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本書の読み方・活用の仕方 

 

⑴忙しいあなたのためにポイントだけを箇条書に 

 皆様は大変忙しい。広報技術をゆっくりと勉強している時間はない。だからなるべ

く簡単に重要なポイントが頭に入るように作ってみた。 

 

⑵作業をしながら本書をちらちら見ていく 

 実際に作業をしている時に、関係する箇所を見ていくといいだろう。 

 

⑶とにかく「読ませる」テクニックに焦点を当てた 

 ともかく「読ませる」テクニックを集中的に取り扱っている。本当に編集技術を解

説するには、順を追って丁寧に説明していかねばならないが、本書はそれを省いてあ

る。 

 

⑷「うまい」作品はあるが、「読ませる」作品が少ない 

 高度な編集技術を持った福祉マンもいるが、その作品が「読ませる」ものに仕上が

っているかというと疑問だ。何かが足りない。そこにこそ本書の役割がある。 

 

⑸大切なポイントはたいしてない 

 体得したい広報紙づくりのポイントは、そんなにたくさんはない。それを頭に入れ、

実践の場でその通りにやれば、「読ませる」作品が作れるはずだ。 
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第１章 企画の立て方 
 

■広報紙のいのちは企画だ。企画とは読ませるためのテクニック 

 紙面づくりに熟達した人たちに見受けられる現象であるが、記事を取り上げる角度

や内容を差し置いて、レイアウトのことばかりに関心を集中させる。罫線はどうか、

写真の配置の仕方はどうかといったことばかり質問してくる。そういう人の作品に限

って、記事そのものの内容は面白くない。 

 大事なのは、記事の内容が面白く、読ませるものであるかどうかなのだ。だから、

広報紙作りの講座の、少なくとも半分以上はこの企画力の練磨に費やすべきである。 

 

■広報紙はもともと読まれないもの。だから技術が必要なのだ 

広報紙というものはまず読まれない。一生懸命作ったのだから読むべきだと思うか

もしれないが、読者はそんなに寛容ではない。おもしろくなかったら読まない。そん

な読者に「読んでみようか」とページをめくらせるには、よほどの努力と技術が必要

なのだ。 
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■プロの作品と戦わなければならない不幸。ではどうしたら？ 

社会には、プロの技術を尽くした作品が氾濫している。こういうプロの作品と闘わ

なければならないのだからつらい。なんとか、素人なりに、プロと肩を並べられる方

法を考えなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

１．上手な企画立案への４つのポイント 

⑴人と違うことに執着する人―「あまのじゃく」たれ！ 

 福祉の広報紙といっても、そこで取り上げるテーマはそんなにたくさんあるもので

はない。ヘタをすると毎回同じようなテーマを扱うことにもなりかねない。となると

勝負は、毎回そのテーマを従来とは違った角度からとらえているかということになる。

みんなが「ふれあいの輪を広げる」という言い方をしたら、「オレは絶対にこの言葉

は使わない」と決意する。みんなと同じことをするのを嫌う―そんな「あまのじゃく」

からユニークな発想が生まれてくるのだ。 

企画する者に求められる資質は、通常とは違った角度から物事を見る力だ。人間は

同じ角度から物を見せられると飽きてくる。従来とは異なる角度から表現し直すと、

「おやっ」と目を引かれる。 

 

⑵いつも頭に入れておくこと―「この記事の情報価値は？」 

 広報紙は、読めば何か得るものがなければならない。なんらかの価値がある必要が

ある。読んでトクしたと読者に思わせることができるか。これをすべての記事につい

て自らに問いながら企画を練っていく。「この記事の情報価値は何か？」と自分に問

うてみなければならない。 

イベントの報告記事や寄付者の一覧、予算・決算の報告などは、通り一遍の報告で

「家庭画報」より 
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済ませてしまおうとなりかねない。寄付者一覧でも読んでトクしたと思わせる記事に

するのが、編集者の義務である。 

 

⑶「福祉は嫌われている」ことを腹に入れておく 

 福祉の広報紙を担当する人が頭に入れておくべきことがある。「福祉は嫌われてい

る」ということである。福祉とは何か？ 何か困ったこと、人生で出会うイヤなこと、

できれば遭遇したくないことなどと考えることであろう。イヤなことはなるべく意識

から遠ざけておきたいのが人情だ。ところが福祉の広報紙は、人が考えたくないこと

を無理やり考えさせるわけだから、よほどオモシロイ記事、魅力ある記事でないと読

まれない。 

 だから、いくら福祉の広報紙だからと言って、安易に「福祉」とか、それに関連す

る用語を使うべきではないし、福祉の施設やサービスなどを扱う場合も、読者はそれ

に拒否反応を示すということを頭に入れながら企画を練っていく必要があるのだ。 

 

⑷読者はホンネ、あなたはタテマエ。さてどうする？ 

 広報紙が読まれない最大の原因は、読者と編集者が「すれ違い」現象を起こしてい

ることだ。読者は「なんか、ウマイ話はないかいな？」とホンネで考えている。一方

編集者は「福祉のことに関心を持っていただきたい」と願っている。こちらはタテマ

エ。ホンネとタテマエは永遠に交差しない。 

 どうすればいいのか。読者がタテマエの姿勢になるのは期待できない。方法は一つ。

あなたがまず、ホンネの姿勢で記事をとらえ直してみることだ。ホンネで見直しなが

ら、結果としてタテマエのルートに路線変更を（相手に気づかれずに）してしまうこ

とだ。 

 例えば「ボランティアなんかしたくない」と読者は思う。それなら、「若干の収入

が見込める活動一覧」といった特集を組む。それなら読むはずだ。その記事を読み、

実際に活動に参加することで、結果としてボランティア精神が沸き起こればいいのだ。 

 

２．「企画便利帳」を使って企画をどっさり生産 

■取り上げたいテーマを２５の角度から見てみよう 
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 ここに用意した「企画の便利帳」を使いこなして、企画をたくさん生み出してみよ

う。表の左に示したのが、おもしろい企画を生み出すヒント。 

 取り上げたいテーマ（事件・イベント）のそれぞれについて、次の２５項目の角度

で見るとどのような企画があり得るかを、右の空欄に記入していき、その中で最も奇

抜で可能な企画を採用する。 

 

■「常識」「ホンネ」「タブー」に触れれば「他と違った角度」に 

「他と違った角度」から考えると言ったが、具体的にどうし

たらいいのか。「常識を疑ってみる」か「ホンネに迫る」か「タ

ブーに触れる」。いずれも勇気が要る。それをするかどうかが

問われている。 

「楽屋裏を見せる」や「意外な事実」「もし～だったら」「将

来を予測」「過去はどうだったか」「これまでの歴史」「特定部

分にスポット」も、「他と違った角度」と似た方法と言ってい

い。このいずれかの手法を使えば、「今までとは違った」フレ

ッシュな角度から事件を捉えることができる。 

 

■「おトクな情報」や「ハウツウ」「まだ間に合う」に価値あり 

「市民の今の関心事」「市民の共通関心事」「地元の話題」などには、一般的に言って

読者が関心を持ってくれる。「問題の争点」も同様だ。「おトクな情報」や「ハウツウ

情報」「まだ間に合う情報」「～のすべて」「マップ化」などは「価値ある情報」と言

える。「マップ化」や「～のすべて」を企画してみるといい。いかにエネルギーを要

するかがわかるはずだ。それだけその情報には価値があるのだ。 

 

■人は人が面白い。だから人物を通して書けばいい。 

 ２０番目から２４番目まではすべて、記事を人物を通して取り上げるという手法で

ある。人は人に興味を持つ。井戸端会議の話題のほとんどが、近所の人の噂話である

のもうなずける。 

 

 

ときにはタブーにも触れなくては 

「通販生活」より 
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取り上げたいテーマ（事件） [                       ] 

企画のヒント 

常識を疑ってみる 

私の立てた企画 採用 

タブーに触れる 

ホンネに迫る 

市民の今の関心事 

地元の話題 

問題の争点を探す 

楽屋裏を見せる 

意外な事実 

もし～だったら 

将来を予測する 

過去はどうだったか 

これまでの歴史 

特定部分にスポット 

おトクな情報 

ハウツウ情報 

｢まだ間に合う｣情報 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

１０ 

１１ 

１２ 

１３ 

１４ 

１５ 

１６ 

１７ 

市民の共通関心事 
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３．企画立案の際、これだけは心得ておきたい 

⑴「なごやかに敬老会」―をどの角度からとらえるのか 

 敬老会など、開かれたイベントの内容を、ただ漫然と書いているような記事がいか

に多いことか！ そのような書き方だと、毎年同じ記事ができあがってしまう。「敬老

会」というイベントを記者として、どの角度からとらえるかが「企画」というものな

のである。例えば下のような「角度」があり得る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

マップ化 

事件を人物で語る 

陰の人物 

有名人 

変わりダネ 

注目株 

新しい点は？ 

１８ 

１９ 

～のすべて 

２０ 

２１ 

２２ 

２３ 

２４ 

２５ 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

出席者の「つぶやき集」―会場で主催者やボランティアが耳にした声を集約 

最長寿者の「その日」の２４時間を密着取材 

出席者の「こんな顔・あんな顔」―印象深い顔・表情を数名分、写真に撮る 

裏方さんたちの裏話・感想―座談会を開き、「名言」だけを拾う 

その日来られなかった人のそれぞれの「事情」を取材 
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⑵人を並べるなら、一人を大きく扱い、他は小さく 

 寄付者を紙面いっぱいにずらりと並べたページが福祉関係の機関誌には必ずある。

読者も読むはずがないだろうと編集者もあきらめている。しかし、はじめから「読者

が読まない」とわかっているようなページを作るのは読者に失礼である。 

 こういう場合は、その中の「変わり種」一人を抜き出して取材し、それを大きく扱

うのである。となると、それだけ他の寄付者の名前を並べるスペースがなくなるが、

残りのスペースに小さな活字でぎっしりと詰め込めばいいのだ。 

 それでは寄付者を差別したことになるが、紙面は読者のために作っているのであっ

て、寄付者のためではない。今のようにすれば、読者は絶対読んでくれるし、この一

例が面白いとわかると、「他にももっと面白い事例があるのでは？」と思って、小さ

な活字も丹念に読んでもらえる。結果としてみんな読んでもらえるのだ。 

 これに類する記事として、当該団体の人事・民生委員や各種委員の異動などがある

が、人だけでなく、例えば予算記事も、その中の特に読者にとって面白い項目に絞っ

て大きく取り上げ、他の項目は小さく詰め込む方式でいい。 

 

⑶「私にとってその事業はどういう意味があるのか」を知りたい 

 社会福祉協議会の広報紙にはかならず登場する企画「社協ってなあに？」をどう読

ませるか。よく使われるのが一覧表方式。読者はいつも「私にとってどういう意味が

あるのか」を考えている。そこでそれぞれの事業名と解説に加えて、読者がそれによ

ってどのような利益が得られるかを、また読者はその事業にどのように「参加」でき

るのかを記していく方法はどうか。 

 こちらが伝えたい事柄を、読者の側から都合のよいように、またわかりやすいよう

に、作り変えてみることをおすすめしたい。 

 

⑷読者はこの事業で何を知りたいと思って

いるだろうか 

「有償の家事サービス」事業の紹介記事を取り上げ

たいとする。「もっと読ませる」にはどうしたらいい

か。この事業について読者は何を知りたいだろうか

と問うてみればいい。「有償の家事サービス」なら、

こういう企画なら予算記事だって読むかも 

「通販生活」より 
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私も何とかできそうだ。少しはお金も入るだろうから、興味は十分ある。ところでこ

の私でもできるのかしら。もう６０歳だし、特別な技術もない。月に何回も出動とな

れば、難しい…こんなことを読者は考えている。それをどこまで推測できるかが、編

集者に問われるのだ。 

 

⑸「あなたもボランティアに。何をするかは自分で考えよ」？ 

 よくある記事、「あなたもボランティアしませんか？」。ところがその気で読んでい

くと、はぐらかされる。こういう記事を読む人は、何らかの活動をしてみようかと思

っている。しかしそのつもりで最後まで読んでいっても、では何をしたらいいのかが

スッポリ抜けている。 

 

⑹教えてやろう」だけでなく、読者に考え込ませる企画も 

 福祉関係の機関誌は、読者に福祉のなんたるかを説く、いわゆる説教記事が多い。

福祉を理解してほしいという気持ちが前面に出すぎていて、読者に敬遠される原因に

もなっている。 

 訴えたい気持ちはわかるが、問題はそれをどう表現するかで、もっと工夫が必要だ。

こちらが言いたいことをストレートに言うのでなく、読者に考えさせるという方法も

ある。そのための十分な素材を提供しなければならない。 

 

⑺うまくいった話だけでなく、失敗例が知りたい 

 福祉の記事には「いい話」しか登場しない。イベントがあれば、うまくいった話に

なり、グループ紹介を見ても、「よいグループ」となる。そこに何か「問題点」はな

いのか。イベントにしても、どこかうまくいかなかった点はないのか。失敗例だって

ないはずはない。 

 読者が知りたいのは、むしろ失敗例である。いい話の中に悪い話を適当に挿入すれ

ば、それがよい塩加減となって、記事全体に立体感が出てくる。 

  

⑻「みんな幸せ」ではなく、福祉の影の部分も見せる 

 福祉の記事には「明るい話題」しか出てこない。「みんな幸せ」といった雰囲気が

紙面から溢れ出てくる。それで読者は面白がって読むかというと、じつは反対である。 
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 ある社会福祉協議会の職員と懇談していて、「ネタがない」と嘆いていた。だが夜

になって二次会をしていたら、彼が窓口で聞いたドロドロとした生活臭の詰まったエ

ピソードを語るのである。私は言った。「なぜそんなオモシロイ話を記事にしない

の？」そんな話は暗すぎるからダメだという。しかし読者が好むのはそっちの方の話

なんだよ、と私は反論しておいた。 

 

⑼「福祉」とは寝たきり高齢者と障害者の問題だけなのか？ 

 福祉の広報紙を見ると、福祉とは寝たきり高齢者と一人暮らし高齢者と障害者の問

題なのかと思ってしまう。こんな狭い福祉観で紙面づくりをしていては一般市民が関

心を持つはずがない。 

 問題は、読者が普段考えている福祉と、紙面に登場する福祉とが、基本的に異なっ

ていることである。障害者の問題もいいけど、私は○○の問題でそれどころではない

のよと、腹の中では思っている。子どもの問題や夫の問題、自身のいろいろな悩み、

それらは「福祉」ではないのかと、福祉関係者の福祉観に疑問を抱いている。とした

ら、まず市民が考えている福祉から出発してみたらどうか。 

 

⑽庶民の「小さな活動」を思いきって前面に持ってくる 

 福祉の広報紙の後半部分を丹念に見ていくと、「ちょっといい話題」がチラッとだ

が出てくる。庶民のささやかな活動であるが、関係者はこういう話題を軽視している。

市民向けに、何のために広報紙を出すのか。市民にも福祉に

関心を持ってもらい、できる範囲で参加してもらいたいわけ

だろう。そうならば、最も大事にしなければならないネタは、

こういう種類のものではないか。関係者は取るに足らない活

動と考えるが、これは市民が実際に活動している証拠である。

それを見て、「こんなことなら私もできる」と読者は思う。

それこそが広報紙発行の狙いではなかったか。 

 読ませる広報紙を作りたいならば、自分の団体の会長挨拶

や予算・決算、人事、各種事業などは、最後のページにぎっ

しりと詰め込んで、市民の「ささやかな活動」をトップに持

ってくるべきであろう。市民参加の実例が最優先されるべきなのである。 

編集企画部門グループ作業の優秀作品 
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⑾福祉の「当事者の側」からの記事がなさすぎる！ 

 福祉の広報紙で探しても見つからない記事が、もう一つある。福祉の当事者の立場

から取り上げた記事だ。ほとんどの記事は福祉を「する」側からの企画である。食事

サービスや入浴サービス、ふれあい広場や障害者との交流、老人ホームの訪問、施設

訪問記など。しかし、はたして、これが正しいことなのか。福祉はもともと、住民が

自身の問題を自分たちで主体的に取り組んでいくことであって、福祉のプロパーは側

面援護役に徹すべきである。としたら、福祉の「活動」の記事は、サービスを受ける

側から企画し、書いていかねばならないはずである。自身の問題に自身で取り組んで

いる活動、いわゆる当事者活動も、前面に押し出すことになる。 

 

４．こういう場合のこういう方法 

 以下は企画の各論。こういう場合にはこういう企画の立て方があるという事例だ 

。 

⑴年中行事を面白く読ませる方法 

「例年通りに開かれた」と言ったらおしまい。いつもとは違う部分を探すのだ。人物

を通して語ったり、裏話を披露するなど、取り上げる角度を変える必要がある。 

 

⑵参加の呼びかけを気持よく読ませる方法 

 福祉関連の活動に参加させるのはむずかしい。そこで、参加した人の「良かった」

という感想や「あの人も参加した」などと、そのイベントの魅力を別な角度から表現

するのだ。 

 

⑶ずっと以前の事件やイベントを取り上げる方法 

 年間の発行回数が少ないと、多くの記事が腐ってしまっている。どう「焼き直すか」

が課題だ。再度取材したり、その後を追跡したり、当時を振り返る企画にしなければ

ならない。 

 

⑷会長挨拶を面白く読ませる方法 

 読者はその団体の会長が誰で、どんなことを書くのか、関心がない。読者の好まな
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い企画を前面に持ってくるのは、読者でなく上司の方を見ていることになる。 

 

⑸「会員になりませんか」記事を読ませる法 

 最も難しいテーマであるが、基本は魅力ある、旨みのある組織であるかどうかだ。 

 

⑹予算・事業計画を面白く読ませる法 

読者一人一人の立場からその予算を考えてみることから始まる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
年中行事を面白く 

読ませる方法 

（１） 

こんな場合に こんな方法はいかが 

①例年と異なるところを探す 

②○年前の同じ行事と比較する 

③特定の部分を切り取る 

④行事に表れた福祉の新しい波を読む 

⑤「事件」「ハプニング」を探す 

⑥来年はどうなるか？ 

⑦行事を裏から見る（スタッフの動き） 

⑧特定の人物を通して見る 

⑨同じ日の他の行事や事件と結びつける 

参加の呼びかけを （２） 
気持ち良く読ませる 

方法 

①活動内容のすべてを概観できるようマップ化 

②その活動の「魅力」「メリット」を並べる 

③実際に参加した人の声を紹介 

 （「参加してよかった！」） 

④「誰でも参加できる」ことを強調する 

⑤「お目当ての人」を作り上げる 

 （「あの人が参加するなら私も」） 

⑥参加資格・費用等もはっきりと 

ずっと以前の事件や （３） 
イベントを取り上げ 

る方法 

①事件の一部始終を振り返る（総括） 

②ミステリーを追う（未解決の部分） 

③事件のその後はどうなった？ 

④事件の裏話（あれは実はああだった） 

⑤当事者は今… 

会長挨拶を面白く （４） 
読ませる方法 

①３～４行程度に縮める 

②１ページ目でなく３ページあたりで囲み記事に 

③会長の原稿とは別にコメントをつける 

④書かせるのでなく、しゃべらせる 

 （インタビュー記事か、文責編集部に） 

⑤その号の特集テーマに合わせる 

 （書くテーマを指定する） 

⑥会長の近況を密着取材してルポ風にまとめ、それ 

 を会長挨拶に代える 
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頁 紙面構成案 

  

○月号の企画名 

  

企画の種類（例） 

  

巻頭言 

  

社会福祉の動き 

  

グラビア 

  

公的機関の動き 

  

大特集 

  

民間施設・団体 

  

中特集 

  

市民運動の動き 

  

コラム 

  

各種団体の動き 

  

ルポ 

  

自助組織の動き 

  

寄稿・随想 

  

奉仕組織の動き 

  

投書 

  

業種ごとの動き 

  

連載企画 

  

家庭、職域の福祉 

  

お知らせ 

  

学校福祉と教育 

  

ニュース 

  

福祉の周辺分野 

  

トピックス 

  

会員向け情報 

   

｢会員になりません （５） 
か」記事を読ませる 

方法 

①もうみんな入っている！ 

②「あの人も入っている」 

③会員のユニークな特典を際立たせる 

④「負担は軽い」ことを強調する 

⑤手続きも簡単！ 

⑥会員向けの特別の欄を設ける 

⑦会員の動静を逐一紹介する 

⑧新入会員の名前（できれば写真）を紹介する 

⑨「全戸会員まであと○軒！」方式 

①新規分のみを拡大して取り上げる 予算・事業計画等を （６） 
面白く読ませる方法 ②特に注目すべきところを、関係者のコメントなどで 

③その他は小さくまとめる 

④予算編成の苦労話・裏話を紹介 

⑤その見方をやさしく解説（図入りで） 

⑥意義や問題点など評論調に 

⑦読者一人ひとりにとっての意味を説明 
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５．バランスある企画・立案 

■紙面構成に偏りはないかをチェックしよう 

 企画に偏りが出ないようにするために、前頁（下）のようなチェック表を作成した

らどうか。左の欄がおおよその紙面構成、右の欄が取り上げるべき企画の種類、真ん

中が○月号の企画名。この三者で該当するもの同士を線で結んでいけば、不足してい

る企画（の種類）がわかってくる。各欄の項目は各自で考案してみていただきたい。 

 次のページにデイサービスセンターの広報紙の場合を例示してあるが、例え施設の

広報紙でも、広い視野から取り上げるべきテーマがこんなにたくさんあるものなのだ。 
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９

バランスある企画のためのチェック表 

たとえばデイサービスセンターの場合 

１ 

社会福祉全般の動向とデイサービスとの関わり 

（福祉はどう動いているか。デイサービスはどう変わっていくか、これからはどんな 

サービスが生まれてくるかなど） 

２ 
公的機関（国や都道府県、地元の自治体）の動き 

（新しい福祉サービス、サービス内容の変更、それに該当する人、しない人） 

３ 
関連施設・団体の動き（間接的に関わる施設団体の動きも） 

（施設処遇の変化、他の機関＜地域包括支援センター等＞の状況） 

４ 
シルバービジネスの動向 

（新たに生まれているシルバーサービス・ビジネスの事業内容とその利用経費など） 

５ 

各種福祉関係者の動向 

（デイサービスに直接・間接に関係した福祉職員の活動状況。医師や保健師、看護師、 

指導員、調理員、ＯＴ・ＰＴ、運転手、ヘルパー、自治体の福祉担当職員など。 

彼らの研修や視察のレポート、私生活も含む） 

６ 
社会福祉全般の動向とデイサービスとの関わり 

（福祉はどう動いているか。デイサービスはどう変わっていくか、これからはどんな 

サービスが生まれてくるかなど） 

７ 
住民活動の動き 

（地域内で新たに生まれた住民の在宅福祉サービス活動やボランティア活動の状況。 

地域内の婦人会や農協、生協等の福祉関連活動の動きも取り上げる） 

８ 

利用者（現在利用している人、利用できない人、拒否している人も）の動向 

（利用者の家庭での生活やリハビリの状況。家族との関係。対象外の人の生活や声。 

利用者とホーム入居者との関係・比較。センターを退所した人のその後。利用を拒否 

している人の「なぜ？」や周辺の事情など） 

９ 
利用者の家族の動向 

（家族から見たデイサービス。家族としてのデイ参加の状況。家族会の状況。利用者 

との関係や悩み。地域社会との関係。家族への地域ボランティアの状況など） 

１０ 
デイサービスの状況 

（利用者の横顔や履歴。行事。食事。各種サービスの状況。利用に関するお知らせ。 
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第２章  原稿依頼の仕方 

 

■面白い企画であるほど、書ける人を探すのは難しい 

 原稿を依頼してしまえばいいのだから簡単だと思ったら間違い。立てた企画が面白

いものであるほど、それについて書ける人を探すのは極めて難しい。こちらで書いて

しまった方がどれだけ楽か。 

「あの人が書けるのでは」と勝手に推測してそのまま依頼してしまう人もいるが、出

来上がった原稿を見て愕然とする。一度訪問して、その人はどういう内容で書けるの

かを探ってみる必要があるのだ。 

 

 

■「編集者の主体性を守った」原稿依頼とは？ 

 ある有名な月刊誌への執筆を依頼されたことがある。まず２人でやってきて、私と

雑談をする。数日後、再度やってきて、私に企画書を見せた。こういう狙いで、まず

こう書き、次はこう書いて、最後はこう締めくくることと指示してあった。そんなら

自分で書けばいい、とでも言いたくなる。 

 その指示に従って執筆し、その後送られてきた月刊誌を見たら、「これが私が書い

たものなのか」と疑いたくなるほど目茶目茶に修正されていた。事実上、私でなく彼

らが書いたのだ。私はそれに名前を貸しただけ。これがプロたちの「主体性ある執筆

依頼」だった。 

 

１．原稿依頼のエッセンス 

⑴ユニークな企画ほど代弁者探しは困難に 

 原稿依頼は、テーマから内容までを相手に委ねてしまうことではない。それをこち

らで考えるのが企画であって、その企画をこなせる執筆者を探すのが最も困難な作業

なのである。 

 

⑵筋書きから結論までを相手に指示する主体性を 
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 原稿依頼の本来のあり方としては、依頼する原稿が全体企画の中でどのような位置

を占めるのかを説明した上で、こういう筋書きで、こういう結論にしてもらいたいと

要求するぐらいの主体性が求められている。執筆者と懇談しながら柱立てを考え、相

手に示すという方法もある。 

 

⑶ときどき進捗状況をたずねる面倒を 

 原稿を依頼したら、締切日まで放っておくのではなく、何回か電話ででも進捗状況

をたずねる必要がある。大抵の執筆者は、締切日が迫ってこないとなかなか手をつけ

ない。 

 

⑷不満足なら書き直してもらってもいい 

いただいた原稿がこちらの意図した主旨と違っていた時は、書き直すようお願いし

ても失礼にはならない。その場合、どこをどのように書き直せばいいのかをはっきり

と示す。最終的に読者の手元に届く作品が満足できるものに仕上がる方が、執筆者と

しても納得がいくはず。 

 

⑸原稿料は払うのか。いくら払うのかをはっきり 

 原稿依頼のとき、原稿料のこともはっきりさせておく。福祉関係者には甘えがあっ

て、原稿料のことは大目に見てくれるだろうと考えてしまう。少なくとも、払えるの

かどうか、いくら払うのかということについて、相手に了解を求める程度の礼儀は欠

かさないようにしよう。 

 

⑹面白くない文章を書く人へのこんな対策 

 企画の都合で、どうしても文章の下手な人に登場し

てもらわねばならない場合は、インタビューして「文

責編集部」でまとめるとか、依頼する分量は少なめに

し、編集部の追加取材分と合わせて立体的な企画にす

るなどの工夫が必要だ。 

 

 

面白くするには「談話」方式も 

「週刊ポスト」より 
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第３章 取材の仕方 
 

■取材する側が終始、主導権を握るのがプロ流 

 編集者自ら執筆すると決まれば、大抵の場合は取材をすることになる。この取材も、

プロと素人では、決定的な違いがある。取材する側が終始、主導権を握るのがプロ流

である。素人は、相手がしゃべってくれるのを受け身で待っている。 

 主導権を取るには、相手から何を引き出すか、初めから用意しておくぐらいでない

といけない。自分が立てた仮説がどれほど合っているのかを確かめにいくようなもの

なのだ。はずれたらはずれたで、そこから意外な事実を引き出す。転んでもタダでは

起きない。 

 

１．取材のエッセンス 

⑴あらゆる角度からの質問を用意しておく 

 相手と会う前に、取材の件で、あらゆる角度からの質問を用意しておく。どんな答

えが返ってくるかわからないのだから、あらゆる可能性を頭に入れて、こういう回答

が返ってきたらこういう追加質問をする、ということも考えておかねばならない。 

 

⑵質問しながら、どんどん先を読んでいく 

 質問を始めたら、返ってくる回答を吟味し、「それなら、将来こうなることも予想

される。いや、もしかしたらこう発展するかもしれない」と、相手よりももっと先を

読んでいき、それについての疑問をぶつけてみる、というふうに、常に相手をリード

していく。黙って聞いていれば相手が気の利いた話をしてくれるだろうなどと期待し

ても期待はずれに終わる。 

 

⑶あらかじめ記事の骨格を作っておき、その裏付けに取材 

 取材に行く前に、この人の取材記事は大体こう始めて、こう発展させて、最後はこ

う締めくくる、と起承転結を決めておく。取材は、それを裏付けるためにやるような

ものである。だから、取材とは、自分の構想を裏付ける証拠のエピソードなどを相手
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から引き出すための「誘導尋問」ぐらいに考えていい。もし取材の中で意外な展開に

なったとしたら、それもまたよし、である。 

 

⑷相手からホンネやナマの言葉を引き出せ 

 取材は相手から、「決定的な言葉」を引き出すためにやるものである。記者自身が

書いても説得力はないが、それを当人から言わせれば大いに情報価値が出てくる。ホ

ンネを語らせるということは、相手をハダカにすることだ。自分は上着を着ていて、

相手にだけハダカになれというのは失礼だ。まず自分がハダカにならねばならない。 

 

⑸納得できないところ、不明な点はさらに聞き出す 

 聞いていて、相手の言うことがよくわからない、あるいは納得がいかない、前後で

矛盾しているという場合がある。事件などにからんで相手も答えたくない場合は、そ

ういう「あいまい問答」になりやすい。 

 

⑹「読者の聞きたいであろうこと」を聞く 

 ここに読者がいたらどんなことを聞きたいだろうか、といつも考えながら取材する

といい。読者の関心の方向を常に想像することが大切だ。 

 

⑺相手がしゃべったことを徹底的にメモする 

 取材者に求められる資質は、メモする癖だ。今聞いたことは、後でも思い出すだろ

うと考えているが、多くは忘れてしまう。だから取材している間は、必死にメモをし

ようと心がけなければならない。相手がしゃべった中で、特に面白い部分は、絶対に

メモする。それが見出しを飾る場合が多いのだ。 

 有名な雑誌社の取材を受けたことがある。分厚いメモ帳を取り出して質問をぶつけ

てくる。私のしゃべることのほとんどをメモしている。一時間かそこらの取材が終る

と、分厚いメモ帳が文字で埋まっていた。あとで送られてきた私関連の記事は、わず

かに数行であった！ 
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第４章 執筆の仕方 
 

 福祉関連の広報紙を読むと、レイアウトはともかく、原稿の方がめちゃくちゃとい

うのが少なくない。何かを書けば相手は読んでくれるという甘えがある。相手は（特

に福祉関連の記事は）「あまり読みたくない」と思っているのだから、その人に「な

んとしても読ませてみせる」という気概がなければ駄目である。 

 

１．執筆のエッセンス 

⑴一つの文章では一つのことしか言わない 

 執筆で必要なのは、要旨がはっきりしていることだ。一つの文章では一つのことし

か言わないと心に決める。福祉の広報紙の執筆面の問題は、要するに何が言いたいの

かがよくわからない点にある。書く前に、その記事の結論は何なのかを明らかにして

おこう。 

 

⑵重要なことから書き始める。ウォーミングアップは不要 

 福祉の広報紙の場合、頁数が少ないこともあり、一つの文章は当然短い。とすれば、

書くときはいつも先に結論を持ってくるぐらいでちょうどよい。「始めに」と書き始

める人がいるが、ウォーミングアップは長文を書くとき以外は、却って読者に迷惑に

なる。 

 

⑶相手を説得してみせるという気構えで 

 書く以上は、何としてでも自分の主張に読者を従えさせてみせるぐらいの執念が必

要。相手を説得しようとすれば、専門用語を乱発して読者を煙にまこうとはしないは

ずだから、論旨も明快になる。 

 

⑷つまらないネタこそ面白く 

 伝えなければならない情報の中には、編集者自身も興味を覚えないようなものもあ

る。しかし、それをいかに面白くまとめるかが、執筆者の腕のふるいどころと言える。
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自分自身「これは面白いのだ」と信じながら書くことだ。 

 

⑸ニュース記事は５Ｗ１Ｈを忘れずに 

 特にニュース記事などでは、欠かしてはならない要素、すなわち５Ｗ一Ｈがある。

「いつ」「どこで」「だれが」「何を」「なぜ」「どのように」を頭に入れながら書いて

いく。福祉の広報紙を見ると、これらの大部分が抜けているために意味がよくわから

ない記事がよくある。 

 

⑹現場を切り取ってくるような気持ちで 

 広報紙が面白くなるかどうかは、現場取材の記事がどれぐらいあるかで決まってく

る。現場取材のポイントは、現場に行った者にしか知り得ないことがどれだけ原稿に

詰まっているかである。その生々しさこそが魅力であり、いのちである。 

 

⑺見出しが思い浮かぶような原稿 

 良い原稿を見分ける方法として、「見出しが思い浮かぶかどうか」がある。魅力的

な見出しがすぐ出てくるような文章は、論旨がはっきりしているし、それがそのまま

見出しに使えるような魅力的なフレーズで表現されている。 

 

⑻どのように盛会だったのか 

 会議やイベントが開かれたことが載っているが、ただ「盛会だった」としか書かれ

ていない場合が多い。読者が知りたいのは、「どのように盛会だったのか」であって、

これが欠けていると全く面白くない紙面になってしまう。 

 

⑼呼びかけなのか報告なのか、はっきりせよ 

 要するに読者にどうしてくれというのかが分からない文章が少なくない。ただの報

告なのか、その行事に参加してほしいのか、執筆する時にきちんとチェックすべきで

ある。 

 

⑽理論はできるだけ「事実」に即して書くこと 

 理論というものはストレートに読者にぶつけるものではない。それを説きたいなら
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ば、その理論を裏付ける実践例を探し出し、その紹介の中で展開するのが常道である。

何か読者に言いたいことがあれば、必ず実践例を求めて電話取材でもいいからすべき

である。 

 

２．これだけは心得ておきたい 

⑴「盛会だった」など「感想言葉」を使うなら証拠を示せ 

 福祉の広報紙にはイベントのルポが多い。読んでいくと、「感想言葉」が出てくる。

「盛会でした」「なごやかな雰囲気の中で」「和気あいあいとした」「みんな楽しそう」

「華やかな中に」など。 

 読者は戸惑う。これらの言葉は、読者が文章を読んだ後にふと洩らすものであるべ

きだからだ。それを書いた人に言われてしまったのでは、読者は何と感激したらいい

のかわからなくなる。本来ならば執筆者は、読者にそういう感想を洩らさせるような

証拠となる「事実」を示せばいいのだ。 

 

⑵現場に行った人にしか知り得ない「真実」を探せ 

 取材記事の場合は、現場にいた者にしか絶対知り得ない事実をいかにしてつかむか

で、原稿の良否が決まってくる。列車衝突事故の現場に急行した記者は「衝突のすさ

まじさ」を証拠付けるものを、その現場で漁るはずだ。被災者の靴の一つが、現場か

ら数十メートルも離れた所で見つかったとか、衝突の時の衝撃音が数キロ先でも聞こ

えていた事実を、前面に押し出して記事を書く。 

 

 

第５章 見出しのつけ方 
 

 素人は見出しの重要性に気づいていない。見出し次第で本文が読まれるかどうかが

決まってしまうほどなのに。福祉関連の広報紙が読まれない最大の理由が、見出しの

書き方が間違っている点にある。 
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１．見出しつけのエッセンス 

⑴本文を生かすも殺すも見出し次第 

 福祉の広報紙に魅力がないのは、見出しのつけ方にも問題がある。レイアウトはう

まいのに、なぜ読む気がしないのかを調べてみると、見出しの問題に突き当たる。記

事を生かすも殺すも見出し次第だ。 

 

⑵「さあ、いらっしゃい！」 

 見出しは芝居小屋の呼び込みに似ている。「さあ、

いらっしゃい！」と、いかにオモシロイ出し物があ

るかを宣伝し、木戸をくぐらせようとする。いくら

出し物が良くても、客が中に入らないことには話に

ならない。見出しは、読者を本文へ誘導するという

大切な役目を負っている。 

 

⑶忙しい人のために本文を要約した言葉 

 見出しはまた、忙しくて本文をじっくり読んでいられない人のために、要領良くま

とめたものでもある。だからその本文の言いたいことや魅力を一言で表現しきる技術

が必要とされる。 

 

⑷新しい価値や視点を表す言葉でもある 

 見出しは、本文を受けて読者に新しい価値観や視点を示す大きな役目も持っている。

だからその言葉はキラキラ輝いていなければならない。造語をやってみるぐらいの気

構えがあれば、その言葉で本文をリードすることさえできる。 

 

⑸見出しは企画がハダカになった言葉 

 見出しとは、その文章のおもしろさ、つまり企画としての質がそのままあらわにな

った言葉でもある。見出しが面白いということは、その文章の企画が良質であること

を示している。 

 

こんな見出しが出ていれば読むよね 

「通販生活」より 
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２．メインタイトルとサブタイトル 

 見出しをつける時、いつもメインタイトルとサブタイトルの二つを考えるようにす

ると便利だ。テーマによっては、この二つが合体したりするが、それでもこの二つの

要素が含まれる必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴サブタイトルは「その記事が何について書かれてあるか」 

 一見、似たような役割だが、まったく違う。サブタイトルはその記事が何について

取り上げているのかを明らかにする。福祉大会が開かれたとか、ボランティア講座が

ありますとか、寄付者一覧、介護保険制度が変わったとか。その事実だけを紹介する

言葉だから、もともと面白いものではない。だからサブタイトルで読者の気を引こう

としても無意味である。見出しのスペースの左隅に小さな活字でつけておけばいい。 

 ところが福祉関係者は、（メインタイトルを省いて）このサブタイトルを見出しの

スペースのど真ん中にでかでかと置いている。紙面全体が面白くなくなるのも道理な

のだ。 

 

⑵メインタイトルは「その記事が何を言おうとしているか」 

 一方のメインタイトルは、その記事が何を言おうとしているのかを表現するもので、

これをこそスペースを大きく取る必要がある。メインタイトルで読者の気を引こうと

いうわけだから。「この記事が何を言おうとしているのか」を明確に表現するだけで

なく、読者に「読んでみようか」と思わせるほどの魅力がなければ駄目だ。 

 福祉関連の広報紙の場合ほとんど、このメインタイトルがない！ サブタイトルだ

けで読者に読ませようというのだから無茶苦茶である。 

メインタイトル サブタイトル 

 その記事は（サブタイトルが示した 

テーマについて）「要するに、何を言おうと

しているのか」。論旨・要旨。 

 その記事は「何について」書かれて 

あるのか。テーマ。 
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 この新聞の場合、「ＮＰＴ再検討会議で演説」と「被

爆体験、世界へ訴え」がサブタイトルに相当する。

サブタイトルを二段階に分けたわけだ。そして「核

廃絶見届けねば死ねない」がメインタイトル。会議

に出席して被爆体験を訴えた人が、どんなことを言

ったのかがメインタイトルになった。 

このように、サブタイトルやメインタイトルが数

段階に別れたり、メインとサブの間が曖昧な場合も少なくないが、基本的にはサブは、

何について書いてあるかを示し、メインが、そこでどういうことを言いたいのか、つ

まり趣旨がメインになる点は変わらない。 

メインタイトルを、読者に印象付けようと、白抜きにしてある。 

 

３．「読ませるメインタイトル」のつけ方 

 メインタイトルは、本文の要旨を表すだけでなく、読者に「本文を読んでみよう」

と思わせる役目も担わされている。そこで、要旨はあるのだけど、それが魅力に乏し

いとなれば、他の方法に転換しなければならない。ここに三つの方法を紹介してある。

第一段階がつまらない場合は、すぐに第二段階へ移行する。これも面白くなかったら、

最後の第三段階へ移行しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１段階 

第２段階 

第３段階 羊頭狗肉法 

要旨法 

おとり法 

文章の要旨を見出しにする。ただし、その要旨が平凡で、魅

力がない場合は、次の段階へ移行する。 

要旨ではないが、文中、特に興味を引く話題や表現があれば、

それを見出しに持ってくる。 

要旨も面白くないし、興味を引く表現もない場合は、文章の

論点を飛躍させて見出しに持ってくる。 

 朝日新聞 
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４．これだけは心得ておきたい 

⑴メインタイトルがない！ これじゃ面白くなりようがない 

 福祉の広報紙を見ていて、なぜ「読みたくない」のか点検していたら、なんのこと

はない、メインタイトルがないことに気付いたのだ。大見出しがついているが、それ

はサブタイトルにすぎない。 

文章のテーマを言っているにすぎない。「福祉大会開かれる」「バザー開かれる」「予

算決まる」「施設訪問記」「寄付者名簿」「ボランティア講座のお知らせ」―これは全

部サブタイトルである。 

 これをいくら大きくしたところで、面白くなるはずがない。サブタイトルに相当す

る見出しを、スペースの左隅に押し込み、思いきってスペースを空け、そこにメイン

タイトルを入れてみるといい。 

 

⑵ふれあいの輪は広げない！―読者を「つんのめらせる」言葉を 

 福祉機関の広報紙には、共通した特徴がいろいろあり、その一つが「決まり文句」

である。「広がるボランティア活動の輪」とか。 

 ボランティアとくれば、「広がる」と「輪」が上下にくっつくのが関係者の常識に

なっている。スポーツや活動をした後は「いい汗かいた」となる。イベントを開けば

「好評でした」。団体紹介なら「ご存知ですか？」。旅行は「楽しかった」。会議は「盛

会だった」。民生委員などの紹介なら「はりきってます」または「がんばってます」。 

「決まり文句」は、読んで「スラッといく」のが特徴だ。ひっかからない。この言葉

が思い浮かぶと編集者も安心する。町の中で見かける交通安全や青少年の非行防止の

標語も「スラッといく」言葉の部類に属する。リズムよく七五調にでもなれば、内心

うまくいったと喜んでしまう。 

 しかし、上手な広報紙作りという面から見ると、この「スラッといく」のが「くせ

もの」である。スラッといけばいくほど、その言葉は読者の印象に残らない。右の耳

から入って、左の耳から抜けてしまう。「会議は盛会でした」「ああそうですか」で終

わり。「読ませる広報紙」を作りたいならば、この逆を行かなければならない。スラ

ッといく言葉は禁句である。とにかく「ひっかかる」言葉を考え出さなければならな

い。読者をつんのめらせ、おやっと振り返らせるのだ。 
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⑶「ハダカ言葉」であふれる紙面。上着を着せて登場させよ 

 福祉関係の機関誌と一般の広報紙を見比べて、違うなと思われることの一つは、「ハ

ダカ言葉」の濫用だ。「愛の輪」とか「こころの輪」。それに付けられたサブタイトル

は「ふれあいで生きる喜びを分かち合い」とか「広げようボランティアの輪。すすめ

よう福祉の町づくり」。本文中にもある。「思いやりの心を持って」「人々の出会いを

大切に」「住民の社会参加をめざして」。 

 「ハダカ言葉」とは何か。（広い意味での）理念を表す言葉。これが氾濫している

から、読む方は漠然としていて、実際にどういう行動を起こしたらいいのかが分から

ない。こういう類の言葉は、広報紙で使うべきものではなく、理論書で福祉のあり方

を説く場合などに使うものである。 

 どういう言葉なら使っていいのか。その「ハダカ言葉」に上着を着せるのである。

「ふれあい」というハダカ言葉なら、例えば「あいさつをしましょう」。これなら、

つまり「あいさつ」をすればいいのだなとわかる。しかしこれとて、まだ下着の段階

で、本当の上着を着せるのなら、「あいさつ運動」をさらに具体化した「おはよう道

路」とかにすればいい。 

 こういう「ハダカ言葉」を濫用してしまう理由の一つは、編集者が忙しいせいもあ

るが、取材をしないことだ。ハダカ言葉を裏付ける特定の活動を取材できれば、それ

を書けばいい。 

 もう一つは、「ハダカ言葉」を具体化して住民に訴えるべき活動テーマを考えてい

ないことも挙げられる。ただスローガンを声高に訴えていても、住民は困るのだ。 

 

⑷「きれい言葉」もシラケる。もっとドロ臭い言葉を選べ 

「ハダカ言葉」の多くがまた、「きれい言葉」でもある。愛とかふれあいとか、思い

やり、やさしさなど、普通の人から見たら歯が浮いてしまう言葉が、福祉の機関誌に

はふんだんに使われている。 

 紙面は「明るく」なるかもしれないが、反面、そういう言葉ばかりを見せられると、

読者はシラケてしまう。きれい言葉を使ったからいいというものでもない。 

 おいしい料理も、砂糖ばかりではダメ。それに塩や胡椒などが適度に加えられると

初めて「おいしい」料理ができあがる。今、福祉関係の機関誌にほしいのは「塩」の

方ではないのか。機関紙の本領は「塩」にある。もっと塩の味わいを紙面に反映させ、
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その上で「若干の砂糖」をまぶせば、最もおいしくなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑸見出しつけとは新しい言葉（新語）作り 

 魅力ある見出しを考えていくと、結局それは、今までにない新しい言葉を作り出し

ていくことだと分かってくる。誰も今まで聞いたことがないような言葉、または言葉

の組み合わせを考えることだ。 

 

⑹「～しよう」は禁句。「知っていますか？」も同様 

 福祉の広報紙に特徴的な用語の一つが、「～しよう」である。ボランティア活動に

参加しましょう、講座に出席しましょう、寄付をしましょう、会員になりましょうな

ど、無遠慮なほどに連発する。 

 これは、まことに失礼千万と言わざるを得ない。この言葉が一般の雑誌に登場する

ことは滅多にない。読者にトクにもならないことをお勧めするなんて、読者が減るだ

けで何のメリットもないからだ。 

 広報紙全体から、この「～しよう」に類する言葉を完全に駆逐しよう。その代わり

に、読者がそれをしたくなるような仕掛けをほどこせばいい。 

 似たような言葉に、「知っていますか？」がある。「ボランティアってなあに？」か

ら始まって、読者に「コレ知ってます？」と迫る雰囲気の言葉がイヤに多い。こうい

う言葉を使うから、福祉の広報紙は嫌われる。ある民放のディレクターに「福祉と聞

いて何を連想するか？」と尋ねたら、即座に「お説教」と答えた。それほどに、福祉

の広報誌＝お説教というイメージは市民の間に根付いているのだ。 

 

 

言葉の種類 

ハダカ言葉 

下着言葉 

上着言葉 

事例 

ふれあいの輪を広げよう！ 

あいさつをしよう！ 

「こんにちは道路」！ 
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第６章 レイアウトの方法 
 

 レイアウトは、記事や写真、イラスト、見出し、空白などを一面にどのように配置

するかに工夫を凝らすこと。レイアウトがうまいと、なんとなくページをめくってし

まうし、ついでに本文も読んでみようと思わせる。読者に心地よい気分にならせる。

ほとんど芸術行為と言ってもいい。 

 ただ、この技術は、一朝一夕には習得できない。長い時間をかけて少しずつ進歩し

ていくもので、こればかりは本冊子を読んだからすぐに上手になるというものではな

い。しかしそれでも、一定のコツはある。 

 

１．レイアウトのエッセンス 

 

⑴文字、写真、カットをうまく紙面にまとめあげる技術 

 レイアウトとは、文字、写真、イラスト、カット類を紙面にうまく配置し、組み合

わせて、読みやすく、見易く、しかも視覚的に美しく楽しいものにすることである。

その目的を果たすためには、自分の意図したことが印刷所にもうまく伝わるような技

術も身につける必要がある。 

 

⑵一種の芸術的創作活動 

 レイアウトは、絵を描くのとほとんど同じだと思っていい。活字の大小や種類、写

真の大小や形、罫線の種類と長さ、その他カットや字紋、アミ等を駆使して、紙面と

いうキャンバスに美しい絵を描いていく。目的は「ダイナミック（動的）なバランス

（均衡）」を打ち立てることである。 

 

⑶初心者はまず単純な紙面作りから 

 活字や罫線、字紋にはたくさんの種類があるので、面白い紙面を作ろうと思えばい

くらでも可能だが、それらの素材に振り回されて、奇妙な紙面が出来上がる場合が多

い。初心者はまず単純な活字と罫線を使い、慣れてきたら徐々に他の種類にチャレン
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ジしていく方がいい。 

 

⑷レイアウトは緻密な作業の連続 

 とにかく印刷所任せというのは困る。レイアウトの作業は本来が緻密な作業の連続

であって、それを面倒がっていては、読者に読んでもらえるような紙面作りはできな

い。 

 

２．うまいレイアウト・４つのポイント 

 福祉関係の広報紙を見ていくと、そこに共通の課題があることが分かってくる。と

りあえずこの４点に留意してレイアウトを見てほしい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４つのポイント 解説 

レイアウトの基本はバランスの妙。見出し、写真、カット、ア

ミなどの間で左右、上下間にバランスが成り立っているかどう

かに留意を。特に注意すべきは、下段に写真を入れすぎて「重

く」ならないように、またカットを文末に入れないこと。 

（１）バランスの妙 

ただバランスが成り立っていても、メリハリ（アクセント）を

つけないとダメ。つまりダイナミックなバランスがベスト。写

真の大きさに差をつける、また紙面全体に散らさない。大見出

しは大きく。空白もまとめてとる。罫線で記事を囲むなど。 

（２）メリハリを 

つける 

メリハリと関係するが、記事の間に読者に分かるように優先順

位をつける。大事な記事ほど大きく扱い、順次小さい扱いにし

ていく。むろん読者の側に立っての優先順位であること。お知

らせ記事と特集記事が同じスペースではダメだ。 

（３）記事に 

   優先順位を 

似たような記事がどのページにも出てくると、読者は混乱する

ので、関連した内容の記事は、１つのテーマでくくる。だから、

全ての記事をまず内容や種類で分別し、その上で同じ系統の記

事同士をとりまとめる。こうして紙面全体をすっきりさせると、

読者は助かる。 

（４）分別して 

   くくる 
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３．写真の使い方 

 福祉関連の広報紙を見ると、どのページにも、写真はすべて同じ大きさ、同じ形で

置かれている。見開き一杯に１０枚ぐらいの写真が並べられてあるものもある。写真

は同じ大きさだと相互に殺し合うから、いくらたくさん入れても効果は弱い。形や大

きさに差をつけてみれば、見違えるほど印象的な写真になるはずだ。 

 

⑴写真は四角でなければならない理由はない 

 写真というものは、四角でなければならない理由はない。１ページに何枚もの写真

を使う場合には、少しは変化をつけなければ、お互いが相殺し合うことになる。そこ

でトリミング、切り抜き、断ち切り等のテクニックを覚えておくと便利である。 

 

⑵使いたい部分だけをトリミング 

 トリミングも四角である必要はない。 

 

⑶型をそのまま「切り抜き」 

 写真に写っているものの形に沿って切り抜い

ていく方法もある。１ページに何枚かの写真を

使う場合には、その中の１枚か２枚をこのよう

に「切り抜く」と、紙面に変化が出てくる。 

 

⑷大きさや形に変化をつける 

 １ページに何枚かの写真を使う時には、必ず大きさや形に変化をつけないといけな

い。特別に大きなものと小さなもの、または横長のものと縦長のもの、四角いものと

丸いものを適切に配置すると、ダイナミックな紙面になる。また、それらの写真を紙

面全体にあまり散らさず、どこかでまとめるようにするといい。 

 

⑸写真に活字を乗せることも可能 

 写真の上に活字を乗せることもできる。特に大会の会場の写真などは、無駄な部分

が多いので、その部分に大見出しを乗せると、両者が生きてくる。紙面の隅まで写真

多様な写真処理で変化を付ける 

「家庭画報」より 
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を拡大することもできる（「断ち切り」）。 

 

４．空白の生かし方 

 空白もまとめて取れば、量感が出てくる。細切れに使うと、紙面全体が汚くなるか

ら要注意。量感が出るということは、バランスを守るための一つの要件になるという

ことだ。 

 

⑴空白はまとめてとるのが基本 

 空白の使い方によっては、実に綺麗な紙面が

出来上がる。空白の使い方のコツは、どこかに

まとめてとることである。紙面のあちこちにバ

ラバラにとっても、良い効果は絶対に出ない。

むしろ紙面が汚くなる。といっても、ただむや

みにとっても、うまくいかない。あとは経験を

積んでいくことだ。 

 

⑵活字や写真とのバランスを保ちながら 

 空白をまとめてとると、それに重みが出てくる。ただし他の活字とか写真などとの

バランスを失わないようにすべきである。 

 

⑶その他の文章をどこかにまとめてしまう 

 空白を作るということは、その他の文章などを極端にまとめてしまうということで

ある。 

 

⑷写真やタイトルを右隅に持ってくる勇気ありや？ 

 写真やタイトルは空欄の中央あたりに持ってくる人が多いが、この方法はあまり綺

麗な紙面ができないので、気をつけていただきたい。そういう中途半端な写真やタイ

トルの置き方は平凡な紙面を作ってしまう。 

 

思い切って空白を設けると誌面がきれいに

「家庭画報」より 
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第７章 その他の留意事項 
 

⑴「拙速」も能力のうち 

 広報紙づくりの講座では、最後に本格的な紙面づくりをしてもらうが、これがいつ

も予定の時間をオーバーしてしまう。それではと、その次の回では制限時間を延ばし

たが、それでもやはりオーバー。「速い」ということも能力のうち、ということがこ

れでわかる。 

「遅い」ことが、普段の紙面づくりにも影響している。おおよそ原稿が集まってから

レイアウトにかかり、刷り上がるまでに相当の時間がかかった結果、出来上がった時

には記事の相当数が「時期はずれ」になっているということが少なくない。拙くても

いいから、とにかく早く仕上げることも、一つの大切な要件なのである。 

 

⑵編集委員会はエライさんでなく、企画を出せる人を選ぶべし 

 編集委員会といえば、地域のエライさんが顔を並べるのが一般的なあり方だ。自治

会連合会長に始まって、行政機関の係長クラス、施設や団体の長などが主な顔ぶれだ。 

 さて、こういう顔ぶれでどんな議論がなされるか。まず主催者側から、今月入れる

べき記事を並べる。会長挨拶、予算決算、各種事業の報告、寄付者のリストなど。そ

れらを一通り審議した上で、たいていは提出されたとおりに了承される。 

 こんな編集会議の進め方で、面白い紙面ができるはずがない。編集会議に出るべき

は、まずもって企画力のある人物なのだ。前述の編集委員は、「やばい記事」がない

かどうかチェックする機関ぐらいに考えればいい。読ませる機関誌を作りたければ、

エライさん方式は絶対にやめた方がいい。 

 

⑶ネタ選定会議と企画会議を混同しない

ように 

 よくある編集会議といえば、○○というイベ

ントは誰々が担当する、予算決算記事は誰が担

当する、と、それぞれの記事の担当者を割り振

りしたら終わり。 

編集企画立案のグループ作業 
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 これは企画会議ではなく、ネタの選定会議にすぎない。編集会議は企画会議の方を

指す。企画会議とは、ネタが出された上で、そのネタを「どの角度から」とらえるか

を考える仕事だ。今回の予算記事は、○○という新規事業を中心に、その対象者とな

る人のインタビュー記事とする、というところまで決めなければならない。 

 

⑷上司の壁をどうパスするか 

 担当者が、いかにユニークな発想で面白い企画を絞り出そうが、上司が企画のセン

スのない人だと、部下の出した企画の面白さが分からないから、ボツになってしまう

可能性も大きい。 

 この「壁」をどう乗り越えるか。 

 一つの方法は、広報のプロを一人でもいいから、ブレーンまたは顧問のような形で

確保して、その人の「権威」で、この壁を強引に通過すること。または、広報紙づく

りを市民の有志に委嘱して作ってもらう方法。これなら、上司でも、彼らの主張を無

下に却下することはできまい。そういう形にしておいて、自分の企画を盛り込ませれ

ばいい。 

 

⑸人のフンドシで相撲をとる方法もいろいろある 

 広報紙を職員自身でつくらねばならない理由はない。だれかに作ってもらっても構

わないはずだ。その方法なら、いくらでもある。 

 ①地元には、かなりの数の広報のプロが住んでいるはず。その一人か数人に、製作

を依頼する。むろん若干の手当が必要だが、その方がよほど立派な作品ができる。 

 ②プロでなくても、地域には高い能力を持つ主婦が数多くいる。そうした女性たち

に研修を受けてもらい、広報委員会を編成し、若干の手当で参加してもらう方法もあ

る。 

 ③ある組織は各小学校のＰＴＡの広報委員から一人ずつ選出してもらい、編集委員

会を構成している。 

 ④地元の小学生や中学生で編集委員会を構成している地区もある。彼らの学習にも

なり一石二鳥だ。 

 ⑤地元の新聞に定期的に記事の素材を提供して、事実上広報誌を出しているのと同

じ状態にしている所もある。 



 35 

 ⑥地域の各種団体の内報に、こちらが市民に伝えたいことを記事として入れてもら

うことで、事実上広報紙を発行しているのと同じ状態にすることもできる。 

 

⑹「おや、また来たな」と思わせるには、一定の頻度が 

 定期的に発行する広報誌ならば、読者に「おや、また来たな」と思わせるぐらいの

頻度で発行する必要がある。最低でも隔月刊程度、出した方がいい。 

 そんなに発行する費用がないというのなら、立派な印刷物でなくてもいい。謄写印

刷ないしはコピーでも、頻繁に相手のもとに届く方が効果は大きい。ハガキ一枚でも、

必要最低限度の情報は送れる。 

 

⑺手書きの場合の留意点 

 手書きの場合は、それなりの工夫が要求される。以下に箇

条書きにしてみよう。 

 

①まず印刷を丁寧に 

 手書きの印象が悪いのは、何よりも印刷の手荒さにある。

どんなに魅力的な書き方・内容でも、印刷が汚いと台無しだ。

だからこそ、一枚一枚丁寧に作っていただきたい。 

 

②一字一字丁寧に書く 

 どんなにきれいに書いても、手書きは読みにくい。だから、一字一字丁寧に書いて

ほしい。年配の人は崩し字で書く場合が多いが、これは読みにくい。 

 

③直筆は「ほどほどに」採用すべし 

 手書きミニコミの有利な点は、書いた人の直筆を味わえることができることだが、

使い過ぎると逆効果だ。丁寧な文字の紙面に部分的に直筆が入る程度がいい。 

 

④なるべく同一人物の字で 

 手書きの場合、いろいろな書き手が参加する例が多いが、本文は一人の手で書いて

ほしい。基本の部分は一定の筆跡にし、見出し等で少しだけ変化をつけるのが常道で

手書きチラシの優秀作品 

広報紙づくり講座での 
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ある。 

 

⑤余計な文章は極力削る 

 文字はできるだけ少なくするのがコツである。余計な箇所をどんどん削っていく。

ほとんど要点だけでいい。いろいろなことをくどくどと書いていくようなミニコミは

手書きに馴染まない。 

 

⑥最後には「図」になるはず 

 手書きを突きつめていけば、文章はほとんど図になるはず。文章を点検して、何と

か図にできないか考える。図は、われわれが想像している以上に多量の情報をわかり

やすく詰め込むことができるのだ。 

 

⑦書く前にレイアウトを 

 手書きだと成り行きでレイアウトしてしまいがちだが、これでは紙面の左下の隅に

細かい記事がごちゃごちゃ来て、全体のバランスが崩れる。まず紙面全体の構成を考

え、それぞれ割り当てられたスペースに記事を記入していくべきだ。 

 

⑧見出しは特大に 

 手書きで気になるのは、見出しが小さいこと。本文が活字よりも特大になっている

のだから、見出しの方もそれに比例して超特大にすべきである。 

 

⑨若者はイラストの名人 

 婦人グループによる手書きミニコミを見ると、カットが少なすぎる。一度あなたの

お子さんの落書帳をのぞいてみてほしい。彼らはイラストの名人である。その人材を

生かさない手はない。 

 

⑩刷り上がりの後、ちょっと色付けしたら？ 

 手書きの場合、あまり発行部数は多くないはずである。とすれば、刷り上がりの後

に、例えばカットの一部などにペンでサラッと一色か二色塗ると、見違えるほど魅力

的になる。  
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あとがき 

 

最近、私共の事務所に送付されてくる福祉機関の広報紙を見ていると、おそらくプ

ロの手になると思われるレイアウトで、書店で並べられてある冊子に近いものも少な

くありません。 

 しかし、よく見比べていくと、両者はどこかが本質的に違うのです。おそらく福祉

関係者自身が企画し、自分たちで執筆し、そして自分たちで見出しを付けたうえで、

レイアウトをプロに委託しているのでしょう。だからレイアウトはたしかにいいのに、

企画自体が面白くない。見出しもつまらない。本書で指摘しているように、見出しの

中のメインタイトルがないのがほとんどです。だから、どんなにきれいなレイアウト

でも、読ませない冊子になっているのです。どうせプロに頼んだのなら、企画立案か

ら見出し付けまで手伝ってもらったらどうでしょうか。ただし彼等は福祉のことを知

らないので、そのあたりをしっかりチェックしないといけません。 

 プロの中には本書で指摘しているような見出しの考え方をしていない人もいると

いうことも頭に入れておきましょう。その場合、自分たちで主導して見出しを付けて

いくより仕方がありません。 


