日新聞にあった ｢広域的な視点からの佐久地方のまちおこし｣について､具体的

な政策や方向性をお聞かせください｡-本校では ｢命を育む｣農業の大切さをいろいろな

場面で生徒に説いてきています｡｢佐久地方のまちおこし｣構想の中で､佐久の農業 と

北農の展望についてもふれていただけるとありがたいですっ (担当 新海節生)

資料 3 ｢ねんきんクイズ (高校生編)｣にチ ャレンジしよう｡

①国民年金に加入するのは何歳からでしょう?

18歳 20歳 40歳 65歳

②平成14年度の調べでは､全国に100歳以上の人は何人だったでしょう?

約800人 約1,800人 約18,000人 約18万人

正答率67%

正答率 0%

③公的年金には3つの給付があります｡次のうち､間違っているのはどれでしょう?

老齢年金 障害年金 遺族年金 養老年金

④次のうち､｢公的年金｣でないのはどれでしょう?

国民年金 個人年金 共済年金 厚生年金
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⑤次のうち､国民年金の ｢第 1号被保険者｣ではないのは誰で しょう?

自営業者 フリ-タ- 会社員 大学生 (4年生)

⑥老齢年金が支給されるのは何歳まで ?

70歳 75歳 80歳 生きている限り

⑦病気やケガで働けなくなったときなどに受ける公的年金を何 といいますか ?

障害年金 養老年金 遺族年金 老齢年金

正答率25%

正答率75%

正答率83%

⑧老齢年金を受けるためには､何年以上､保険料を納めなければいけないで しょう?

5年以上 10年以上 25年以上 40年以上 正答率50%

⑨サラリーマンだった夫とその妻 (専業主婦)が受けられる老齢年金 (老齢厚生年金)は､

毎月いくらくらいだと思いますか ?

13万円くらい 24万円くらい 35万円くらい 50万円くらい 正答率58%

⑲公的年金を運営 している国の機関はどこで しょう?

社会保険庁 国税庁 金融庁 文化庁 正答率67%

資料 4 環境メッセ-ジ (園芸科 小棒友里恵さん 作品 ｢想い｣)

この手で育てる

花を

自分の心をも

ほんとに小さな

まるでゴマ粒のような種

手のひらにのせると

今にも転がりだしてしまいそう

育苗箱の中に

小さな畑を耕 して

一粒二粒と播いていく

パラリハラリとも音のつかない

世界

小さな命の源が

温かな懐に潜っていく

しばしの眠りからの覚醒

初々しい新緑の双葉がひょっこり

顔をだす

守っていてくれていた懐を破って

外の景色を見渡 してみる

ぬくぬくとした居心地のよさに

触れ

様々な植物たちに迎えられる

すぐそばによく似た仲間

毎日

太陽の恵みを

降り注ぐ水を受けて

ぐんと背も伸び足を張り

ひとまわりもふたまわりも遥しく

なっていく

汗のしたたる暑い日も

凍える空気に頬を赤く染める日も

せっせせっせと土いじり

花が育ちやすい環境をと

除草に追肥に潅水に

まるで子を持っ親のよう

その甲斐あってか

いやそうでなくとも

見る人を引きつけるような

心が癒されるような

見事な花を咲かせ

心の中に春を運んでくれる

-ありがとう-ただひたす らに

感謝

喜びを

尽きることのない

愛 しさを

大切にするか らこそ

その優 しさをくれる

生 きやすい環境があってこそ

存分に命を生 きられる

ギブ ･アンド･テイク

そのような関係を自然と結べたら

与えるだけでも与えられるだけで

もなく

お互いが対等であれたら-

今はきっと

人間が自然を支配 している

奪 うだけ

ただ奪 っていくだけ

何のため ?

誰のため ?

行 く末には自然の断末魔の叫び

共存なくして人は生きられない

支えとなる存在が大きすぎるから
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資料 5 選択政治経済 (1学期期末テス ト) 平成15年 7月1日実施

1.イラク復興支援特別措置法案の国会審議が始まりました｡朝日新聞社が 6月28､29の両日実

施した全国世論調査では､政府が検討している自衛隊派遣について､賛成46%､反対43%と

判断力Ⅵまぼ二分されました｡国の最高法規である日本国憲法の条文の中から､第 2章の第 9

条について質問します｡条文の ( )にあてはまる文言を答えなさい｡

① 日本国民は､( あ )と秩序を基調とする ( い )を誠実に希求 し､( う )の発

動たる戦争と､武力による ( え )又は武力の行使は､国際紛争を解決する手段とし

ては永久にこれを ( お )する｡

② 項の目的を達するため､陸海空軍その他の ( か )は､これを保持 しない｡国の (

き )は､これを認めない｡

2.身体的な性別特徴と社会的心理的な性別の役割が一致しない ｢性同一障害｣に苦しむ患者の

訴えを受けて､いま戸籍上の性別変更などについて論議されています｡｢個人の尊重｣を明記

する憲法第 13条について質問します｡条文の ( )にあてはまる文言を答えなさい｡

すべての国民は､個人として尊重される｡ 生命､自由､及び ( あ )に対する国民の権

利については､( い )に反しない限り､立法その他国政の上で､( う )を必要とする｡

3.国の理想がもりこまれた憲法は､目先の事情に迎合して､たやすく改正されていいはずはあ

刃ません｡そのため､憲法改正の手続きは､一般の法改正に比べて､とくに厳格に定められ

ています｡では､日本国憲法第96条について質問します｡条文の ( )にあてはまる文言

を答えなさい｡

この憲法の改正は､各議院の総議員の ( あ )以上の賛成で､国会が､ これを発議 し､

( い )に提案してその承認を経なければならない｡この承認には､特別の ( い )投票

又は国会の定める投票において､その ( う )の賛成を必要とする｡

4.日本の政治を柔軟で魅力あるものにしようと､いまの議院内閣制でなく ｢首相公選制｣を導

入することが論議されています｡しかし､この公選制を実施するには､クリアしなければな

らない多くの課題があります｡では､次の政治家の中から､現行憲法で内閣総理大臣の指名

要件を満たす人物をすべて選びなさい｡

【参考資料 第67条】

内閣総理大臣は､国会議員の中から国会の議決で､これを指名する｡この指名は､他の

すべての案件に先だって､これを行ふ｡

田中康夫 (文芸賞作家･長野県知事) 石原慎太郎 (芥川賞作家･東京者陪口事)

石原伸晃 (慎太郎氏の息子･行革規制改革担当大臣) 三村申吾 (前衆議院議員･青森県知事)

馳浩 (プロレスラー･衆議院議員) グレートサスケ (プロレスラー･岩手県議会議員)

橋本聖子 (元オリンピックスケート選手･参議院議員) 西川きよし (タレント･参議院議員)

松浪健四郎 (元レスラー･衆議院議員) 竹中平蔵 (慶応大学教授･経済財政政策金融担当大臣)

5.小泉首相は ｢三位一体の改革｣として､地方自治体への税源移譲 ･補助金 (国庫支出金)磨

止 ･地方交付税の見直しに取り組んでいます｡小林真君は木内均県会議員に ｢長野県から日

本に発信できること.は何ですか｣と質問しました｡また木内先生は､｢地方自治は大統領制に

近い｣ことも教えてくれました｡では､宿題で調べたアメリカ大統領制などに関して質問し

ます｡
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① アメリカでは､三権を厳格に分離 して相互に均衡と抑制を保っようにしています｡三権

とは､立法権 ･司法権ともうひとっは何権か答えなさい｡

② 大統領の任期は4年だが､制度上何選以上が禁止されているか答えなさい｡

③ 大統領選挙人を選ぶ選挙権は､何歳以上の国民に与えられているか答えなさい｡

④ 大統領制の国を､アメリカ合衆国のほかにひとつ答えなさい｡

⑤ あなたが住んでいる地方自治体の首長 (市長 ･町長 ･村長)名を答えなさい｡ なお､解

答欄には住んでいる市町村名も記 しなさい｡

6.新聞に関する質問に答えよう｡( )内は記事になった日付です｡

① イラクの首都バクダッドがほぼ制圧されました｡主要 ビルや道路 は放棄 され､一部では

略奪 もおき無政府的な状態で､治安回復できるか心配です｡ では､国連決議を得ないで､

イラクを攻撃 しているふたっの国を教えてください｡ (4/10)

② 中国や香港で流行 している ｢重症急性呼吸器症候群｣の略称を､ アルファベ ット四字で

教えてください｡ (4/10)

③ 札幌市長選では､最多得票者の票数が法定投票数に達 しなかったため､再選挙になりま

した｡ここでいう法定投票数とは何か具体的に説明してください｡ (4/14)

④ 北農をはじめ長野県の公立高校の入試制度が､来春から大 きく変わります｡今まで受験

のチャンスは一回だけでしたが､これからは前期と後期の二回､好 きな高校を受けるこ

とができます｡前期は ｢自己推薦型｣といって自分をpRすることがポイントになります｡

では､後期では､一般入試のほかにどんな審査が加わりましたか. (4/21)

⑤ 借金に苦 しんでいた自動車メーカー日産は､四年という短期間で約二兆円の負債を解消

しました｡｢日産の奇跡｣ともいわれる偉業ですが､この建て直しをすすめた社長の名前

を教えてください｡ (4/23)

⑥ 深刻化するデフレと消費低迷の中で､｢二強｣といわれるスーパ一二社は､売上高 と収益

の面で他のスーパーを大きく引き離 しています｡ひとっは佐久平 ジャスコの ｢イオン｣

ですが､ もうひとっは何というスーパーですか｡ (4/23)

⑦ 子どもの数と総人口に占める割合が減りつづけてきます｡都道府県別に比較 した場合､

子どもの割合が19.3%と最 も高かったのはどこか教えてください｡ (5/5)

⑧ 市町村合併に関する住民投票が､県内で初めて行われました｡｢合併する｣341票､｢合併

しない｣118票､無効が10票で､投票率は88.49%で した｡ この住民投票は､投票資格年

齢が大幅に変更されたことも話題になりました｡この村名を教えて ください｡

(5/12)

⑨ 北京で猛威をふるう新型肺炎の感染源の一人は､三月に香港を訪れた72歳の中国人男性

(死亡)だったことがわかりました｡通常の患者より強力に感染を広げる患者のことを何

というか教えてください｡ (5/12)

⑲ 成長促進効果があると飼料添加物に使用されていた抗生物質には､｢明らかな効果は認め

られない｣(農林水産省)ことがわかりました｡畜産科学科の寺滞先生によると､北農で

は使ったことはないそうです｡今回判明したのは､どんな家畜に使用 してきたものです

か｡ (5/12)

⑪ 日本が武力攻撃を受けた場合に､自衛隊が円滑に行動できる有事関連法案が､衆議院特

別委員会で可決され､今国会で成立する見通 しになりました｡ これ らの法案が与党 と野

党で修正合意 した背景は､北朝鮮の弾道サイルや不審船など緊迫化する国際情勢があり

ます｡日本も射程内にあるといわれる､北朝鮮弾道 ミサイル名を教えてください｡
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(5/15)

⑫ 国立歴史民俗博物館は19日､水田稲作が伝わったことでスター トする弥生時代の実年代

は､教科書などの定説紀元前 5世紀よりも500年古 く､紀元前10世紀 ころだと発表 しまし

た｡ これは､北部九州から出土 した土器を科学的に分析 した結果ですが､ この分析方法

を教えてください｡ (5/20)

⑬ ｢金融危機は絶対におこさない｣小泉首相の約束です｡自己資本率が大 きく低下 し､税

金による公的資金を投入することになった大手銀行はどこですか｡ この銀行の株価 は大

幅に値下がりしています｡今後の動きに注目です｡ (5/20)

⑭ 松本市美術館では､20世紀で最 も偉大な写真家のひとりといわれる人の写真展が開かれ

ています｡スペイン内戦のさなか1936年 9月､フランコ反乱軍にね らわれあお向けに倒

れる共和国民兵､その決定的瞬間をとらえた一枚は､｢真実の場面かどうか｣ と議論 され

てきました｡この写真家とはだれですか｡ (5/20)

⑮ ｢83歳になり､人生を終え神の前に立たなければならない日が近づいている｣ との発言

が､波紋を広げているローマ法王とはだれですか｡ (5/26)

⑲ 第29回主要国首脳会議が､アルプスの麓の都市で開幕 しました｡ イラク戦争後G8の首

脳が一堂に会 して討議するのは初めてです｡ この会議が開かれている､｢水｣でも有名な

フランスの都市はどこですか｡ (6/2)

⑰ 受験技術優先の司法制度を改革 しようと､いま ｢法科大学院｣開設がすすめられていま

す｡原則は三年間ですが､教育実習の田守先生 (山梨学院法学部)が この大学院に入学

すれば､最短何年で新司法試験に受験できますか｡ (6/2)

⑬ 自然と共存できる環境にしようと､電池をっかい走行距離を競 う ｢エコカー レース｣が

開かれました｡ この大会の燃料電池 ･学生の部門で全国優勝 した長野県の高校はどこで

すか｡ (6/2)

⑲ 0157の感染源として､悪玉扱いされたのは ｢かいわれ｣でした｡今回魚体に含まれてい

る水銀が悪影響を及ぼすとして､厚生労働省から ｢できるだけ食べないように｣ と指摘

された魚をひとつ教えてください? この勧告で､市場の値段は下が りつづけ､漁業関係
者は悲鳴をあげているようです｡ (6/16)

⑳ 照明を消 してライフスタイルを考えようと､環境省とNGOが連携 して企画 した ｢消灯イ

ベント｣が22日夏至の夜､全国各地で一斉に行われました｡全国の名所でも協力 して消

灯 しました｡これらの中で世界遺産に指定されている場所をひとつ教えて ください｡ ち

なみに､北農の一 ケ月あたりの電気料金は､45万円です｡学校全体で節電につとめましょ

う｡ (6/23)
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