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まずは、元広報委員さんたちに聞きました！

ＰＴＡ新聞と楽しく向き合う方法

　私は広報委員だけではなく、部長という大役も任されました。広報部長として
は、みんながあまり負担に感じない仕事ができないものかを考えることにしまし
た。で、実践したのが、活動の仕方。広報委員全員が集まるミーティングは月2
回にし、後は、二人一組となって、担当した紙面を動かします。これは、大勢で
するよりもスケジュール調整がしやすく、ひとりで行動するより、負担が少ない
ようで、好評でした。広報は、いかに効率的に、そして楽しく進めるかがポイント。
完成したらみんなでランチに行くという楽しい計画もしっかり立ててガンバって
ました。せっかくやるなら、楽しんでやらなくちゃね！
　新聞初回発行の後、PTA新聞の作り方の講習会があるのを知りました。勉強
会で知識を身につけていれば、もっと効率的に素敵な新聞が作れていたと思いま
す。少し残念でしたね！これからはじめる方は、早めに講習会やマニュアル本な
どから、ノウハウを得るのが良い方法で近道かも知れません。

これから広報活動をはじめるみなさんへ。
当時の体験談やちょっとしたアドバイスまで
3人の先輩広報委員さんたちに語っていただきました。
ぜひ今後の参考にしてください。

吹田市立北千里小学校 /元広報部部長　中川みゆき

活動の仕方を
みんなで工夫すれば
広報も楽しくなります。
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ＰＴＡ新聞がきっかけで
好きなことに出会えるんです。

　はじめたきっかけは、ありがちなことですが、広報委員をしたいという人が
いなかったから、私が引き受けることになったのです。私が広報をしてみて良
かったことは、他の委員さんとの強いつながりができたこと。委員をやってい
なかったら、決して生まれなかった人脈です。あれから、何年たっても、その
頃の仲間とは大の仲良し。校正ミスでへこんだり、新聞のコンクールに入賞し
て喜んだり、当時はいろいろあったよね。と、あの頃のことを笑って話してい
ます。この年代になると、みんなでひとつの事をやりとげるなんてことは、な
かなかありません。学生時代のように熱くなれた貴重な1年だったなぁ～と思
います。

吹田市立古江台幼稚園 /元広報部　鈴木智恵美

吹田市立北千里小学校 /元広報部　徳永ゆかり

あの頃、広報部で一緒だった
仲間は、今でも大親友です。

　もともと私はイラストを描くのが好きだったので、それが活かせればいいなと
思い、広報委員を引き受けましたが、新聞づくりをやっていくと、はじめは「ど
うしよう」と言っていた委員さんにも、それぞれ得意な分野が生まれてくるんで
す。文章が書くのが好きになったり、パソコンが得意になったり、写真を撮るの
が好きになったり、人と話をすることが好きになったり ....。自然と役割分担が
できてくるんです。広報をやっていくうちに、本人でも気づかなかった能力を発
見したりするようです。皆さんもＰＴＡ新聞をきっかけに、いろいろな角度から、
広報というものを楽しんでくださいね。
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１）まずは、発行回数を決めましょう　　　　　　　　　　　　　　

発行は１年間に何回にしますか。学期に合わせて年３回、
春、夏、秋、冬と季節にあわせて年４回など、学校によ
っては様々のようです。その年度の役員さんたちで、ま
ず早急に決めてしまいましょう。それが決まれば、次は、
テーマ決めにとりかかりましょう。

２）各号に載せるテーマを決めましょう　　　　　　　　　　　　　

どういう内容にするのか。テーマ決めは、新聞づくりの大切な作業です。毎年、
学校行事報告でお決まりのパターンでいくのも楽でいいですが、せっかくやるな
ら、「今年の新聞はひと味違うね！」といってもらえる新聞づくりしませんか。
とは言っても、どうやってテーマをきめたらいい
んだろうと悩む人も多いはずです。でも、難しく
考えないでくださいね。今、保護者であるあなた
が興味のあること、知りたいことを考えたらいい
のです。それが、子供たちのために、保護者のた
めに必要な情報であればグッド。ニュースや雑誌に取り上げられていた内容でも

いいですし、うちの子はこんなんだけど、お隣のお子さんは
どうしているの？など井戸端会議でふと出てた話題でもいい
んです。ヒントは、毎日の生活の中でたくさん、転がってい
ますよ。日頃から気になったテーマを見つけたら、忘れない
ようにメモして残しておくとよいでしょう。

企画を考えましょう！ ＳＴＥＰ １
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３）発言しやすい会議にしよう　　　　　　　　　　　　　　　　　

企画会議でいいアイデアはありませんか。と言われても、堅苦しい席だとなかな
か発言する気になりません。みんなが思ったことを自由に言いあ
える雰囲気づくりを心がけましょう。たとえば、お茶やお菓子な
どを持ち寄って、おしゃべりしながらでもいいです。活発に発言
しやすい場をつくることが素敵なアイデアへとつながります。

●入学式 新入生全員からひとこと、先輩からメッセージなど
●教職員紹介 先生の人柄がわかるような質問で楽しい記事に
●クラブ活動 クラブと勉強の両立の仕方など、先輩からの体験談も
●文化祭 写真で楽しく掲載。保護者や生徒からの感想も
●体育祭 写真をたくさん掲載し、臨場感あふれる紙面に
●修学旅行 旅行の行程以外にも、土産アンケートなど楽しい企画を
●お弁当 お弁当から見る食の大切さ。各学級の昼食風景など
●授業参観 他のクラスでは、どんな授業が行われたのか
●中学受験 中学受験について、学校、保護者の視点から
●進路 卒業生の進学先を詳しく。先輩から先生からアドバイス
●給食 好きなメニューは？調理師さんの仕事ぶり、苦労話など
●校則 保護者はどの程度知っているのか。どのように思うか
●子供の遊び場 保護者が意外と知らない公園や遊び場を紹介
●マナー 言葉遣い、公共施設でのマナーについて考える
●友人関係 相談できる友達はいますか？本当の友達とは？を考える
●子供のストレス 専門家によるストレス対処法。保護者としての心得
●地域の危険な場所 子供たちが立ち寄る場所を地図やイラストで詳しく
●生活習慣病 学校の検診データーをもとに肥満度検証や防くポイント
●テレビ番組 1日に何時間観ている？子供に見せたいテレビ番組など

いくつか例をあげてみました。
今後のテーマ決めのヒントにしてください。
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●ジャンクフード 食の乱れが及ぼす影響と生活習慣病とのつながり
●家庭での学習 1日どれくらい勉強している？勉強場所や方法など
●学童保育 1日の流れを詳しく。学童保育の手続きの仕方など
●学級崩壊 学級崩壊の現状と学校の対策、家庭での教育
●休日の過ごし方 時間の使い方、家族や友達とのかかわり方など
●子供の就寝時間 寝不足による身体への影響。専門家によるアドバイス
●英語教育 学校での英語教育とは。英語塾に行く割合など
●親子の対話 話しをどれくらいしていますか？お母さん、お父さんとの対話
●子供の非行 たばこ、薬物、アルコール、単車、万引き、出会い系
●いじめ いじめの現状。保護者の声、学校ができること
●不登校 学校での取り組み。カウンセラーからアドバイス
●性教育 学校で行っているカリキュラム。家庭でできる教育
●携帯依存 携帯の必要性、問題点、マナーについて考える
●共働き 共働き家庭に聞く。時間の工夫、子供との会話など
●私学VS公立 先輩から聞く！私学と公立はこんなに違う
●なりたい職業 昔と今を比較してみる企画も時代を反映しておもしろい
●ニート ニートの現状。専門家に聞く、その原因と対策法
●偏食 好き嫌いをなくすには？野菜嫌い克服レシピなど
●メール メールで友達同士のトラブルも。マナーについて学ぶ
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●塾と習い事 週に何回？何を習っている？月謝は？アンケート方式で
●クイズ クロスワード、すごろくなど、リラックスコーナーに
●朝食 朝ごはんは食べていますか。栄養満点すぐできるレシピ
●食の安全 偽装問題について。消費者が身近にできること
●地域の行事 近くでこんなに楽しいイベントが。親子で参加しよう
●ボランティア活動 地域のボランティア紹介。学校での取り組みなど
●おこづかい いくらもらっている？使い道は？
●英語・漢字検定 どんな内容、いくらかかる？さまざまな検定を紹介
●パソコン 家庭でのパソコン普及率。使用目的など。学校での学習
●リサイクル リサイクルの方法。子供と一緒にできるリサイクル
●環境問題 温暖化問題について。家庭でもできることを考えよう
●防災準備 普段の心がまえと必要性。専門家によるアドバイス
●ゲーム 1日のゲームの時間。ゲームによっておこる問題点
●書籍 先生おすすめの本。学年ごとにベスト5を選ぶなど
●日本の伝統行事 意外に知らないことが多い。伝統行事の紹介
●お年玉 いくらぐらいもらっているの？何に使っている？
●歯の矯正 いくらかかる？専門家によるアドバイス
●あいさつ あらためて今、あいさつの大切さを考える
●インターネット 有害サイトへのアクセス制限など、家庭での対策方法
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１）取材前には下準備をしよう　　　　　　　　　　　　　　　　　

取材は、記事を書くための材料を手に入れる大切な作業です。きちんと取材でき
るか不安だという人は、前もって、聞きたいことをまとめておきましょう。取材
の目的やどれくらいのスペースでどんな質問をするのかを FAXや電話などで、
事前に相手に伝えておくのがいいでしょう。取材しやすくなり
ますし、相手もしっかりと答えてくれるでしょう。とにかく、
下準備をせずに取材に行くとよい取材はできませんし、要点の
乏しい内容となってしまいます。取材をスムーズに進めるため
には、情報収集し、取材する側も勉強しておきましょう。

２）よい取材はリラックスした雰囲気づくりから　　　　　　　　　
　　　　　　
取材をはじめるときは、すぐに本題にはいるのではなく、少し、雑談などをして、
相手が話しやすくなるような雰囲気を作ることが大切です。取材をするときには、
メモをとるだけではなく、録音メディアを使ったり、カメラなどで記録したり、
資料もあれば、一緒にもらっておきましょう。後々、記事を書くときに参考にな
りますし、名称などを正しく表記する時にも役立ちます。取材
中には、新たな発見がたくさんあります。とにかく好奇心を持っ
て望めば、いい取材ができます。

３）挨拶文などの原稿を依頼するときは文字量を伝えて　　　　　　

原稿を頼む時は、何をテーマに書いて欲しいのか。いつま
でに書いて欲しいのか。どれくらいの文字量で書いて欲し
いのか。をきちんと決めて相手に頼むことが大切です。そ
して、締め切り数日前には、相手に電話をして、原稿の進
み具合など、状況確認をしておくことも忘れずに！

取材に行きましょう！ ＳＴＥＰ ２
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《座談会取材》
多くの人から一度にたくさんの話が聞けて、比較できる点がよく、記
事を書く人も、記事のスペースにあわせて文章が書けるので便利です。

●取材のポイント
（1）取材相手は5～６人程度で。
（2）賛否のあるテーマなら、賛成側、反対側と公平に人選しよう。
（3）机の並べ方は司会者が見渡せやすい円型かコの字型がおすすめ。
（4）取材は、まずは自己紹介などをし、みんながリラックスしてからはじめよう。

（5）取材内容はその日のうちになるべく文章にしましょう。

《アンケート取材》
ＰＴＡ会員が知りたいこと、各家庭の実態がわかるアンケート記事は、
関心度が高く人気があります。

●取材のポイント
（1）調査対象、人数、回収率は必ず明記しよう。
（2）集計結果は、見やすいようにグラフ化する。
（3）質問は、１0問程度に。最初に、書き方の例を出しておくと親切です。
（4）〇×方式がおすすめ。自由に書ける空欄も作っておく。
（5）アンケート結果だけではなく、アンケートの結果に対して、専門家による分
　　析結果や解説を掲載しましょう。説得力がアップします。

取材の仕方にもいろいろな方法があります。
用途に応じて選んで
素敵な記事を作りましょう。

いろいろな取材知っておこう！ 
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１）５Ｗ１Ｈで、わかりやすく書こう　　　　　　　　　　　　　　

記事を書くというと、頭を悩ます人も多いでしょうが、難しく考えないでくださ
い。あなたが見たり、聞いたりしたことを素直に伝えればいいのです。文章作成
の基本である５Ｗ１Ｈの要素をいれて、事実をわかりやすく伝えましょう。まず、
はじめに、何を言いたいのか、重要なことから書くようにしてください。そして、
書けたら、読んでみてください。読みづらいなど、気になるところがあれば、何
度も書き直しましょう。読みやすい文章にするには、とにかく書くことです。そ
れが、上達への近道です。

記事を書いてみましょう！

WHO: だれが、WHEN: いつ、WHERE: どこで
WHAT: なにを、WHY: なぜ、HOW: どのように

ＳＴＥＰ ３

読みやすい文章を書くには？

①一文をなるべく短く。
文章は、一文の長さが一息で読める長さ（70～ 80文字）が、読みや
すい文といわれます。一文をなるべく短くするようにしましょう。

②接続詞はなるべく使わない。
「しかし」「だから」「そして」といった接続詞はなるべく使わないよう
にすると、すっきり読みやすくなります。

④文体は、「です」「ます」調か、「である」調に。

⑤難しい言葉や専門用語は使わない。
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2）パソコンを使う人が増えています　　　　　　　　　　　　　　
　　

記事を手書きでもらうと、当然のことながら自分で入力する時間が必要です。そ
の手間を考えると、パソコンを持っている人には、「原
稿はパソコンで！」と依頼し、データーかメールで
受けとりましょう。最近では、携帯電話で記事を書
いてもらい、メールしてもらう方法も手軽で人気が
あるようです。とにかく、簡単・スピーディーを目
指しましょう。

初めてパソコンにチャレンジするという方は、上記のソフト
がおすすめです。「朝刊太郎」「パーソナル編集長」の詳細に
ついてはURLをご覧ください。

◎Microsoft Office Word
◎Microsoft Office Publisher
◎Microsoft Office Excel 
◎朝刊太郎
（無料）http://hp.vector.co.jp/authors/VA020605/
◎パーソナル編集長
（有料）http://fudemame.net/products/digicame/personal/

パソコンに挑戦したい！というあなたに。

こんなパソコンソフトがおススメです！

11



１)写真撮影前の準備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

カメラは苦手なの！という方には、結果をすぐ見ることができ、何度でも撮りな
おしがきく、デジタルカメラが初心者にはお勧めです。デジタルカメラで写真を
撮る時の準備として、まずは、容量の大きなメディアと予備のバッテリーを用意
しましょう。たとえば、運動会や大きなイベントの撮影では、たくさんの写真を
撮らないといけません。メディアは512MBか 1GB を使うのがよいでしょう。
撮影したり、液晶モニターで確認などをしているとバッテリーが消耗してしまう
こともありますので、チャンスを逃さないためにも、予備のバッテリー準備はお
忘れなく！。画素数の低い写真は、印刷には向きませんから、撮影の時には、な
るべく高い画素数で撮影しておきましょう。
◎携帯電話の写真の場合は、画素数が低いので注
意しましょう。

２)写真撮影にもひと工夫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

同じシーンでも１枚ではなく、いろいろな角度から撮影しておきましょう。例え
ば、正面から、少し高いところから、遠目から、ズームしてという具合に。写真
ひとつで紙面のイメージもガラリと変わります。さらに、タテサイズとヨコサイ
ズも撮影しておくと、レイアウトする際に使いやすいです。よい写真の撮り方は、
いつもより意識的に前に出て撮ることです。撮りたいモノは、想像よりも小さく
写ってしまうということがよくあります。少し近づいて撮ると、大きく撮れるだ

けでなく、まわりの余分な背景も写らなくなります。とにか
く、仕上がり紙面を少しイメージして、撮影したいモノを大
きく撮るようにこころがけましょう。

写真撮影をしましょう！ ＳＴＥＰ ４
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PTA新聞を作る際に、気をつけないといけない
のが、子供の写真の取り扱い方です。個人情報保
護の時代、許可をとらないまま掲載して、問題に
ならないかが心配という声をよく聞きます。学
校によってはトラブル防止のため、PTA新聞は、
子供の写真は引きの写真しか使用しなかったり、
一切使わない！というところもあるようです。ち
なみに個人情報保護法という法律は、個人情報取
扱事業者である法人が対象ですから、PTA新聞
は該当しませんが、ここでは肖像権が対象になっ
てくるでしょう。一般的に PTA新聞では、運動
会の写真などのように大勢の人が映っていて人物
が特定しにくい写真であれば、問題になりにく
いかと思います。ただし、顔が判別できる大きさ
で映っている写真を使用する場合、保護者に写真
使用の了承をえることが必要ですね。あと、よく
ある新入生紹介で顔写真と個人情報を同時に掲載
することは、子供の安全を守る点から考えれば避
けた方がいいでしょう。知らないところで性犯罪
の材料になってしまうこともあるからです。子
供たちの笑顔をたくさんの人に見てほしい反面、
PTA新聞での写真掲載については慎重にならな
いといけません。

個人情報保護法や肖像権について

13



1) すべての原稿をチェックしましょう   　　　　　　　　　　　　　

依頼していた原稿と写真が集まれば、次はすべての原稿の中身をチェックしてい
きましょう。テーマにあった記事がきちんと書かれ
ているか、わかりにくいところ、間違った表現がな
いか等、様々な点を確認していきます。写真も原稿
のイメージに合うものを選んで整理しておきましょ
う。編集作業は、手間がかかりますが、よりよい新
聞を作るためには時間を惜しまないでください。

２）原稿は何度も読み返しましょう　　　　　　　　　　　　　　　

最初はだいたいの意味を理解するために読む。二度目は誤字、脱字がないか読む。
など、原稿を読む際には、一度に欲張って全部を見るのではなく、チェックする
項目を決めてから何度も読むようにしましょう。パソコンで作成された原稿は、
変換ミス・入力ミスも多いものです。ひとりだけでは思い込みで
読んでしまい、気づかない事も多いので、何人かに目を通しても
らいましょう。原稿を読んで気をつけるポイントは以下の通りです。

編集をしましょう！

●誤字、脱字、あて字がないか。　
●常用漢字、仮名遣い、句点、読点。　
●難しい表現の文章や言葉がないか。　
●５W１H（だれが、いつ、どこで、なにを、なぜ、どのように）
　の内容は入っているか。
●数量、比率、年月などの数字は間違っていないか。　
●個人への悪口、差別用語、宣伝になるような内容が
　入っていないか。　
●各紙面の原稿との重複はないか。　等

Check
Point!

ＳＴＥＰ ５
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３）トリミングの仕方でインパクトある写真に大変身！　　　　　　

写真を選んだら、次はそのままの大きさで使うのではなく、写真を効果的に生か
すためにトリミングをしましょう。トリミングとは、写真の中の不要な部分を切
り取る作業のことです。同じ写真でもトリミングの仕方によって、紙面の雰囲気
がぐーんと変わりますよ。

たとえば、トリミング
次第でヨコ長の写真を
タテ長にすることもで
きます。写真説明を入
れる際は、写真の近く
に必ず入れてください
ね。
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１）見出しは記事の顔です　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

記事が完成すれば、その記事の顔となる見出しをつけるとても大事な作業が待っ
ています。見出しは、記事の広告であり、読む人を記事へ惹きつけるものでない
といけません。一番言いたいことが見出しで表現されていないといけません。本
文記事は読まなくても見出しだけ読めば、だいたいの内容がイメージできる！そ
れが良い見出しです。

見出しを考えましょう！ ＳＴＥＰ ６

２）よい見出しをたくさん見よう　　　　　　　　　　　　　　　　

よい見出しを作るには、とにかく書く練習をするしかありませ
ん。しかし、上達するために、毎日の生活の中で手軽にできる
こともあります。新聞やテレビなどから気に入ったフレーズや、
見出しがあれば、メモしたり、切り抜いてスクラップしておき
ましょう。実際に見出しを考えるとき、それを見ながら、考え
ればとても参考になりますよ。ぜひやってみてください。
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見出しの基本には、1本見出し、2本見出し、3本見出しがあり、主見出し、そで
見出し、柱見出しから構成されています。見出しは短い文字数ほどインパクトがあ
ります。それぞれ10文字程度で作りましょう。

見出しの作り方（2本見出しの場合）
①原稿をひと通り読んで5Ｗ1Ｈの要素を書き出します。
②主見出しと、そで見出しになりそうな言葉を選びます。
③主見出しとそで見出しの内容を書き出したら、
　付け加える言葉がないかをチェックします。
④まだ意味が伝わらないときは、さらに柱見出しなどで補足します。

柱見出し 主見出し 主見出し

そで見出し主見出し

そで見出し

　

１
本
見
出
し

Ｐ
Ｔ
Ａ
役
員
決
ま
る

　

２
本
見
出
し

今
、
子
供
の
食
が
危
な
い

食
の
乱
れ
が
及
ぼ
す
影
響
と
は

　

３
本
見
出
し

総
合
優
勝
お
め
で
と
う

市
立
小
学
校
水
泳
大
会

全
種
目
で
１
位
獲
得

見出しの種類知っておこう！ 
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１）新聞の大きさを考えよう　　　　　　　　　　　　　　　　　　

新聞の大きさは主に2タイプあります。雑誌型と、新聞型です。今までの PTA
新聞のスタイルに合わせるか、新しくチャレンジしてみるか。よく話し合って選
びましょう。

レイアウトをしましょう！ ＳＴＥＰ ７

雑誌型の特徴
A4またはB5サイズ。ページ数は、４、８、
１２のように４の倍数で、ページごとに
記事をまとめることが基本です。比較的
レイアウトしやすく、失敗が少ないのが
メリットです。

新聞型の特徴
A3 または B4サイズ。表裏 2ページま
たは４ページで制作するのが基本です。
大胆なレイアウトができ、ニュース記事
に適しています。レイアウトに失敗する
と読みにくくなるのが弱点です。
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２）専用紙を使ってレイアウトしましょう　　　　　　　　　　　　
　

原稿がすべて揃ったら、次はレイアウトです。実際の紙面の大きさの専用紙など
を使ってレイアウトを決めましょう。見出し、本文、写真、イラスト、図などの
原稿素材を「どこに」「どのように」入れるのかを原寸大でレイアウト用紙に指
定していきます。印刷屋さんにどんなレイアウトにしたいかをきっちり伝えるた
めの大切な作業です。丁寧に作っていきましょう。

市販のレイアウトは、さまざま
なサイズがあります。新聞のサ
イズに合わせて使いましょう。

書きこむ内容は、見出し、写真、写真の説明（キャプション）の位置や大きさ、本文
の始まりと終わりの位置など、その他、必要なものはすべて書きこんでください。もし、
書体の名前や大きさなどがわからない場合は、雑誌や新聞などの見本をつけて、「こん
な感じで」と伝えれば、対応してくれます。
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3）読みやすいすっきりレイアウトに　　　　　　　　　　　　　　

読みやすい紙面を作るために大切になってくるのは、原稿や写真の配置の仕方（並
べ方）です。同じ大きさの写真と原稿を交互に並べるだけでは、紙面に動きが感
じられません。下記のレイアウトの基本を参考にして、バランスのとれた紙面を
作りましょう。日頃から一般の雑誌や新聞など、プロの作品をよく見るようにし
ましょう。レイアウト作りの参考になります。

E

A

D

C

B

目線にあわせて記事を置いていくのが見やすいレ
イアウトです。一番に目線がいく場所は、紙面の
右上と真ん中。そこにトップ記事や重要な記事が
入ります。あとは目の動きを考え、読みやすさを
意識して配置していきましょう。対角線上に、写
真や見出しを置くとバランスがよくなります。

レイアウトの種類知っておこう！ 
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1. 重要な記事から

Ａ～Ｅと配置する方法。

2. 記事をAＢCと

配置していく方法。

重要な記事をＡＢＣへと配置します。目線の流れ
にあわせて記事をおいていきます。レイアウトの
コツは、コラムなどの位置を先に決めてしまうこ
とです。レイアウトしやすくなります。

AB

C
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見出しには、

地紋でめりはりを！

コラムやお知らせなどの記事がある場合、見出しや写真をつけ
て、ひとまとめにしたもの（“ハコ”といいます）をつくりましょ
う。記事を読みやすくなるだけでなく、まわりのレイアウトも
しやすくなります。

“ハコ”ものの位置を

先に決めるとレイアウト

しやすくなります。

強調したい見出しなどは、必要に応じて、
文字色をかえたり、文字のバックに地紋を
入れるなどの工夫をすると、インパクトも
アップします。

B

A

C

3. それぞれの枠の中で

記事をまとめる方法。

レイアウトするには、一番簡単な方法です。ＡＢ
Ｃの順番にそれぞれの記事などを枠の中でまとめ
ます。写真や見出しは同じ大きさにするのではな
く、大きさに変化をつけると見やすくなります。



パソコンで作成する方に。印刷会社では、

下記のソフト等に対応しているようです。

ケイ線とは、記事と記事との間に仕切り
をつけるための線のことです。罫線ひと
つで記事の雰囲気がガラリと変わること
も。紙面のアクセントとしてぜひ使って
みてください。

様々なレイアウトソフトが市販されていますが、印刷会社で多く使われているのがAdobe ソ
フトです。Adobe では Illustrator、Photoshop、Indesign などの体験版がダウンロードで
きます。ぜひ、一度チャレンジしてみてください。

http://www.adobe.com/jp/products/creativesuite/design/trial/?promoid=BPBRA

◎Adobe Illustrator　◎ Adobe Photoshop　◎ Adobe Indesign
◎Microsoft Office Word　◎Microsoft Office Publisher
◎Microsoft Office Excel　◎パーソナル編集長　◎朝刊太郎　etc.....

アクセントをつけるために、

ケイ線を使おう。
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１）印刷は業者？それとも？                                                        
 

レイアウトが完成すれば、次はいよいよ印刷です。印刷方法は、印刷業者へ依頼
する方法以外に、最近では、家庭用プリンターなどを使用して出力する方法もあ
ります。手間はかかりますが、インク代と用紙代だけで済むというメリットも。
どの方法にするか、予算に応じて選んでください。

２)最終チェックです                                                                 

印刷屋さんに原稿を頼んだ（入稿）場合、数日後に校正刷り（初校）というもの
が届きます。こちらが頼んだ指示通りの内容になっているか。文字の間違いがな
いか、点検し、間違いがあったら訂正（校正）します。これが印刷する前の最終
チェックです。校正のポイントは、一人でチェックすると見落としがあるかもし
れません。なるべく読み合わせ校正（二人一組で行います。一人が原稿を読み、
一人が校正刷りをチェックしていく方法）をしましょう。訂正箇所は必ず赤色の
ペンで書いてください。訂正の書き方ですが、できれ
ば、校正記号を使うほうがベストですが、わかりやす
く書いていれば、オッケーです。

校正をしましょう！ ＳＴＥＰ ８
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校正のポイントとは？

●名前や数字をはじめ、誤字脱字がないか。　●見出しや写真、レイアウトの指示に間
違いがないか。　●号数、発行日などが間違っていないか。　●訂正は必ず赤色鉛筆か
赤ボールペンで！　●訂正は、誤字の中心から余白に線を引っ張り正しい文字をわかり
やすく書こう！　●校正は読み合わせ校正で！



３）再校で確認して、いよいよ印刷へ　　　　　　　　　　　　　　

校正で指示した内容がきちんと修正されているか、印刷屋さんが出してくれる校
正刷り（再校）で確認しましょう。内容に問題がなければ、
さぁ、いよいよ印刷を進めてもらいましょう。これで、皆
さんの作業は終わりです。みんなで力を合わせて作った新
聞だけに、出来上がりが楽しみですね。

入稿 初校 再校 三校 校了⇒ ⇒ ⇒ ⇒

初校とは入稿後、印刷屋さんから最初に出される１回目の校正刷りのこと。訂正をして再度
印刷屋さんに訂正を頼むと、2回目の校正刷りを出してくれます。これを再校といいます。
再校してまだ訂正がある場合、3回目の校正刷りを三校といいます。校了とは、もう訂正は
なく、印刷に進めてもらってもよいですという意味です。

印刷用語＆校正記号知っておこう！ 
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主な校正記号






