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ザ・庄農生の視線を集めた記事ベスト８

1
５月２２日(月)に、今年度１回目の「全校一
斉新聞読もうの日」を実施しました。
全校生徒で当日の山形新聞を読み、関心を持
った記事を選んで、ワークシートにまとめまし
たね。
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今回はワークシートの集計結果から、特に多
くの生徒から選ばれた記事や感想などを紹介
します。
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■「興味を持った記事」について
「興味を持った記事」として、全部で 46 種
類の記事が挙げられました。
その中でも、特に多くの生徒から挙げられ
た記事がこちら(→)です。
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見 出 し
北、また弾道ミサイル
500キロ飛行、日本海落下
１面/総合
TPP閣僚会合 発効へ具体的検討
合意めざし11月判断
１面/総合
井上尚 ５度目防衛
WBOスーパーF級
ボクシングダブル世界戦
１8面/スポーツ
「核なき世界」どこへ
オバマ氏広島訪問１年
日米 禁止条約交渉、参加せず
６面/論説・解説
瀬沼 不屈の劇的ヘッド
モンテ"苦境"乗り越えホーム２連勝
１5面/スポーツ
公園に刃物男 ５人けが 千葉・松戸
殺人未遂容疑で逮捕
２５面/社会
圧力強化 逆効果か
北朝鮮、弾道ミサイル発射
３面/総合
東平田最古、鎌倉末期に造立
ふるさとの文化財[320]
５面/ ダイオウイカが"帰還"
7月、上野国立科学博物館で特別展
８面/文化
県内の少年剣士 磨いた技で熱戦
１２面/地域
健康長寿は食事から
食生活改善推進協がレシピ集
１２面/地域
高校野球県大会
１７面/スポーツ
九里学園 価値ある一勝
１７面/スポーツ
新品種のソバ 打って食べて 鶴岡
２２面/ 結婚後、眞子さまの公務は
皇族減少 担い手不足深刻
２４面/社会
熱中症疑い ４人搬送 県内
２５面/社会
浅草寺奉納用に田植え
立派な大わらじできるよう
２６面/社会総合
番組表
２８面/テレビ
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■ 記事を読んだ感想〈抜粋〉
「北、また弾道ミサイル 500 キロ飛行、日本海落下」を読んで
・北朝鮮はあまり期間を開けずに弾道ミサイルを発射しているので、いつ日本に当たるか恐いと感じました。
そして、安部晋三首相の言うとおり国際社会の平和的解決に尽力している国を踏みにじっているようにも
見え、世界に対して挑戦しているとも思いました。
（１年 食料生産科 男子）
・なぜ北朝鮮はミサイルを何度も発射するのかが分からない。世界への挑発なのか、それとも北朝鮮の科学
力というものを見せつけたいのか、なんにせよデメリットしか生まれないのではないかと思う。自分で自
分の首を絞めることはやめたほうがいいのでは。
（２年 生物環境科 男子）
・日本に飛んできたら恐いなと思った。戦争が始まったりしたら嫌だなと思った。そういう事をやめろとい
われているのにやめずに続けるのはどうかと思う。射程が２千キロもあって日本全土のどこでも狙うこと
ができるというのは、とても恐いことだと思う。最近になっていきなりそういう事を始めて何がしたいの
だろうと思った。
（３年 生物環境科 男子）
「TPP 閣僚会合 発効へ具体的検討 合意めざし 11 月判断」を読んで
・ライトハイザー代表が TPP 復帰の可能性を否定したことに対する各国の動きがとても気になった。今後
TPP に関するニュースがより増えていくのかと思った。
（１年 食料生産科 男子）
「井上尚 ５度目防衛 WBO スーパーF 級 ボクシングダブル世界戦」を読んで
・世界戦という大舞台で、自分の引き出しをテストするほど余裕があったりしてすごいと思いました。また、
気持ちの面でとても強いのだと思った。これからの世界戦の防衛戦や、他の階級の制覇なども期待できる
と思った。
（２年 生物生産科 男子）
「
「核なき世界」どこへ オバマ氏広島訪問１年 日米 禁止条約交渉、参加せず」を読んで
・中学の修学旅行で広島に行って原爆ドーム、平和記念公園、資料館を見てきたので、この記事を読んで、
改めてその時目にしたものや感じたことを思い出した。実際に見てきたからこそ感じることがあった。核
兵器が無くならない今、被爆者がいやされることはないと思う（２年 生物環境科 女子）
「瀬沼 不屈の劇的ヘッド モンテ"苦境"乗り越えホーム２連勝」を読んで
・モンテの選手は最後まであきらめずに走りきって勝利したことに感動した。どのようなことでもあきらめ
ずにやったら、結果がついてくることがわかってよかった。
（２年 生物生産科 男子）
・どんなに苦しいときでもあきらめずに行動することの大切さがわかった。これからは何事にも全力でがん
ばりたいと思います。今後の試合も勝ってほしい。けがをしている選手がいるので、早く直してほしいと
思います。
（３年 生物生産科 男子）
「九里学園 価値ある一勝」を読んで
・私は、酒田南を応援してたので勝ってもらいたかったです。春季大会は終わってしまったけど、甲子園で
出場してもらって頑張ってる姿を見たいなと思います。九里学園は、春季大会で酒田南の分も頑張っても
らいたいです。
（２年 園芸科学科 女子）
「浅草寺奉納用に田植え 立派な大わらじできるよう」を読んで
・食べる以外の目的で植えることもあるんだと思った。この前、田植えをしたばかりだったから、なんとな
く大変さがわかったし、親近感がわいた。
（１年 食品科学科 女子）
・伝統があって本当に良い行事だと思った。詳しく読むと一苗一苗手で植えていたので、自分たちは機械で
植えていて、その苦労がわからないので、とても頑張っていたのだなと感じました。今後も収穫など大変
な仕事もあるが継続して欲しい。
（３年 生物生産科 男子）
「積極的に水分補給 中村さんの元気でいきいき食事講座②」(20 面/くらし)を読んで
・私はこの記事を読んで、病院にはこばれた女性と同じように喉が渇かないなら水分をとらなくてもいいと
考えていました。水分をほとんど取っていなかったと読んでいて思いました。そのうち、あの女性と同じ
ことになっていたでしょう。水分補給大切ですね（１年 食料生産科 女子）

■ アンケート結果：新聞に触れる機会について
日頃、庄農生がどのくらい新聞に触れているか、質問した結果をまとめたところ、次のようになりました。

※重複回答あり

最も多くの庄農生の家庭で山形新聞が読まれて
います。家で地方紙・全国紙・専門紙を併せて購読
している生徒が一定数いることも分かりました。
一方、自宅で新聞をとっていないと回答した生徒
が全体の３割にのぼり、新聞に触れる機会が少なく
なっていることがうかがえました。
また、過半数の生徒が学校の図書館で新聞が読め
ることを知っていても、実際に読む機会は多くない
ようです。

■ 今回の「新聞読もうの日」についての感想〈抜粋〉
・改めて、今の日本の現状について、良い所も悪い所もふまえてしれた
ので、よかったと思います。
・私はいつも家でニュースしか見ないが、新聞でしか知れない事、新聞の方
がくわしい所があり、あって良い時間だと思う。
・新聞がなくてもテレビやインターネットがあるから読まなくてもいい
やと思っていたのですが、新聞を読んでいてテレビにはない情報があ
ったりしました。新聞を時々読むのもいいなと思いました。

・テレビとは違うと思った。どの記事を読んでも分かりやすかったから、
新聞をつくってる人たちはすごいと思った。取材とかも大変そうだと思
った。
・普段全く読まないが、新聞読もうの日のおかげで家でも読もうと思った。
・各国の経済のことや問題になっていること、山形の情報を知ることがで
きて良かった。

・身近なニュースから世界のニュースまで幅広く知れたので良かったです。
・いつもは読まないけど、いざ読んでみると興味のある記事があったりして
おもしろかったし勉強にもなったと思います。自分が読めるときは読んで
みるのもいいと思います。
・全く読まない人（私）や新聞をとっていない人にはいい機会だと思います。

・色々書いてあるのでいい！！これからも続けたい。
・読むのがめんどくさいし、読む場所がせまくて読みにくい。
・普段は１０分程度で軽く読む感じだったけど、
今回はしっかり気になるところを読むことができたのでよかったです。
・普段から新聞を読んでみようと思った。

・新聞を読むことによって新しい発見や、今まで知らなかった伝統などが
知ることができてよかったです。
・今日の新聞は高校野球もあるからだろうか、比較的、スポーツ記事が多
かった気もする。私が興味のある記事は少なかったが、家でもせっかく新
聞をとっているので、もっと読んでみようと思う。
・政治の世界などが知れていいと思うけど、字が細かいし、言葉が分かり
にくいところが色々あった。
・正直、よくわからない記事が多く、自分がどれだけ社会や国際的な問題
について分からないということが分かった。積極的にこれからはニュース
や新聞を見たい。
・いつもは LINE ニュースで読んでるけど、たまには新聞もいいと思った。

・新聞を読んで、この数日で山形だけでもたくさんの出来事が起こってい
ることを知れてよかった。これをきっかけに家でも新聞を読むようにした
いと思った。
・今、どんな事件が起きているのか等が詳しくわかってよかった。面接に
役立てたいと思う。
・ニュースで見てだいたいの物事は知っていたが、山新だと県内のことも
知れるので、県内に目を向けるためにも毎日読みたいと思った。
・今現在
の自分はケータイの機能である LINE ニュースなどの情報アプリなどで今
の世界の動きを見ています。ですが、地域のことを詳しく細かく記されて
いるこの新聞はそれと違って良い点があるのだと感じた。

・私は新聞を読むことはありますが、１５分以上ゆっくり目を通すという
機会はなかなかないので、しっかり目を通すことができて良かったです。
・毎日、家で新聞を読んでいますが、学校で読むのも悪くないと思いました。
・普段はテレビとかスマホとかでニュースを見ているけど、新聞なら、地域
のこととか、テレビで流れない小さいことも知れるから、べんりだなと思
った。頭が良くなれる気がした。

・とてもいいと思った。
３年生はもっと新聞を読んだほうがいいと思った。
・良い機会だった。普段スマホを使用しているため、ちゃんとした字を
読むことが少なかったので、これからもやってもらいたい。
・普段、新聞を読んでいない（まず、とっていない）ので、
ひさしぶりに読みました。

