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１ 研究題目設定の理由 

（1) 児童の実態と課題 

本校は、全校児童44名の小規模校である。小学校統廃合プランの発表や併設幼稚

園の廃園等の影響を受け、児童数の減少が続いている。１学級の児童数は７～14名

と少なく、一人一人に教師の目が行き届く反面、固定化した人間関係の中で言葉に

よって伝える必然性が弱くなる傾向があり、言語能力の発達の面ではマイナスの要

因として働いていると考えられる。 

平成29年度全国学力・学習状況調査の結果では、国語・算数ともにＢ問題で全国

平均を大きく下回り、活用力に課題があることが明らかになった。 

 

国語Ｂ正答率 52％（全国平均－5.5％） 

算数Ｂ正答率 37％（全国平均－8.9％） 

 

具体的な問題解決の場面で獲得した方法や考え方を条件の異なる他の場面に適用

するためには、獲得した方法や考え方をいったん抽象化する必要がある。すなわち、

活用力とは抽象的思考力であると言える。心理学者の岡本夏木は、抽象的思考力の

発達と言語能力の発達には深い関係があると述べている。 

このことから、本校児童の弱点を根本的に克服していくためには、言語能力の発

達を図ることが重要であると考えた。 

 

（2) 言語能力の育成とＮＩＥ  

ここ数年の全国学力・学習状況調査の結果から、新聞をよく読む子ほど正答率が

高いことが明らかになっている。新聞を読むことによって、社会への関心が高まり

知識が増えるとともに語彙の拡充を含めた言語能力が育つのではないかと考えられ

る。そこで、本校では、児童の言語能力を高めるために、全校でＮＩＥに取り組む

ことにした。 

 

Newspaper in Education  新聞を教材として活用したり新聞作りを行った

り、メディア・リテラシーを学んだりする活動の総称。新聞を読む層は投票行動

を行う層であることから、欧米諸国では、ＮＩＥは民主主義社会のためという共

通認識が学校現場にまで浸透している。日本では、学力向上における効果を期待

して取り入れられる場合も少なくない。 

 

ＮＩＥの実践を通して、新聞を読むこと、あるいは新聞を作ることと児童の言語

能力の発達との関係を実践的に解明していきたいと考え、本研究題目を設定した。 
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２ 研究の視点・方法 

（1) 学力と抽象的思考力の発達 

東京教育大学附属聾学校長だった萩原朝五郎は、聾学校の児童の中には、小学校

低学年までの９歳頃まではなんとか健聴児と同じように発達するものの、それ以降

の高学年では学習内容が具体的なものから抽象的になるため、学習面や言語面の発

達で乗り越えられない壁につきあたる児童が多いことを指摘した。萩原先生は、聾

学校の先生が子どもとともに苦労して学力を付けようとがんばる姿を峠道を上る姿

に例えて、「９歳の峠」と呼んだが、一般には「９歳の壁」と呼ばれるようになった。 

『絶対学力』という本がヒットした糸山泰造（どんぐり倶楽部）は、人は12歳ま

でに抽象思考ができるようになる自然なプログラムを持っているが、そのプログラ

ムに逆らって幼少期に先行学習やパターン学習をさせると、考える力が育たず具象

思考から抽象思考に変化する「９歳の壁」を乗り越えられなくなり、暗記力と計算

力で満点をとっていた児童が高学年になると学力不振に陥ると指摘している。 

近年「10歳の壁」という言葉もよく聞くようになった。ＮＨＫが平成21年６月に

放送した「“10歳の壁”を乗り越えろ─考える力をどう育てるか」や『子どもの

「10歳の壁」とは何か？乗りこえるための発達心理学』（渡辺弥生）も、「10歳の壁」

を「９歳の壁」とほぼ同じものとして扱っている。 

４年生 ─９歳─ のころから単元末テストや学力テストの成績分布が二こぶ状に

なる学力の二極化が見られるようになる。学力の二極化が顕著になってくるのが９

歳の頃なのは、「９歳の壁」を越えられない児童が増えてくるからだと考えられる。 

京都府立聾学校の脇中起余子は、著書『９歳の壁を越えるために』の中で、９歳

の壁を越えられていない児童の特性として、「自分が知っていることは相手も知っ

ていると思いがちである」ことを指摘している。また、「もし……なら、……」と

いう条件節の意味の理解が不十分なため、「そんなことを言うのなら絶交よ」と

「絶交よ」の違いが理解できず、「絶交すると言った」「言わない」のけんかになる

ことが多いともいう。 

平成30年度全国学力・学習状況調査理科の問題に、直列回路の中に置いた二つの

検流計について、「やす子さんの予想が正しければ、検流計①の針が右にふれて３

の目盛りを指したときに、検流計②の針はどのようになると考えられますか」とい

う設問があった。「電気の量は、減っていると思う」という「やす子さんの予想」

と関係なく、直列回路の中の電流はどこでも同じという実験結果のとおりに検流計

①と検流計②の目盛りは同じという選択肢を選んだ本校児童が50％（全国平均

30.1％）もいたのは、「やす子さんの予想が正しければ」という仮定節が理解でき

ていない児童 ─「９歳の壁」を越えていない児童─ が多いことを示していると考

えられる。  
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（2) 抽象的思考力と言語能力の発達 

心理学者の岡本夏木は、日常の具体的事実について話し手と聞き手の立場を交換

しながら行われる対話で用いられることばを「一次的ことば」と呼んでいる。こと

ばを発する場を状況の文脈として共有する者同士で交わされる言葉である。場の状

況を共有しているので、主述の整った文でなくても意味が伝わるのが「一次的こと

ば」の特徴である。これに対して、話し手と聞き手の役割が固定され、ことばの文

脈だけで思考内容を表現することばの用法を「二次的ことば」と呼んでいる。場の

状況を共有しない不特定多数の人にも通じることばである。一般に、小学校入学と

同時に書き言葉の学習が始まるのに合わせて「二次的ことば」が発達してくると考

えられている。聾教育の世界では、「生活言語」と「学習言語」という用語が使わ

れるが、「一次的ことば」、「二次的ことば」とほぼ同じ概念を表している。労働者

階級の家庭の子どもが低学力に陥る原因を言語環境に求めたイギリスの社会教育学

者バジル・バーンステインの言う「限定コード」と「精緻コード」にも、共通の面

が認められる。 

言語活動が「一次的ことば」から「二次的ことば」に変化するのも、９歳である。

岡本夏木は、「９歳の壁」と「二次的ことば」の獲得には深い関連があると言って

いる。「９歳の壁」を越えるためには「二次的ことば」をしっかりと獲得させなけ

ればならないが、「二次的ことば」の獲得のために大切なのは「一次的ことば」の

充実である。場の状況を共有しながら意志を伝えること、言い換えれば、具体的な

体験を伴った言語活動の充実が必要なのである。 

抽象的思考を操る「二次的ことば」は、書きことばの学習が始まることによって

獲得されていく。具体的な事物に即して考えたり話したりする段階から、抽象的な

思考や表現ができる段階に移行する小学校では、まず土台となる体験と結んだ言語

活動をしっかり行わせるのと同時に、書きことばの習熟を図っていくことが大切だ

と考えられる。事実を客観的に伝える新聞記事の文体は、正に「二次的ことば」で

ある。新聞に親しむことは、書きことばとしての「二次的ことば」の習得に対する

効果が期待される。 

 

（3) ＮＩＥ実践のために 

ＮＩＥを実践するためには、新聞が必要である。従来、地方紙の徳島新聞と毎日

小学生新聞は市費で購入していたが、徳島県

ＮＩＥ推進協議会からＮＩＥ実践指定校の指

定を受け、朝日、毎日、読売、日経、産経、

徳島の６紙の中から２紙ずつが月替わりで提

供されるようにした。また、読売新聞社のク

ラス寄贈プランを利用して、平成30年４月か

ら半年間毎週木曜日に読売ＫＯＤＯＭＯ新聞
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を提供してもらった。新聞は、児童玄関に新聞閲覧台を並べ、児童が通りがかりに

読めるようにした。 

 

３ 具体的実践 

（1) 新聞に親しもう ─新聞の紹介から切り抜きへ─ 

ＮＩＥの実践として最も

手軽な活動が、新聞記事の

紹介である。まずは新聞を

読むことがスタートである。

朝の会におけるスピーチの

話題として新聞記事を取り

上げることから始め、記事

に対する意見や感想を書く

活動に発展させた。 

気に入った記事に巡り

会ったときには、切り抜きを行った。新聞記事の切り抜きは、学年に関係なく手軽

に取り組めるＮＩＥの活動だ。 

 

（2) 新聞を楽しもう ─語彙を増やす三択クイズ─ 

新聞は中学校程度の国語力で読めるように書かれているが、ときに小学生には難

しいことばも出てくる。ことばの意味をクイズにして、楽しみながら語彙を増やす

活動を行った。 

 

授業者 

新聞に「生鮮市況」という欄があります。市場で
の野菜や果物、肉などの値段が載せられています。
昨日の「生鮮市況」に「菜の花 もちあい」という
見出しがありました。「菜の花もちあい」とは、どう
いう意味でしょう。 

解答者１ Ａ先生 

「持ち合い」とは、菜の花を入れたコンテナを
二人で両側から持ち合うことです。つまり、菜の
花の収穫がたくさんあったので、二人で持たなけ
ればいけないほど重いということなのですよ。 

解答者２ Ｂ先生 

Ａ先生、ご冗談でしよう。 
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確かに、菜の花がたくさんとれたことは間違いありません。農作物がたくさん
獲れすぎると、どうなりますか。市場での値段が下がって、損が出ますね。そこ
で、生産者である農家と、販売者である市場を運営する農協などが、損失を半分
ずつ持ち合うということです。 

解答者３ Ｃ先生 

Ａ先生もＢ先生も、純真な子どもたちを惑わせてはいけませんねえ。 

「持ち合い」とは、値上がりと値下がりが釣り合っていること、つまり値段の
動きが小刻みで大きく変わらないことを言うのですよ。「菜の花 持ち合い」と
は、菜の花の値段が安定しているということです。 

私の言っていることが本当です。 

授業者 

本当のことを言っているのは、Ａ先生、Ｂ先生、Ｃ先生のうちの誰でしょう。 

 

解答者の先生がまじめにうそをつく迷解答に、教室は笑いであふれた。楽しみな

がら語彙を増やすことのできる活動であった。 

 

（3) もっと新聞を読もう ─見出しをつないで要旨を把握する─ 

ある程度大きな記事には、複数の

見出し（主見出しと脇見出し）が付

けられている。 

また、記事の最初には内容を短く

まとめたリード文が載せられており、

見出しをつなぐとリード文になって

いるのが典型的な新聞記事である。 

徳島新聞2017.1.13の記事の場合、

リード文は、「今週末に予想されて

いる今冬一番の寒気に、三好市井川

町の井川スキー場腕山が期待してい

る。これまでの暖冬で雪が確保でき

ず、客足が伸び悩んでいるためだ」

となっている。「井川スキー場腕山」

「週末の降雪に期待」「暖冬で客足伸

びず」という三つの見出しをつなぐ

と、まさにこのリード文になる。 

本時は、この記事から、見出しを

つなぐと記事の要点が把握できるこ

とを学んだ。  
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（4) 新聞の秘密を探ろう ─見出しを考える─ 

新聞記事の見出しを考えるのは、

取り組みやすいＮＩＥの活動であ

る。本時は、「海の桜は、花ざか

り」「密猟者の牙抜く炎」「４年ぶ

り炎駆ける」など、比喩を使った

見出しを取り上げて学習した。 

鳴門海峡では、桜の花が咲く頃、

サクラダイの漁が最盛期を迎える。

例年なら「海のサクラも満開」の

ような見出しとなるが、平成29年

は桜の開花が遅れていた。そのた

め、「海の桜は、花ざかり」とい

う見出しになった。見出しの工夫

を通して伝える技術について考え

た。 

また、プロ野球オリックスの連

敗を映画の題名にかけた「オリた

ちに明日はあるのか」やジャイア

ンツの頭文字を入れた「大惨Ｇ」

「Ｇ獄の13連敗」など、見出しの

遊び心も楽しんだ。 

 

（5) 新聞はセレンディピィティ ─私のハッピーニュース─ 

日本新聞協会のホームページに「HAPPY NEWS」というコーナーがある。

「HAPPY NEWS」のキャッチコピーは、「新聞は、セレンディピティー。それは偶然

の出会いによる気づき」である。「セレンディピティー」とは、素敵な偶然に出

会ったり予想外のものを発見したりすることで、英国の作家ホレス＝ウォルポール

（1717～1797）がペルシャの童話「The Three Princes of Serendip」をもとに作った造

語である。物語の中でセレンディップ（スリランカ）の三人の王子たちが思いがけ

ない偶然と出会うように、新聞記事との出会いも事前に予測できるものではない。

しかし、「幸運は用意された心のみに宿る」（ルイ＝パスツール）という格言のとお

り、毎日新聞を読んでいれば、自分をハッピーにしてくれたり啓発してくれたりす

る記事に出会うこともできる。新聞記事を切り抜くことで、偶然の出会いを記録

（記憶）にとどめるのが「HAPPY NEWS」である。 

「HAPPY NEWS」のコーナーからは「ハッピースクラップ帳」の台紙もダウン

ロードできるようになっており、活用の仕方が次のように説明されている。 
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最近文具店にもコーナーがある「スクラップブッキング」。写真やマスキング

テープなどをきれいに飾りつけて貼る手作りのクラフトです。 

これを、あなたが見つけた新聞記事を使って作ってみませんか。写真やメッ

セージ、思いの詰まったものを添えて、表紙に挟んで大切な人に贈ってみても喜

ばれるかも。 

新聞には、思いがけない出会いや、あなたをHAPPYな気持ちにする記事があ

ふれています。様々なシーンでぜひ活用してみてください。 

 

第６学年では、日本新聞協会のホームページから「ハッピースクラップ帳」の台

紙をダウンロードして「私のハッピーニュース」を制作した。 

 

 

  第６学年国語科学習指導案 

 

１ 題材名 私のハッピーニュース  

２ 本時の目標 

○見出しに着目して、記事の要点を読み取 

ることができる。 

○心に残った記事を切り抜き、「私のハッピー 

ニュース」に構成することができる。 

３ 本時の展開 

学 習 活 動 

１ 見出しをつないで要点を把握する読み方を 

知る。 

２ 集めていた新聞から気になる記事や写真を 

切り抜く。 

３ 台紙に貼って再構成する。 

 

 

学習活動１では、第５学年が「新聞を楽しもう」で使用した「見出しをつないで

要点を把握するワークシート」を流用して、記事の内容を素早く読み取る方法を学

習した。自分にぴったりな記事と出会うためには、より多くの記事を素早く読む必

要があるからである。また、一つの学年が開発したワークシートを他の学年が流用

できるのも、全校で取り組むことの利点である。 

新聞の記事や写真を切り抜いて再構成するのは初めての体験であったが、どの児

童も楽しみながら作業をしていた。この経験は、新聞切り抜き作品作りに生かされ

ることになる。 
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（6) 新聞切り抜き作品 

昨年度から、上浦小学校

では、全校児童が、徳島新

聞社主催の「徳島新聞切り

抜き作品コンクール」に応

募している。夏休みから記

事集めにとりかかったが、

たくさん集めるために新聞

をよく読むようになった。

テーマが決まっていない子

どもも、興味のある記事を

集めているうちに、テーマ

や分野が絞り込めてくる。

作品作りでは、集めた切り抜きから使うものを選び、レイアウトや見出しを工夫し

ながら台紙に貼り付けた。一連の作業を通して、新聞を広く読み、一つのテーマに

ついて深く考えることができたようである。 

取材に訪れた新聞記者の質問を受けた５年生は、「こんなにたくさん読んだのは

初めて」と答えていた。毎日新聞の人気コラムニストであった近藤勝重氏は、著書

『書く子は育つ 作文で〈考える力〉を伸ばす』の中で、「文章は上手、下手より

テーマのとらえ方」と述べている。切り抜き作品作りは、新聞記事をたくさん読む

とともにテーマのとらえ方を鍛えるという効果があると考えられる。 

 

（7) イングリッシュニュース 

ジャーナリストの池上彰氏は、新聞を読むことで文脈からことばの意味を推測す

る力が育ち、その力が英語学習でも生きてくると指摘している。 

 

私は学生のころ、ペーパーバック（ソフトカバーの安い洋書）を読んで英語力

を鍛えればいいと説かれた本を読み、実践してみました。洋書ですから当たり前

ですが英語ばかり。わからない単語や表現がいろいろと含まれています。 

しかし、わからない単語をひとつひとつ調べてみることはせず、我慢して読み

進めていくと、「あ、さっきの単語はこういう意味だったのか」と気づくことが

あります。 

新聞で知らない言葉と出会ったときと、まったく同じやり方で英語の語彙を増

やしていったのです。 

日本語でも英語でも、文脈から言葉の意味を想像する方法は同じです。 

     （池上彰『小学生から「新聞」を読む子は大きく伸びる！』すばる舎） 
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そこで、週に１回来校するＡＬＴ（英語指導

助手）に新聞記事を英語に訳して読んでもらう

ことにした。この方法は、関口修司日本新聞協

会ＮＩＥコーディネーターの現役時代のお話を

ヒントにしたものである。 

平成30年４月18日の英語学習の時間には、11

日の徳島新聞が掲載した大谷翔平選手の記事を

使った。「大谷翔平」という固有名詞や「二刀

流」、「ＭＶＰ」ということばを手掛かりにおよ

その内容を推測することができた。 

    

Title: Ohtani, the First Nitoryu, Weekly MVP 

The Newly Chosen and Youngest from Japan 

On the ９th, the Major League announced the weekly MVP （２nd- ８th） with the Angels Shohei 

Ohtani awarded as the first pitcher and batter `Nitoryu` athlete from the A League. Being the 

youngest coming from Japan at 23 years and ９ months old, he is also the earliest to be chosen 

in the first 10 days of April in the first year of Major League. During the Athletics Game on 

the ８th, he started off with ２ consecutive wins with ７ scoreless innings and 12 strikeouts. 

Even as the batter he hit homeruns in ３ consecutive games since the ３rd, with 46.2 hit 

percentage, ３  homeruns, and ７  RBIs. Through the team, he said `I am honored to be 

chosen.` 

On June 1995, the weekly MVP was awarded to pitcher Nomo Hideo as the first Japanese 

athlete. Recently, Outf ielder Ichiro （Mariners） fulfilled the highest number as a Japanese 

athlete with ５ times during his time in Mariners on August 2016. The weekly MVP in the A 

League was included in 1975. It was not made when Babe Ruth was active with the record of 

２ digit wins and ２ digit homeruns in 1918. 

 

「イングリッシュニュース」（新聞クイズ）の

進め方は試行錯誤で始められたが、左のような

ワークシートも工夫され、まずキーワードを聞

き取り、それをつないで内容を推し量るという

流れが確立していった。児童は聞くことに集中

するため、授業の初めに行うと導入としての効

果が高い。手応えを感じたＡＬＴも記事の内容

に応じたパワーポイントを用意するなど、だん

だん力が入ってきている。 

児童の知識に応じてスポーツ関連の記事を取

り上げることが多いが、「世界最高齢のクモ死

ぬ」「タイ洞窟全員救出」なども取り上げた。  

（2018.4.11徳島新聞） 

 

    

Newspaper Quiz  ～新聞クイズ～ 
 

NAME【        】 

 

☆エリカ先生の英語から、キーワードを聞き取
ろう。 

 

○ 

  

○ 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

 

 

 ☆さあ、何のニュースだったかな？ 
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（8) 子ども記者だより 

徳島新聞では、折り込みの子ども向け

新聞「週刊阿波っ子タイムズ」の中に小

中学生が記事を書く「子ども記者だより」

を設けている。平成30年８月５日号のこ

のコーナーで、本校の６年生が記事を執

筆した。第三者にもよく分かるように説

明する書き方は、岡本夏木の言う「二次

的ことば」である。新聞記事の執筆を通して、「二次的ことば」の習得が進んだと

考えられる。 

近藤勝重氏は、著書『書く子は育つ 作文で〈考える力〉を伸ばす』の中で、司

馬遼太郎のことばを引き、「文章語で語ろう」と述べている。 

 

司馬遼太郎さんは常々おっしゃっていました。文章語にして語れ、と。「なに

よりも国語」というエッセーにはこう書いています。 

ながいセンテンスをきっちり言えるようにならなければ、大人になって、

ひとの話もきけず、何をいっているのかもわからず、そのために生涯のつま

ずきをすることも多い。 

生活用語は4,500語で、その気になれば単語のやりとりだけで過ごすことがで

きるが、そういう場合、その人の精神生活は遠い狩猟・採集の時代と少しも変わ

らない、と司馬さんは案じていました。 

 

司馬遼太郎の言う「文章語」とは「二次的ことば」と同じ概念であろう。「単語

のやりとりだけで過ごす」のは「一次的ことば」だけによる言語生活である。新聞

記事を書くことは、「文章語」が使えるようになるために役立つ活動であると考え

られる。 

 

（9) 新聞を使った平和学習 

第６学年では、平成30年８月１日の登校日に、原爆をテーマにした平和学習を計

画していた。関口修司日本新聞協会ＮＩＥコーディネーターの実践を参考にして、

従軍カメラマンのジョー・オダネル氏が、原爆投下後の長崎で撮影した「焼き場に

立つ少年」の写真を使って授業をするよう準備していたところ、前日の７月31日の

朝日新聞に、ローマ法王が「焼き場に立つ少年」の写真をカードにして配布するよ

う指示したという記事が掲載された。まさに「新聞は、セレンディピティー」であ

る。事前に用意していた資料に新聞記事を追加して授業を行った。 

ジョー・オダネル氏は、昭和20年９月から、占領軍のカメラマンとして広島・長
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崎など焦土と化した日本各地を撮影した。除隊の際に、私用カメラで撮影したフィ

ルムを自宅へ持ち帰ったが、その見るにたえない悲惨さに撮影した写真をトランク

にしまいこんだ。その後、平成２年からアメリカで、平成４年から日本各地で写真

展として公開を始めたが、平成７年夏にスミソニアン博物館で企画されていた写真

展は、アメリカ国内の在郷軍人の声などによってエノラ・ゲイ以外の展示が中止に

追い込まれた。その写真展を再現した写真集『トランクの中の日本』（小学館）の

中の１枚が「焼き場に立つ少年」である。おんぶ紐をたすきがけにし、背中に幼子

を背負った10歳くらいの少年が、焼き場のふちに直立不動で立っている。きつくか

みしめた少年の唇には血がにじんでいる。亡くなった弟が焼かれるのを見届けた少

年は、一度も振り返らずに歩き去ったという。 

授業では、まず「焼き場に立つ少年」の写真を提示し、気付きをワークシートに

書いた。予備知識なしに写真を見た児童は、「背中の子どもは寝ているのだろう」

「どうしてはだしなんだろう」「まじめそうな子だ」「親はどうしたんだろう」など

の気付きや疑問を述べていた。 

続いて、７月31日付け朝日新聞「法王発非核の祈り拡散『焼き場の少年』世界へ」

という記事、写真集「トランクの中の日本」（小学館）に掲載された「焼き場に立

つ少年」の解説、ジョー・オダネル氏を紹介する資料を読んだ。 

第６学年総合的な学習の時間学習指導案 

１ 単 元 名  非核の祈り 

２ 目  標 

原爆（戦争）のもたらした惨禍について理解し、平和を希求する心情を育む。 

３ 指導計画 

第１次 「焼き場に立つ少年」の写真を手掛かりに原爆について知る。 

第２次 被爆ピアノコンサートを通して原爆について考える。 

４ 本時の指導 

学 習 活 動 指導上の留意点 

１ ｢焼き場に立つ少年」の写真を見て

気付いたこと・感じたことをワーク

シートに書き、発表する。 

２ ７月31日の朝日新聞と撮影者ジョー・

オダネル氏の資料を読み、写真の背景

について知る。 

３ 最初の感想と比べながら、写真がど

のようにして撮られたものか分かった

今の考えを書く。 

１ 写真についての情報は敢えて与えず、

気付いたこと・感じたことを書かせる。 

 

２ 新聞記事にはルビを振り、自力で読

めるように支援する。 

 

３ 血のにじんだ唇や一度も後ろを振り

向かず歩み去ったことから、少年の心

情を推し量らせる。 
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児童は、新聞記事や資料を読むことによって、少年の深い悲しみは「戦争がもた

らすもの」（フランシスコ法王の言葉）であることを理解した。ワークシートには、

「一度も振り返らず歩き去ったのは、一人で生きていく決意の表れ」「こんな子が

いっぱいいたんだと思う」という考えの他に「なぜ泣かないのだろう」という疑問

も述べられており、これからの学習を深めていく手掛かりになった。 

１時間の活動で２枚のワークシートに記述したが、全員が時間内に枠いっぱいの

内容を書き上げた。新聞を使うことによって、書く内容が生まれたのと同時に、一

人一人の文章表現力が伸びてきていることを感じ取ることができた。 

この学習の発展として、８月３、６、15日前後の新聞記事を切り抜き作品にする

よう指示した。10月には、広島の被爆二世であるピアノ調律師矢川光則氏が保有す

る被爆ピアノによるコンサートを開催し、切り抜き作品を掲示した。 

  

（2018.7.31朝日新聞） （本時のワークシート２枚目） 
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４ 研究の成果と課題 
平成30年度全国学力・学習状況調査の結果では、活用力を問うＢ問題で全国平均と

の差が縮まり、理科の正答率は全国平均を上回った。 

 

 平成29年度 平成30年度 

国語Ｂ正答率 52％（全国平均－5.5％） 51％（全国平均－3.7％） 

算数Ｂ正答率 37％（全国平均－8.9％） 46％（全国平均－5.5％） 

理科正答率  67％（全国平均＋6.7％） 

 

活用力が向上したとは言い切れないが、低下に歯止めをかけることはできたと考え

られる。 

徳島県では、県内の小学校から投稿された児童

作文を選考して優良作品を掲載する「作文読本」

（徳島県小学校作文の会編集）が学年ごとに毎月

発行されている。平成30年度の４月から９月まで

に掲載された本校児童の作文は18点である。昨年

度同期間の掲載数13点よりも増加しており、本校

の児童数の減少も考慮すると、作文力の向上が感じられる。また、実践事例にも見ら

れたように１時間の学習中に書くことのできる文章量が確実に増えており、書きこと

ば（文章表現力）の獲得が進んでいると考えられる。 

平成30年４月実施の全国学力・学習状況調査児童質問紙の「新聞を読んでいますか」

という質問に対する回答と平成30年９月に行った同じ質問に対する回答を比較すると、

次のようになった。 

 

 平成30年４月 平成30年９月 

１ ほぼ毎日読んでいる ０％（全国7.4％） 14.3％ 

２ 週に１～３回程度読んでいる 28.6％（全国12.5％） 78.6％ 

３ 月に１～３回程度読んでいる 35.7％（全国19.0％） 7.1 ％ 

４ ほとんど、または、全く読まない 35.7％（全国60.9％） ０％ 

 

児童が新聞を読む頻度は大きく増えており、新聞に対する関心の高まりが見られる。

新聞の文体に親しむことによって、二次的ことばの獲得を進めていきたい。 

二次的ことばの獲得を確実なものにしていくためには、土台となる一次的ことばの

充実と書きことばの洗練が欠かせない。今後とも、地域との連携による農業体験活動

を中心に体験的な言語活動の充実を図っていく必要がある。また、「作文読本」への

投稿と掲載作品の紹介を継続することにより、作文教育を充実させ、二次的ことばの

獲得ひいては抽象的思考力の発達を目指していくつもりである。  
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