
過去の広島県ＮＩＥ学習会【2015～2022年度】 

 

第６９回…平成27年 ５月 16日（土）中国新聞ビル     ５０名参加 

総合司会：朝倉会長 

第１部 当日の朝刊各紙を使ったワークショップ  

              指導：古谷修一先生 

第２部 新世代フレッシュ報告 

①ＮＩＥ優秀奨励賞受賞者 実践報告 

安田女子中学・高等学校教諭 日高正樹先生 

       ②「ホロコーストを学ぶ」欧州スタディーツアー参加報告 

県立広島高校３年生  河野新大さん 

広島女学院高校2年生 鼻岡舞子さん 

第３部 小原友行先生・歓送セレモニー  

 

第７０回…平成27年７月30日（木） ＮＩＥ全国大会（秋田市）において実践交流 ９名参加 

 

第７１回…平成27年10月 10日（土）中国新聞ビル   ５０名参加 

総合司会：堤隆一郎先生 

第１部 NIE教育実践発表 「被爆７０年」（８０年への出発点として）  

         中学校での実践 広島の平和学習について～現状と今後の取り組みにつて～ 

         発表：八松泰子先生 

        高等学校での実践 今、高校生と共に考える 

                発表：藤田豊先生                                           

第２部 「被爆７０年」取材をとおして  

          朝日新聞広島総局    岡本  玄 記者 

          毎日新聞広島支局    加藤 小夜 記者 

          中国新聞報道部     水川 恭輔 記者  

第３部 講話「被爆７０年を NIEで学ぶ」  

                講話：朝倉会長 

 

第７２回…平成27年11月 28日（土）中国新聞ビル          参加者３２名 

総合司会：山崎敏夫先生 

第１部 ガイダンス「新聞が作られるまで～新聞社見学のポイント～」 

                 講師：亀川事務局長 

   第２部 中国新聞社編集局見学 

   第３部 ワークショップ「見学成果をもとに壁新聞やポスターをつくろう」 

         指導：堤隆一郎先生 八松泰子先生 長野由知先生 岡本恵里香先生 

 

 

 



第７３回…平成28年２月６日（土）中国新聞ビル      参加者４０名 

                      総合司会：宮里洋司先生 

    第１部 NIE実践指定校発表 進行：宮里洋司先生 

        発表者  

小学校「自己エンジン SWITCH ON! ～NIE実践指定校１年目職員研修～」 

福山市立御幸小学校   江本 友紀 先生 

    中学校「NIEで生徒が変わる！」 

                  廿日市市立吉和中学校  岡野 里香 先生 

    高等学校「経済事象を学び商業教育に生かすとともに，進路指導に時事問題を活

用し進路意識の向上を図る」  

              県立尾道商業高等学校  清水 美江 先生 

    第２部 報道写真記者に聞く「報道写真が持つ力と取材の苦労」 

                             進行：赤江裕紀さん（中国新聞） 

          登壇者  読売新聞   近藤  誠  記者 

毎日新聞   山田 尚弘 記者 

中国新聞   荒木  肇   記者 

※ 各発表１５分（最大２０分）+全体協議２０分+写真撮影ワンポイント指南２５分 

 

第７４回…平成28年５月14日（土）中国新聞ビル  ４５名参加 

                   総合司会：古谷修一先生 

講義「ＮＩＥで進める主権者教育」 

講義：朝倉淳会長 

ワークショップ 憲法記念日（5月 3日）の朝刊各紙を使ったワークショップ 

                      指導：古谷修一先生 

グループ支援 NIE学習会幹事の先生方 

（堤先生 八松先生 日高先生 末吉先生）  

 

第７５回…平成28年８月４日 ＮＩＥ全国大会（大分市）において実践交流 ７名参加 

 

第７６回…平成28年10月８日（土）広島県立歴史博物館（福山市）  ３０名参加 

総合司会：八松泰子先生 

講義 取材から新聞にまとめる（ワンポイントセミナー） 

指導：八松泰子先生 

講演 広島県立歴史博物館物語   講師 植田館長 

施設取材   山本主任学芸員 

ワークショップ 取材をもとに「はがき新聞」にまとめる 

指導：八松泰子先生 堤隆一郎先生 藤田豊先生 

 

 

 

 



第７７回…平成28年12月 10日（土）中国新聞ビル  ４５名参加 

第１部 子どもシンポジウム「新聞と成長する私」 

〈司 会〉 赤江裕紀さん（中国新聞）      

〈コメンテーター〉 堤 隆一郎先生 

〈シンポジスト〉   北広島町立壬生小学校 6年 石橋 花雪さん 

                 広島県立広島中学校2年  茶谷本 瑚桃さん 

                 広島国際学院高等学校 1年 松本 卓真さん 

第２部：カープ担当記者に聞く「カープ優勝！ 私の一押し記事は」 

〈司 会〉 末吉 博一先生 

〈登壇者〉 朝日新聞広島総局 大隈 崇さん 

読売新聞広島総局 北島夏記さん 

中国新聞運動部  五反田 康彦さん 

【広島県NIE公開セミナーを兼ねる】 

 

第７８回…平成29年２月４日（土）中国新聞ビル  ８０名参加 

                     総合司会：宮里洋司先生 

 第１部 実践指定校実践発表 

      〇府中市立栗生小学校教諭    西畠惠子先生 

      〇北広島町立千代田中学校校長  藤田典生先生 

      〇県立熊野高等学校教諭     廣田龍治先生 

 第２部 小原友行先生 記念講演会 

      講演テーマ  NIEとの出合い，発見，感動 

             ～NIEの新たな価値を求めて～ 

    小原先生感謝セレモニー 

 

第７９回…平成29年５月27日（土）中国新聞ビル  ５０名参加 

                   総合司会：堤隆一郎先生 

講義「新学習指導要領とＮＩＥ～資質・能力の育成に新聞をどう活かすか」 

講義：朝倉淳会長 

 ワークショップ～教材化のアイデア 

     指導：朝倉淳会長 

グループ支援 NIE学習会幹事の先生方等 

（堤先生 八松先生 藤田先生 為重先生）  

 

第８０回…平成29年８月４日 ＮＩＥ全国大会（名古屋市）において実践交流 ８名参加 

 

第８１回…平成29年１０月１４日（土）広島県立図書館 ４０名参加 

                       総合司会：八松泰子先生 

講演「学校図書館におけるＮＩＥ」種谷克彦先生 

     県立図書館職員による講義と図書館利用法 

 



第８２回…平成29年１２月９日（土） 中国新聞ビル７０２会議室  ４１名参加 

                          総合司会：長野由知先生 

第１部 発表と交流 1本の記事が共感を呼ぶ、人を動かす 

～「通学かばん重過ぎる」をめぐって 

      登壇者 小桜優実（広大附属東雲中２年 コンクール県知事賞受賞者） 

          宮口紗久野（牛田中３年 ヤングスポット投稿）       

          副島英樹（朝日新聞社広島総局長）             

※    ラン暁雨記者（コメント配布） 

第２部 カープ報道が、人を街を元気づける 

登壇者  読売新聞広島総局    大舘司記者 

日本経済新聞社広島支局 安西巧支局長 

中国新聞社       増田泉子編集委員 

【広島県NIE公開セミナーを兼ねる】 

 

第８３回…平成30年２月３日（土） 中国新聞ビル７０２会議室  ３１名参加 

                           総合司会：日高正樹先生 

第１部 本年度NIE実践指定校の実践発表  

進行：日高正樹先生（安田女子中学高等学校） 

         発表者 江田島市立中町小学校  中川雄喜先生 

          海田町立海田西中学校  倉本光先生  片山靖子先生 

          県立広島井口高等学校  加藤由香里先生 

    第２部 コラムを授業で活用しよう      

         進行：堤 隆一郎 先生（日本新聞協会ＮＩＥアドバイザー） 

         ① 執筆記者の講話 

             朝日新聞社 広島総局長  副島英樹さん 

中国新聞社 論説委員   石丸賢さん 

         ②教材化ワークショップ 

            ～各紙の朝刊１面コラム（２月１日付）をもとに 

 

第８４回…平成30年５月２６日（土） 中国新聞ビル７０４会議室  ５９名参加 

授業実践・生徒指導に役立つＮＩＥ入門 

―夏に向けての取り組みのアイデア― 

総合司会：為重 慎一先生 

第１部 【講義】新聞の特性を生かして授業・学校を活性化する 

講師  朝倉 淳会長 

     第２部 【解説とワークショップ】平和学習など、これから使えるアイデアのいろいろ 

講師  朝倉淳会長  堤隆一郎先生 八松泰子先生 

    坂口直美 先生  為重慎一先生  

    

第８５回…平成30年７月２６日 ＮＩＥ全国大会（盛岡市）において実践交流 ８名参加 

 



第８６回…平成30年１０月１３日（土） 中国新聞ビル７０２会議室  ３４名参加 

大規模災害とＮＩＥ －児童・生徒の深い学びにつなげるために― 

総合司会：八松 泰子先生 

第１部 報告 全国大会(盛岡大会)に学ぶ災害とＮＩＥ  

第２部 

事例発表 「災害を児童に伝える学校新聞博物館の取組 西日本豪雨災害から学ぶ」 

発表者 三原市立糸崎小学校教頭 宮里 洋司 先生 

ワークショップ 「新聞は何をどう報じたのか―教材化の視点―」 

講師 広島県ＮＩＥ推進協議会会長 朝倉 淳 先生 

グループ支援 NIE学習会幹事団の先生方等 

                 堤隆一郎先生 古谷修一先生 藤田豊先生 宮里洋司先生  

長野知由先生 為重慎一先生 

 

第８７回…平成３０年１２月８日（土） 中国新聞ビル７０２会議室   ５２名参加 

西日本豪雨災害とＮＩＥ―新聞報道から、何をどう学ぶのか― 

                           総合司会  堤 隆一郎先生 

第１部 子どもシンポジウム「災害や災害報道から学んだこと」       

       司会  日本新聞協会ＮＩＥアドバイザー      堤 隆一郎先生 

       登壇者 広島市立古田小学校６年生         植野 みなみさん 

安田女子中学校３年生           吉田 舞さん 

           安芸高田市立甲田中学校１年生       富永 凜さん 

           富永ファミリー新聞(お母さん)       富永 美香さん 

           県立西条農業高等学校新聞文芸部（３年生） 迫川 優大さん 

     第２部 新聞記者に聞く 

 「災害をどう捉え考え伝えたのか －紙面にこめた思いや苦労を知る－」 

       司会 広島国際学院高等学校教諭          為重 慎一先生 

登壇者 朝日新聞広島総局記者           大瀧 哲彰さん 

読売新聞広島総局記者           渡辺 彩香さん 

中国新聞社編集局整理部メディア関門デスク 島田 俊之さん 

  

第８８回…平成３１年２月２日（土） 中国新聞ビル７０２会議室   ２８名参加 

総合司会 藤田 豊先生 

第１部 実践指定校等実践発表 

           コーディネーター 藤田 豊先生 

          尾道市立美木原小学校 白石 喜子先生 

          呉市立蒲刈中学校   松元 栄子先生・古土井 敏江先生 

          広島国際学院高等学校 為重 慎一先生 

     第２部 講演「ＮＩＥの魅力と可能性」 

          講師 日本新聞協会ＮＩＥコーディネーター 関口 修司先生 

 

 



第８９回…令和元年５月２５日（土） 中国新聞ビル 702.703会議室 ６１名参加 

総合司会 宮里 洋司先生 

第１部 講義 新聞の読み比べで育つ資質・能力 

          講師 広島県ＮＩＥ推進協議会会長 朝倉 淳先生 

第２部 解説とワークショップ 

 講師 広島県ＮＩＥ推進協議会会長 朝倉 淳先生 

          グループ支援 堤 隆一郎先生 八松 泰子先生 藤田 豊先生  

宮里 洋司先生 為重 慎一先生 鶴田 輝樹先生 

 

第９０回…令和元年８月１日 ＮＩＥ全国大会（宇都宮市）において実践交流 ５名参加 

 

第９１回…令和元年１０月１２日（土）広島県立歴史博物館（福山市）  ２０名参加 

 総合司会 八松 泰子先生 

施設取材からグループ壁新聞づくりを教材化 

～県立歴史博物館の工夫を探る活動を通して～ 

講義 「人に伝える」新聞づくりのこつ  

             講師 日本新聞協会ＮＩＥアドバイザー 藤田 豊先生 

 県立歴史博物館の取材 

               講師 広島県立歴史博物館主任学芸員 久下 実先生 

       施設取材 （学芸員の説明）常設展示を見学しながら取材 

 取材をもとに「グループ壁新聞」にまとめる  

         グループ支援：堤 隆一郎先生 八松 泰子先生 鶴田 輝樹先生 

 

第９２回…令和元年１２月７日（土） 中国新聞ビル７０４会議室   ３７名参加 

総合司会 堤 隆一郎先生 

思いがつながる新しい新聞の読み方「まわしよみ新聞」 

講義 「まわしよみ新聞の意義と役割」 

                   講師：広島県ＮＩＥ推進協議会会長 朝倉 淳先生 

「まわしよみ新聞」を体験してみよう 

             ファシリテーター：広島県ＮＩＥ学習会幹事団 為重 慎一先生 

               グループ支援：広島県ＮＩＥ学習会幹事団の先生方 

  朝倉 淳会長 堤 隆一郎先生 八松 泰子先生  

藤田 豊先生 宮里 洋司先生 鶴田 輝樹先生 

【広島県NIE公開セミナーを兼ねる】 



第９３回…令和２年２月１日（土） 中国新聞ビル７０２会議室 ４５名参加 

総合司会 堤 隆一郎先生 

第１部 実践指定校等実践発表 

進行：日本新聞協会ＮＩＥアドバイザー 堤 隆一郎先生 

        〇 三原市立田野浦小学校    小出 裕義先生 

        〇 広島市立可部中学校     田中 征治先生 

        〇 広島大学附属中・高等学校  鶴田 輝樹先生 

 

第２部 ＮＩＥ子どもシンポジウム「新聞と成長するわたし」 

進行：日本新聞協会ＮＩＥアドバイザー 宮里 洋司先生 

        登壇者 安田学園安田小学校５年生    小松 沙羅さん 

            呉市立蒲刈中学校１年生     丸山 寧々さん 

            ノートルダム清心高等学校１年生 岡本 和奈さん 

 

第９４回…令和２年５月１６日（土）  

新型コロナウイルス対策のため中止 

 

第９４回…令和２年１０月３日（土） 中国新聞ビル７０２会議室 ２０名参加 

オンラインまわし読み新聞 

 総合司会 宮里 洋司先生  

講義「コロナ禍で考える学校教育と新聞」  

講師：広島県ＮＩＥ推進協議会会長 朝倉 淳先生  

オンライン「まわし読み新聞」 

                       グループ指導 坂口直美先生 八松泰子先生 

                              鶴田輝樹先生 池田昂樹先生 

 

第９５回…令和２年１１月２２日（日） ＮＩＥ全国大会 東京大会  参加者数不明 

     オンライン開催 

       大会報告 鶴田輝樹先生 池田昂樹先生 堤 隆一郎先生 為重 慎一先生 

 

第９６回…令和２年１２月１２日（土） 中国新聞ビル７０２会議室 

          新型コロナウイルス対策のため中止 

 

第９６回…令和３年２月６日（土） 中国新聞ビル７０２会議室   ４０名参加 

第１部 新聞と成長するわたし  

      今年度の各種新聞コンクールにおいて受賞されたお二人の児童生徒に、その学校でＮ 

ＩＥ活動を推進している先生（日本新聞協会ＮＩＥアドバイザー）がお話を伺います。 

         

第２部 実践指定校実践発表 

 ＮＩＥ実践指定校で昨年度の広島県ＮＩＥ教育奨励賞を受賞されたお二人の先生から

日頃の実践について伺います。 



        発表者  安芸高田市立甲田小学校   秋山 美保 先生 

             広島三育学院中学校     山木 肖嗣 先生 

                  

第９７回 令和３年５月２３日（日）１３：３０～１６：００ 

■ 場所 ＺＯＯＭによるオンライン開催 

■ 内容 『さぁ はじめようＮＩＥ－その魅力と方法－』 

第１部 【講義】 新聞の読み比べで育つ資質・能力 

講師 広島県ＮＩＥ推進協議会長・安田女子大学教授  朝倉 淳 

第２部 【リレー講演】 ＮＩＥ推進協議会幹事団による「わたしのお薦め活動紹介」 

１ 読む・選ぶ・書くー教科学習に生きる基本的な活用例－ 

        講師 池田 昂樹 （安田女子中学高等学校） 

２ キャリア教育と小論文指導に生きる活用例 

        講師 為重 慎一 （広島国際学院中学校・高等学校） 

 

第９８回 令和３年１０月９日（土）１３：３０～１５：４０ 

■ 場所 ＺＯＯＭによるオンライン開催 

■ 内容  

     第１部 【ＮＩＥ実践報告座談会】  

        〈コーディネーター  宮里 洋司ＮＩＥアドバイザー〉 

①  NIE実践発表～第 19回教育奨励賞受賞校から 

       ・海田町立海田西小学校     藤井 雅子  先生 

・広島国際学院中・高等学校   為重 慎一  先生 

・広島県立尾道商業高等学校   藤居 真路  先生       

②   座談会 

        参加者  ＮＩＥ実践発表者他 

     第２部 【ＮＩＥとＳＤＧｓ ～第99回学習会に向けて】   

        話題提供 広島大学附属中・高等学校 鶴田 輝樹先生 

        聞き手  広島県ＮＩＥ推進協議会長・安田女子大学教授  朝倉 淳 

 

第９９回 令和３年１２月９日（土）１３：３０～１５：４０ 

■ 場  所 中国新聞ビル７階会議室（広島市中区土橋町７－１） 

■ 内  容 「ＮＩＥとＳＤＧｓ」 

第１部 【講義】 学校におけるＳＤＧｓの展開とＮＩＥ  

講師 広島県ＮＩＥ推進協議会会長・安田女子大学教授  朝倉 淳 

第２部 【ワークショップ】 ＳＤＧｓまわしよみ新聞 

コーディネーター       広島県ＮＩＥアドバイザー   

広島大学附属中・高等学校 鶴田 輝樹先生 

第１００回記念 令和４年５月８日（日） １３：００～１６：３０  

■ 場所 中国新聞ビル ホール 

■ 内容 「広島発：新時代の学びとＮＩＥの未来」 



  開会行事 

      会長挨拶 広島県ＮＩＥ推進協議会会長  安田女子大学客員教授 朝倉 淳 

来賓挨拶 広島県教育委員会       教育長         平川理恵 氏 

広島市教育委員会       教育長        糸山 隆 氏 

                                 

 第 1部  記念講演 『広島県ＮＩＥの歩みと未来への期待』 

                             講師 小原 友行 氏 

前広島県ＮＩＥ推進協議会会長（福山大学教授・広島大学名誉教授）  

    

  第2部  子どもＮＩＥ実践発表 

発表者           海田町立海田西小学校６年    御堂河内 咲さん 

                       広島大学附属高等学校１年    小川 友寛さん 

コメンテーター   前広島県ＮＩＥ推進協議会会長   小原 友行 氏 

 

 第 3部  シンポジウム 

「本当に必要な情報活用力を育てる 

－デジタル・オンライン時代のＮＩＥの意義と可能性－」 

 

シンポジスト   海田町立海田西小学校教諭      藤井 雅子 氏 

                      日本新聞協会ＮＩＥコーディネーター 関口 修司 氏 

                   中国新聞社 デジタルチーム記者    奥田 美奈子氏 

             コーディネータ―  広島県ＮＩＥ推進協議会会長     朝倉 淳  

  

     閉会行事   

 

第１０１回…令和４年８月４日、5日 ＮＩＥ全国大会（宮崎市）において実践交流 １１名参加 

 

第１０２回 令和４年１０月９日（日） １３：３０～１６：３０  

■  場所 広島県立図書館・情報プラザ ２F ２０１（広島市中区千田町三丁目7番47号） 

■  内容   テーマ   県立図書館を子どもたち・先生方に伝えよう 

 

第１部 【講義・見学】  

講義 ＮＩＥと学校図書館 

講師 元尾道市立美木原小学校校長 杉原しのぶ 氏 

解説と見学 広島県立図書館の機能 

講師 広島県立図書館調査情報課長 今岡 亜樹子氏 

 図書館のバックヤード等を見学しながら解説をしてもらいます！ 

第２部 【ワークショップ】  

活動 はがき新聞の作成と交流 

                進行 広島県ＮＩＥアドバイザー  八松 泰子 氏 

 


