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「第 21回広島県ＮＩＥ教育奨励賞」の受賞者・校の決定について 

                                                                             

                        広島県ＮＩＥ推進協議会 

会長 朝倉 淳 

 

 平素から、ＮＩＥ（教育に新聞を）に対するご理解、ご協力をいただき、ありがとうご

ざいます。 

 広島県ＮＩＥ推進協議会主催の「第 21 回 広島県ＮＩＥ教育奨励賞」の受賞者・校は、

以下の通りに決定しました。（最優秀賞受賞作品の次に掲載しています） 

今回は、2022年度の実践が対象で、広島県内のＮＩＥ実践指定校を中心に学校・個人か

ら 33点の応募がありました。朝倉会長を審査委員長に、当協議会の役員７人で審査しまし

た。 

最優秀賞受賞作品（広大附属中・高等学校 鶴田輝樹教諭）を掲載します。 

 

  



 

SDGs達成に向けた NIE 実践の開発③ 

～ユネスコスクールとしての取り組みの一環として～ 

 

                     広島大学附属中・高等学校  鶴田 輝樹 

１．はじめに 

本校では，2020(令和 2)年度より，SDGs を

テーマに NIE 実践の開発を進めてきた。毎年

生徒の意見や成果物を参考に，学習活動の見

直しを図りながら，実践の開発に臨んでいる。 

本校は NIE 実践指定校としてはまだまだ日

が浅い一方，ユネスコスクールとしては日本

で最も長い歴史(1953 年発足)を持っている。

校務分掌にユネスコ教育推進部，生徒会にユ

ネスコ委員会，部活動にユネスコ班(1970 年

設立)を設置し，長年にわたって継続的にユネ

スコ活動に取り組んでいる。 

2022 年度，実践者はユネスコ教育推進部長

として，これまでの SDGs をテーマにした NIE

実践を継続しながら，ユネスコ班員やユネス

コ委員が行う活動の一環としても NIE 実践を

取り入れた。 

 

２．実践計画 

2022 年度の NIE 実践の詳細については，報

告書末尾に示した(資料 1)が，主として「SDGs

の記事を中心とした新聞の構成理解」，「SDGs

をテーマとしたオリジナル新聞作り」，「SDGs

のフレームワークを使った新聞記事分析」，

「SDGs の付箋を活用した新聞記事のまわし

読み」，そして「新聞を活用したユネスコ班・

ユネスコ委員会活動」の 5 つの活動に取り組

んだ。 

先ず，NIE 実践の準備段階として，特に中

学では，もともと新聞を読む習慣の無い生徒

に，新聞に興味・関心をもたせるため，日常

的に生徒が通る校舎 1 階に，中国新聞朝刊一

面を毎日掲示・更新した。さらに 5～6 月・10

～11 月の期間中，朝日・日本経済・産経の全

国紙に加え，地方紙の中国新聞を生徒が手に

取りやすいように設置し，NIE 実践校として

の環境づくりを行った。 

 

 

中学校生徒掲示板の様子 

 

３．実践内容 

（1）SDGs の記事を中心とした新聞の構成理

解＜中 1～高 1 対象＞ 

新聞の構成自体を分かりやすく理解するた

めに，昨年度よりも対象学年を増やし，中学

1 年生から高校 1 年生が，第 13 回「いっしょ

に読もう！新聞コンクール」への作品応募に

取り組んだ。コンクール作品の制作を通して，

新聞の紙面構成や人に伝わる文章の特徴を理

解するとともに，周りの人と一緒に記事を読

むことで様々な考え方にふれ，さらに自分の

意見をまとめることで，思考力・判断力・表

現力を育成することができた。また，この活

動を通して，多面的・多角的に社会的事象を

考える良い機会にもなった。 

 

（2）SDGs をテーマとしたオリジナル新聞作

り＜中 1～高 1 対象＞ 

夏休みの課題として，SDGs をテーマに，中

学 1～3 年生はオリジナル新聞・新聞切り抜 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%9D%E6%97%A5%E6%96%B0%E8%81%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E7%B5%8C%E6%B8%88%E6%96%B0%E8%81%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%A3%E7%B5%8C%E6%96%B0%E8%81%9E


き作品を，高校 1 年生は，新聞感想文・新

聞切り抜き作品を制作した。この活動の事前

学習として，社会科の授業の中で新聞紙面の

構成・記事の書き方・見出しの付け方等を説

明した。読み手に分かりやすい新聞紙面を作

るという活動を通して，生徒に思考力・表現

力を育むことができた。完成した作品は，第

22 回中国新聞「みんなの新聞コンクール」へ

応募した。 

   

   

 本校中学生・高校生が制作した 

オリジナル新聞/新聞切り抜き作品の一部 

 

（3）SDGs のフレームワークを使った新聞記

事分析＜中 1・2 対象＞ 

これまで実施してきた新聞記事の分析につ

いて，今年度は中学 1・2 年生を対象に行っ

た。授業の学習過程は図 1 として示した。 

授業者の指導内容としては，先ず導入で， 

SDGs について，スライド資料を示しながら一

つ一つのゴールについて詳しく説明した。 

その後，展開では，日本新聞協会から提供

していただいた新聞(後で比較しやすいよう

なるべく同じ日付のもの)から，SDGs 達成に

向け個人的に重要だと考える記事を見つけ出

し，オリジナルの授業用ワークシートに貼る

よう指示した。 

終結では，それぞれ自分たちが選んだ新聞

記事が 17 のゴールの中のどれと関連づくの

かプリント上のアイコンと線で結び，自分な

りの解決策を記述・発表させた。最後に授業

の振り返りを書かせるとともに，周りの人と

意見交換をしてもらった。 

 

図 1 生徒の学習過程①  

 

 

SDGs の枠組みを意識して新聞を読む生徒たち 

 

（4）SDGs の付箋を活用した新聞記事のまわ

し読み＜中 2 対象＞ 

付箋を活用した実践について，授業の学習

過程は次の図 2 に示した。 

導入では，先ずグループ毎に配布された新聞

記事の中から SDGs に関連していて，個人的

に気になる記事を選んでもらった。そして， 



SDGs の 17 のゴールが書かれた付箋を新聞

記事に直接貼り，その記事に対する自分なり

のコメントを書くよう指示した。 

展開では，4～5 人のグループの中で記事の

まわし読みをやってもらった。教師のはたき

かけとして，できるだけ他の人の意見に左右

されず，記事を俯瞰して見るように声かけを

行った。自分のもとへ戻ってきた新聞記事は

できるだけ詳しく考察するよう促した。さら

に， 昨年の実践と異なり，手元に戻ってきた

新聞記事を使って(第 102 回広島県 NIE 学習

会を参考に)SDGs はがき新聞を作成した。A5

サイズのコンパクトな新聞のため，特に自分

が伝えたいことを絞って表現するよう促した。

また，GIGA パソコン等の ICT 機器を活用しな

がら要点をまとめるよう指示した。 

 

図 2 生徒の学習過程② 

 

 

SDGs はがき新聞の作成に取り組む生徒たち 

（5）新聞を活用したユネスコ班・ユネスコ委

員会活動＜高校生対象＞ 

新聞を活用したユネスコ班・ユネスコ委員

会に関わる活動として，具体的には「Google 

Classroom上に教員が SDGs関連の記事内容を

アップし，班内で共有する活動 (新聞で知

る)」・「ユネスコ班としての活動を新聞の形で

まとめる活動(新聞を作る)」・「自分たちの活

動内容を新聞で外部に紹介する活動(新聞で

伝える)」の 3 つの活動に取り組んだ 1)。 

 

 

図 3 ユネスコ班・ユネスコ委員会活動の概要 

 

 「Google Classroom 上に教員が SDGs 関連

の記事内容をアップし，班内で共有する活動」

については，生徒にとって身近な話題から，

ウクライナ情勢に関する世界的な問題まで，

生徒に考えてほしい問題を厳選して，その新

聞記事内容をオンライン上に示した。 

 

表 1  Google Classroom への掲載記事の一部 

 
(掲載記事を参考にコンクールに取り組んだ生徒も見られた ) 

発行日 ページ 主見出し 袖見出し

5月5日(木) 2面 核なき世界実現へ連携 首相、ローマ教皇と会談

5月24日(火) 1面 広島サミット決定 来年、初の被爆地開催

6月6日(月) 25面 深海プラごみ堆積 海洋機構確認 生態や汚染調査

6月21日(火) 20面 殺虫剤使わないコメ栽培広がる 絶滅危惧種のチョウ「ヒョウモモンモドキ」保全へ

7月26日(火) 22面 ウクライナ平和の知らべ 府中で演奏会 非難の2人に支援金

8月1日(月) 20面 ヒロシマの願い 灯に 平和記念公園で集い

8月30日(火) 9面 異業種タッグで環境配慮型商品 廃棄カキ殻で洗剤開発

9月20日(火) 8面 昆虫食に熱視線 コオロギが食料危機救う？

10月16日(日) 24面 海洋ごみ問題 街で考えよう 再生品販売やワークショップ

10月26日(水) 26面 観光＆海岸清掃 人気 福山の走島でエシカルツーリズム



この活動を通して，生徒たちは，現在地域

や世界で起こっている様々な出来事について，

新聞を情報源として知識を得，その上で，自

分が何をするべきかについて考えることがで

きた。特にウクライナの問題については，自

発的に校内で募金活動に取り組んだり，広島

で開催された，ウクライナからの避難学生が

主催する「ウクライナ平和サミット」へも参

加した。 

 
ウクライナ募金活動の様子 

 

「ユネスコ班としての活動を新聞の形でま

とめる活動」については，ウクライナへの募

金活動・「ウクライナ平和サミット」の様子・

世界のフェアトレードの現状・本校のユネス

コスクールとしての活動等について，『UNESCO 

TIMES』という新聞の形でまとめた。 

 

 

生徒が作成した『UNESCO TIMES』の一部 

「自分たちの活動内容や成果物を外部に紹

介する活動」については，『UNESCO TIMES』を，

壁新聞に拡大して，文化祭で展示し，参加者

に自分たちの活動や世界の諸問題について知

ってもらうこともできた。 

 

文化祭で『UNESCO TIMES』(壁新聞版)と 

フェアトレード商品を紹介した 

 

さらに，『UNESCO TIMES』をコミュニケーシ

ョンツールにして，様々な学校(広島国際学院

高校や修道高校等)とオンラインや対面での

交流・意見交換を行った。 

 

他校とのオンライン交流会の様子 

 

４．成果と課題 

今年度は，新聞コンクールにおいて，多く

の生徒が高い評価をいただいた(表 2)だけで

なく，ユネスコスクールとしての NIE 実践の

中で生徒の成長を感じることができた。 

生徒たちは，新聞を通して世界で今何が起

こっているのかを知り
．．

，そのために自分がで

きることを考え行動し
．．．．．

，それを新聞の形を使

って外部へ発信する
．．．．

ことができた。実践者は，

これからも様々な教育活動に新聞を活かして

いきたいと考えている。  



表 2 2022 年度の新聞コンクールの結果 

 

【注】  

1) 実践者は，第 2 回
広島 SDGsコンソーシ
アム研修会において
「 新 聞 を 活 用 し た
SDGs 推進の取り組
み」として本実践を
オンライン発表させ
ていただいた(第 8回
広島県ユネスコ ESD
×SDGs 大賞受賞)。 

 
【参考文献】 
・メアリアン・ウルフ 大田直子訳，『デジタ

ルで読む脳×紙の本で読む脳』，インターシ
フト，2020 年. 

・『NIE ガイドブック 高等学校編』，日本新聞
協会，2022 年. 

 

資料 1 2022 年度 NIE 実践の概要 

 

コンクール名 部　門 成　果

ジュニア新聞
最優秀賞…1名／広島県教育委員会賞…1名／
RCC賞…1名／入選…4名／佳作…17名

新聞切り抜き
作品(中学生)

入選…2名／佳作…3名

新聞切り抜き
作品(高校生)

最優秀賞…1名／広島県教育委員会賞…1名／
入選…2名／佳作…4名

新聞感想文
(中学生)

最優秀賞…1名

新聞感想文
(高校生)

最優秀賞…1名／広島県教育委員会賞…1名／
入選…4名／佳作…9名

学校賞 広島大学附属高等学校

第13回「いっしょ
に読もう！新聞コ

ンクール」

最優秀賞…1名(高校生部門)／奨励賞…2名
(中学生部門)
優秀学校賞

第22回中国新聞
「みんなの新聞コ

ンクール」

学
年

科
目
名

主な学習活動 実施時期 ねらい

新聞活用学習：SDGsのフレームワークを使った新聞記事
分析

4月

・新聞記事をSDGsの枠組みを通して読むことで，様々な社会的事象に対して，多面的・多角的なものの見方
や考え方ができることを目指す。
・学習成果をまとめることで，SDGs達成に向けて何ができるのかなど，国際理解や国際貢献について深く考
え，集団や社会との関わりについて理解する。

新聞機能学習：環境づくりと新聞の構成理解（SDGsに関
する記事を中心に）
⇒第13回「いっしょに読もう！新聞コンクール」への応
募

5～6月
・家族や友だちといっしょに記事を読むことで，新聞の構成自体を理解するとともに，感想・意見などを書
いて記事とともにコンクールに応募することで，思考力・判断力・表現力の育成を目指す。自分一人の感
想・意見の表明だけではなく，周囲の人の意見も聞いて，多面的に物事を考えさせることをねらいとする。

新聞制作学習：SDGsをテーマとしたオリジナル新聞作り
⇒第22回中国新聞「みんなの新聞コンクール」ジュニア
新聞の部への応募

夏休み
・新聞紙面の構成や，取材，記事の書き方，見出しの付け方など，新聞に関わる基本的なことを学んだうえ
で，読み手に分かりやすい新聞紙面を作ることで，判断力・表現力を身につける。
・生徒自らがオリジナルの新聞を作成することで，語彙の確実な習得を目指す。

新聞活用学習：SDGsのフレームワークを使った新聞記事
分析

4月

・新聞記事をSDGsの枠組みを通して読むことで，様々な社会的事象に対して，多面的・多角的なものの見方
や考え方ができることを目指す。
・学習成果をまとめることで，SDGs達成に向けて何ができるのかなど，国際理解や国際貢献について深く考
え，集団や社会との関わりについて理解する。

新聞機能学習：環境づくりと新聞の構成理解（SDGsに関
する記事を中心に）
⇒第13回「いっしょに読もう！新聞コンクール」への応
募

5～6月
・家族や友だちといっしょに記事を読むことで，新聞の構成自体を理解するとともに，感想・意見などを書
いて記事とともにコンクールに応募することで，思考力・判断力・表現力の育成を目指す。自分一人の感
想・意見の表明だけではなく，周囲の人の意見も聞いて，多面的に物事を考えさせることをねらいとする。

新聞制作学習：SDGsをテーマとしたオリジナル新聞作り
⇒第22回中国新聞「みんなの新聞コンクール」ジュニア
新聞の部への応募

夏休み
・新聞紙面の構成や，取材，記事の書き方，見出しの付け方など，新聞に関わる基本的なことを学んだうえ
で，読み手に分かりやすい新聞紙面を作ることで，判断力・表現力を身につける。
・生徒自らがオリジナルの新聞を作成することで，語彙の確実な習得を目指す。

新聞活用学習：SDGsの付箋を活用した新聞記事のまわし
読み

11月

・新聞記事をSDGsの枠組みを通してコメントを付けながら読み，その記事をまわし読みすることで，自分の
考え方を再評価し，世界の動向や社会の課題について多様な考え方があることを理解する。
・選んだ新聞記事を使って壁新聞を制作し，クラスで発表することで，表現力を養うとともに，自らの学習
をまとめて振り返る。

新聞機能学習：環境づくりと新聞の構成理解（SDGsに関
する記事を中心に）
⇒第13回「いっしょに読もう！新聞コンクール」への応
募

5～6月
・家族や友だちといっしょに記事を読むことで，新聞の構成自体を理解するとともに，感想・意見などを書
いて記事とともにコンクールに応募することで，思考力・判断力・表現力の育成を目指す。自分一人の感
想・意見の表明だけではなく，周囲の人の意見も聞いて，多面的に物事を考えさせることをねらいとする。

新聞制作学習：SDGs(平和)をテーマとしたオリジナル新
聞作り
⇒第22回中国新聞「みんなの新聞コンクール」ジュニア
新聞・新聞切り抜き作品の部への応募

夏休み
・新聞紙面の構成や，取材，記事の書き方，見出しの付け方など，新聞に関わる基本的なことを学んだうえ
で，読み手に分かりやすい新聞紙面を作ることで，判断力・表現力を身につける。
・生徒自らがオリジナルの新聞を作成することで，語彙の確実な習得を目指す。

新聞機能学習：環境づくりと新聞の構成理解（SDGsに関
する記事を中心に）
⇒第13回「いっしょに読もう！新聞コンクール」への応
募

5～6月
・家族や友だちといっしょに記事を読むことで，新聞の構成自体を理解するとともに，感想・意見などを書
いて記事とともにコンクールに応募することで，思考力・判断力・表現力の育成を目指す。自分一人の感
想・意見の表明だけではなく，周囲の人の意見も聞いて，多面的に物事を考えさせることをねらいとする。

新聞制作学習：SDGsをテーマとした切り抜き新聞・新聞
感想文の作成
⇒第22回中国新聞「みんなの新聞コンクール」新聞切り
抜き作品・新聞感想文の部への応募

夏休み
・新聞紙面の構成や，取材，記事の書き方，見出しの付け方など，新聞に関わる基本的なことを学んだうえ
で，読み手に分かりやすい新聞紙面を作ることで，判断力・表現力を身につける。
・生徒自らがオリジナルの新聞を作成することで，語彙の確実な習得を目指す。

Google Classroom上に教員がSDGs関連の記事内容をアッ
プし，班内で共有する活動

通年
・現在地域や世界で起こっていることについて，新聞を情報源として，まず知識を得た上で，自分が何をす
るべきかについて考える。

ユネスコ班としての活動を新聞の形でまとめる活動
通年

(文化祭)

・ウクライナへの募金活動・「ウクライナ平和サミット」への参加・平和記念公園の碑巡り・世界のフェア
トレード・本校のユネスコスクールとしての活動等について，新聞の形でまとめることで自分たちの活動を
振り返るとともに，文化祭において多くの人に世界の諸問題について知ってもらう。

自分たちの活動内容や成果物を外部に紹介する活動 通年
・ユネスコ班の活動を新聞にまとめ，それをコミュニケーションツールにして，様々な学校と交流を深める
ことを目指す。
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第２１回　広島県ＮＩＥ教育奨励賞受賞者 ２０２３年３月1３日発表

賞 受賞校・者（敬称略） 学校名 タイトル

最優秀奨励賞 鶴田　輝樹 広島大学附属中・高等学校
ＳＤＧs達成に向けたNIE実践の開発③
～ユネスコスクールとしての取り組みの一環として～

優秀奨励賞 竹原市立賀茂川中学校
生徒＆教職員みんなでチャレンジ！ＮＩＥ実践
―　つながる・ひろがる・ふかまる　―

優秀奨励賞 呉市立和庄小学校 新聞を活用し思考力を働かせ表現する児童の育成

優秀奨励賞 江田島市立中町小学校
探究的な学びが生まれる生活科・総合的な学習の時間の在り方
           ～単元構想図を生かした授業の創造～

優良奨励賞 森田　智美 呉市立両城中学校 NIE教育   思考力，判断力，表現力を高めるために

優良奨励賞 福元  正和 県立河内高等学校 令和４年度　新聞活用実践報告～生徒の意欲と自信につながる５つの実践～

優良奨励賞 為重　慎一 広島国際学院中学校・高等学校
生徒が主体的に時事問題を思考し発信していくNIE実践
　　　～新聞製作を通して現代社会の先をみる力を養う

優良奨励賞
呉市立蒲刈中学校
ＮＩＥ推進委員会

令和４年度NIE実践報告書〔今年度テーマ〕  現代社会が抱える問題について，新聞記
事を活用し視野を広げると共に，思考を深め自分の考えを的確に表現できる力を伸ば
す。

優良奨励賞 本郷   愛 尾道市立栗原小学校
考え・表現する力を伸ばすために新聞を活用しよう
　　　～学校全体・各教科での取組を通して～


