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まつしま・ゆか 

ボストン・コンサルティング・グループに勤務しながら、プロボノ
活動として TABLE FOR TWO international の新規事業立ち上げ
など多方面で活躍。NPO とビジネスの両方のバックグラウンドを活
かし、2011 年 6 月に NPO 法人クロスフィールズの創立メンバー
として独立。

写真撮影：玉川萌木

会社に籍を置きながら、発展途上国
で NPO・NGO での社会貢献活動に全
力を尽くす。そんな夢のような経験を

「留職」と名付け、日本に根付かせよ
うと展開しているのがクロスフィール
ズだ。

そもそも松島さんが NPO 活動を始
めたのは、お父さんの影響から。カメ
ラマンだったお父さんが仲間とともに
始めたカンボジアでの病院運営。この
病院を小学校時代に家族で訪れたのが
きっかけだった。大学時代は「かもの
はしプロジェクト」に携わり、出会う
人たちの面白さに惹かれていく。大学
卒業後コンサルティング会社に就職し
たものの、憧れは消えず、NPO も含め、
今後のキャリアをどうしていくか考え
ていた。
「働く場所として真剣に考えてみる

と、一般企業と NPO の間に大きな違
いを感じたんです。」そう松島さんは
振り返る。一般企業で働くことと比べ、
NPO で働くことは、給与や社会的な
理解の薄さなどから難しいイメージが
つきまとう。そのため、気軽には入り
難い状況ができあがっていた。

そこで感じた違和感も一つのきっか
けとなって生み出したのが、「留職」。
企業に所属したまま、発展途上国の
NPO へと派遣。そのスキルを活用し
て貰うことで NPO へ必要な力を届け
ることが出来る。もちろん、企業側に
とっても、多様な経験を経た人材を育
成することが出来るメリットがある。
お互いに WIN な関係の中で人材を交
流させていくことが狙いの一つだ。
「NPO にいる人たちって、とても魅

力的な人が多いんですよ。そういった
人たちと企業の人たちが出会い、動く
ことで何かが変わる。そのキッカケを
もっと作っていきたいですね」。そう
語る松島さん。NPO と企業とが化学
反応を起こすことでどう変わっていく
のか。興味は尽きない。

クロスフィールズ
松島 由佳  さん



WORD EXPLORER

Whatʼs npo-co?

―コミュニケーション  ギョーカイ用語探訪―

印刷ギョーカイ用語　第6回
「内校」　ー 印刷物の修正過程に住む”魔物”を退治する ー

広報作業の中で、ふと疑問に思うコトバがある。そんな「？」をnpo-co編集部員がコラムで解決します。
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Whatʼs necessary for npo-co

         - クロスフィールズ　松島 由佳 さん
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　　　　　NPO的パンフレットの作り方　[後篇]

npo-column

　　　江戸っ娘あづあづの秋田奮闘記

草の根NPOのコミュニケーション まずはココカラ

a-conセミナー報告 ＆ 資料掲載のお知らせ

　- 社会人ボランティアやプロボノを広げる仕組みを考える

a-conʼs Book Review

イイネ！コミュニケーション事例

編集後記・次号予告

Pickup Photo

内校（うちこう）とは、印刷をか

ける前に、印刷会社および制作担当

が最後の校正をすることを指す。途

中さまざまな修正を経る中で、いつ

の間にか思わぬところが変わってい

たりすることがある。

企業でも、印刷をかけてからミス

が見つかり、刷り直しで大損害！な

んて事態も珍しくない。予算が厳し

い NPO であればなおさらその影響

は大きいだろう。そんな余計なミス

を防ぐためにも、校正は非常に重要

な過程だ。

しかし校正といってもどのように

進めればいいのか。まず校正者は極

力カンプ制作者でないことが望まし

い。基本の進行としては、原稿や修

正指示書などを基にその通りになっ

ているか確認し、さらに全体の構成

やおかしい箇所がないか確認する。

原稿等とすり合わせる際はペンで

見たところをチェックして進めてい

こう。何となく見ていると、原稿に

ないテンプレート部分など意外な見

落としが起こりやすい。なお、もっ

とも気を付けるべきなのは、数字関

連である。特に金額・日にち・電話

番号などは間違えると大トラブルに

なるため、最後まで正しく表記され

ているか見直しが欠かせない。

　npo-co は、NPO 法人 a-con が発行するフ

リーマガジンです。

　NPO の活動を世の中に発信し、賛同を得て

もらうために、NPO の広報活動は非常に大き

な役割を占めています。

　コミュニケーションを考える際に、きちん

と「伝わる」とはどのようなことか、そのため

にはどんな仕組みが必要か。分からないこと

だらけの中で、ちょっとしたヒントがその背

中を強く押してくれるのではないかと信じ、

NPO 目線でコミュニケーションの HOW TO

を紹介するマガジンを発行しています。

Whatʼs a-con?
正式名称は、

特定非営利活動法人 
NPOコミュニケーション支援機構
“action unit for communicative NPO”　

……略してa-con（えーこん）。

「NPO の活動を、どう世の中に伝えていった

らいいか」ということを、その NPO の方たち

と一緒に同じくらい真剣に考えて、「コミュニ

ケーション」という切り口でお手伝いするユ

ニットです。

クロスフィールズ
松島 由佳  さん
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■1. 情報の洗い出し

まずは、パンフレットを作ろうと

思った動機に立ち返り「パンフレッ

トで言いたいこと」を洗い出しま

しょう。「言いたいこと」は箇条書

きで、できるだけ細切れにしてたく

さん書き出します。仲間に見せて、

お互いに同じような「言いたいこと」

がたくさん出てきてしまっても大丈

夫。あとでストーリーをつくる時に、

必要があれば情報同士を合体させれ

ばいいのです。また最終的にパンフ

レットに載らない情報も出てきます

が、それらはホームページに載せる

など別の機会に活用しましょう。

なお情報を洗い出す際は、1 人で

考えるだけでなく、チームでミー

ティングを行ったり、自分たちの

NPO のホームページを見返すなども

してみましょう。

■２. 情報の順位づけ

次に、そのパンフレットは「何を」

伝えるためのものなのか、というこ

とを意識しながら、洗い出した具体

的な情報を３つに分類します。

■３. 情報選びの視点

情報の洗い出しと分類について、

着手してみると難しいと感じる方も

いるでしょう。以下に、パンフレッ

トを構成する際の基本的な「要素」

を整理しました。この全てがパンフ

レットに載っている必要はありませ

んが、頭の中を整理する時のチェッ

クポイントとして活用してください。

■1. 相手を振り向かせる努力

例えば、電車の中吊り広告。例え

ば、新聞の見出し。普段の生活の中

で、「なんだろう？」と目を惹かれ

る情報はありませんか？

雑誌でも、特集記事の最初には、

数行のリード文がついていることが

ほとんどです。世の中にはたくさん

の情報が溢れています。その中で、

「ねえ、聞いて聞いて！」と相手を

振り向かせなければなりません。

■２.「順番」が大切

そのためには、伝えたい情報を読

み手の頭に残りやすい順番に並べ、

１つの「ストーリー」をつくるこ

とが大切です。ストーリーづくりの

基礎となるのが、下図の３つのス

テップ。まずはこの基本系を参考に、

整理した情報を並べてみましょう。

■３.「表紙」と「タイトル」

また、ストーリーと一緒に考えた

いのが「表紙」の活用の仕方です。

読ませたい相手にとって、最初に

目に飛び込んでくる情報ですので、

ビジュアルを上手に活用したり、時

には刺激的なタイトルをつけたり

と、創意工夫をして「手に取っても

らえるパンフレット」を目指しま

しょう。

①「気づき」
をつくる

②「理解/共感」
をひきだす

③「行動」
をうながす

なになに？ そうなんだ！ どうすれば？

《 読み手の気持ちに沿ったストーリーづくり 》

お待たせしました。今回は、「パンフレットの作り方」の後篇になります。前号では、パンフレットを作る際の大枠

の進め方と、その中の前半部分について紹介しました。『STEP1：「パンフレットの用途」を確認する』、『STEP2： 「パ

ンフレットの体裁」を検討する』と『STEP３：「パンフレットの体裁」を決める』までについては、少しおさらいをし

ながらも、今回は STEP4 からをメインに取り組んでいきたいと思います。

8/9 月号掲載の「パンフレットの作り方　前篇」も隣に置きながら、パンフレット作りの続きを始めましょう。

まずは、興味をもってもらうことが
大切。出だしは、読み手の興味をひ
くような仕掛けを。

最初にもった疑問や驚きを紐解く
”説明” のフェーズ。具体的な数字や
ビジュアルで納得度を高め、読み手
の意識を高める。

NPOの活動に興味を持った読み手
が、すぐに参加できる行動を紹介
し、”やってみよう”という気持ちを
後押し。

例：実は、●●が今危ない！
　　この事実知ってましたか？ 例：学校に行けない子ども、

　　約●万人 例：寄付のお願いやイベント告知

npo-co 10・11月合併号特集

おさらいという名の、「パンフレット」の要素確認

STEP 4：パンフレットで伝えたい「情報の要素」を整理

STEP 5：読み手の気持ちになって、「ストーリー」づくりにトライ

■まずは、目的と体裁の確認

パンフレットは、例え全く同じ

メッセージを伝えるものだとして

も、「使 い 道」「渡 し 先」「渡 し 方」

によって、最終的な出来上がりは大

きく変わってきます。なぜなら、上

記の３点は、パンフレットの「サイ

ズ」「ページ数」「文字量」などを左

右するものだからです。

メッセージをいくら詰め込んで

も、相手にとって読みづらいもので

あれば、最後まで読んでもらえない

こともあるでしょう。まずは手に

取ってもらうこと、そして何より、

最後まで読んでもらうこと。当たり

前のようですが、「伝えたいメッセー

ジを届ける」ためには、色々なハー

ドルを越えなければならないのです。

■「想像力」を大切に

前号でも少し触れていますが、パ

ンフレットの目的とターゲット、相

手の受け取り方を決めることは、「自

分が相手に、どのようにパンフレッ

トを届けるか」「相手にどのように

パンフレットを読んでもらえれば

メッセージが届くか」を想像するこ

とでもあります。

想像は、具体的であればある程、

パンフレットを作る際に気をつけた

い小さなポイントにも気づきやすく

なります。

■他のパンフレットを見てみよう

想像してみてもイメージがわかな

い……そんな方は世の中にある色々

なパンフレットを見てみましょう。

活動内容の近い NPO のものだけ

でなく、色々なパンフレットを手に

取ってみてください。ポイントは、

それぞれのパンフレットが「誰に向

けて」「どのようなメッセージを」

発信しているのかを想像してみるこ

と。自分が作りたいものを想像する

ためのトレーニングになります。

ゼロから始める !!
NPO 的パンフレットの作り方　[後篇] 

～たくさんある「伝えたいこと」、どう整理する？

どう使うの？＝【【目的目的】】

寄付金をお願いしたい。

↓そのためには↓

「なぜ寄付が必要かを伝えよう。」
「寄付金がどう役立つかも。」

「これまでの成果もあった方が？」
「寄付の仕方についても、
しっかり説明したいね」

誰に渡すの？＝【【ターゲットターゲット】】

もともと高齢の支援者が多いから、
今回もメインターゲットはシニア層に。

↓そのためには↓

「文字は少し大きめがいいかも？」
「分かりやすいイラストが必要？」
「シンプルな方が良さそうかな」

「沢山読ませるよりも、
情報はコンパクトに纏めようか」

どう配るの？＝【【受け取り方受け取り方】】

イベントの参加者に配布をして、
簡単にその場で紹介する予定。

↓そのためには↓

「他にも資料があるから、
Ａ４サイズでも邪魔にならない？」

「団体についての紹介も載せるから、
できたらパンフレットは捨てずに

取っておいてもらえると嬉しいね」

■パンフレット例：
某 児童施設の支援団体の場合

パンフレット
パンフレットを作ろう２
を作ろう２

aa-- concon

パンフレット
パンフレットを作ろう２
を作ろう２

aa-- concon

①絶対に伝えるべき要素
「このパンフレットで一番言いたい
たいこと」を決めます。１つもし
くは２つに絞ります。

②できれば入れたい要素
①の要素の次に優先度の高いもの
を幾つか選びましょう。ページ数
にもよりますが、５つ程度挙げて
おくとよいでしょう。

③その他気になるトピックス
視点をかえて、上記に含まれない
数字や写真、イラストなど、読み
手の興味をひくようなトピックス
もいくつか控えておくと、誌面を
組み立てる時に役立ちます。

基本的な「情報」要素の例
　　　　～支援活動を行う団体の場合

団体紹介

活動内容紹介
団体が

取り組む課題

関係者の声
（援助先の声）

団体代表の
挨拶/メッセージ

活動実績

メンバーの声 これからの
目標/活動予定

寄付のお願い寄付金の使われ方
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■1. 情報の洗い出し

まずは、パンフレットを作ろうと

思った動機に立ち返り「パンフレッ

トで言いたいこと」を洗い出しま

しょう。「言いたいこと」は箇条書

きで、できるだけ細切れにしてたく

さん書き出します。仲間に見せて、

お互いに同じような「言いたいこと」

がたくさん出てきてしまっても大丈

夫。あとでストーリーをつくる時に、

必要があれば情報同士を合体させれ

ばいいのです。また最終的にパンフ

レットに載らない情報も出てきます

が、それらはホームページに載せる

など別の機会に活用しましょう。

なお情報を洗い出す際は、1 人で

考えるだけでなく、チームでミー

ティングを行ったり、自分たちの

NPO のホームページを見返すなども

してみましょう。

■２. 情報の順位づけ

次に、そのパンフレットは「何を」

伝えるためのものなのか、というこ

とを意識しながら、洗い出した具体

的な情報を３つに分類します。

■３. 情報選びの視点

情報の洗い出しと分類について、

着手してみると難しいと感じる方も

いるでしょう。以下に、パンフレッ

トを構成する際の基本的な「要素」

を整理しました。この全てがパンフ

レットに載っている必要はありませ

んが、頭の中を整理する時のチェッ

クポイントとして活用してください。

■1. 相手を振り向かせる努力

例えば、電車の中吊り広告。例え

ば、新聞の見出し。普段の生活の中

で、「なんだろう？」と目を惹かれ

る情報はありませんか？

雑誌でも、特集記事の最初には、

数行のリード文がついていることが

ほとんどです。世の中にはたくさん

の情報が溢れています。その中で、

「ねえ、聞いて聞いて！」と相手を

振り向かせなければなりません。

■２.「順番」が大切

そのためには、伝えたい情報を読

み手の頭に残りやすい順番に並べ、

１つの「ストーリー」をつくるこ

とが大切です。ストーリーづくりの

基礎となるのが、下図の３つのス

テップ。まずはこの基本系を参考に、

整理した情報を並べてみましょう。

■３.「表紙」と「タイトル」

また、ストーリーと一緒に考えた

いのが「表紙」の活用の仕方です。

読ませたい相手にとって、最初に

目に飛び込んでくる情報ですので、

ビジュアルを上手に活用したり、時

には刺激的なタイトルをつけたり

と、創意工夫をして「手に取っても

らえるパンフレット」を目指しま

しょう。

①「気づき」
をつくる

②「理解/共感」
をひきだす

③「行動」
をうながす

なになに？ そうなんだ！ どうすれば？

《 読み手の気持ちに沿ったストーリーづくり 》

お待たせしました。今回は、「パンフレットの作り方」の後篇になります。前号では、パンフレットを作る際の大枠

の進め方と、その中の前半部分について紹介しました。『STEP1：「パンフレットの用途」を確認する』、『STEP2： 「パ

ンフレットの体裁」を検討する』と『STEP３：「パンフレットの体裁」を決める』までについては、少しおさらいをし

ながらも、今回は STEP4 からをメインに取り組んでいきたいと思います。

8/9 月号掲載の「パンフレットの作り方　前篇」も隣に置きながら、パンフレット作りの続きを始めましょう。

まずは、興味をもってもらうことが
大切。出だしは、読み手の興味をひ
くような仕掛けを。

最初にもった疑問や驚きを紐解く
”説明” のフェーズ。具体的な数字や
ビジュアルで納得度を高め、読み手
の意識を高める。

NPOの活動に興味を持った読み手
が、すぐに参加できる行動を紹介
し、”やってみよう”という気持ちを
後押し。

例：実は、●●が今危ない！
　　この事実知ってましたか？ 例：学校に行けない子ども、

　　約●万人 例：寄付のお願いやイベント告知

npo-co 10・11月合併号特集

おさらいという名の、「パンフレット」の要素確認

STEP 4：パンフレットで伝えたい「情報の要素」を整理

STEP 5：読み手の気持ちになって、「ストーリー」づくりにトライ

■まずは、目的と体裁の確認

パンフレットは、例え全く同じ

メッセージを伝えるものだとして

も、「使 い 道」「渡 し 先」「渡 し 方」

によって、最終的な出来上がりは大

きく変わってきます。なぜなら、上

記の３点は、パンフレットの「サイ

ズ」「ページ数」「文字量」などを左

右するものだからです。

メッセージをいくら詰め込んで

も、相手にとって読みづらいもので

あれば、最後まで読んでもらえない

こともあるでしょう。まずは手に

取ってもらうこと、そして何より、

最後まで読んでもらうこと。当たり

前のようですが、「伝えたいメッセー

ジを届ける」ためには、色々なハー

ドルを越えなければならないのです。

■「想像力」を大切に

前号でも少し触れていますが、パ

ンフレットの目的とターゲット、相

手の受け取り方を決めることは、「自

分が相手に、どのようにパンフレッ

トを届けるか」「相手にどのように

パンフレットを読んでもらえれば

メッセージが届くか」を想像するこ

とでもあります。

想像は、具体的であればある程、

パンフレットを作る際に気をつけた

い小さなポイントにも気づきやすく

なります。

■他のパンフレットを見てみよう

想像してみてもイメージがわかな

い……そんな方は世の中にある色々

なパンフレットを見てみましょう。

活動内容の近い NPO のものだけ

でなく、色々なパンフレットを手に

取ってみてください。ポイントは、

それぞれのパンフレットが「誰に向

けて」「どのようなメッセージを」

発信しているのかを想像してみるこ

と。自分が作りたいものを想像する

ためのトレーニングになります。

ゼロから始める !!
NPO 的パンフレットの作り方　[後篇] 

～たくさんある「伝えたいこと」、どう整理する？

どう使うの？＝【【目的目的】】

寄付金をお願いしたい。

↓そのためには↓

「なぜ寄付が必要かを伝えよう。」
「寄付金がどう役立つかも。」

「これまでの成果もあった方が？」
「寄付の仕方についても、
しっかり説明したいね」

誰に渡すの？＝【【ターゲットターゲット】】

もともと高齢の支援者が多いから、
今回もメインターゲットはシニア層に。

↓そのためには↓

「文字は少し大きめがいいかも？」
「分かりやすいイラストが必要？」
「シンプルな方が良さそうかな」

「沢山読ませるよりも、
情報はコンパクトに纏めようか」

どう配るの？＝【【受け取り方受け取り方】】

イベントの参加者に配布をして、
簡単にその場で紹介する予定。

↓そのためには↓

「他にも資料があるから、
Ａ４サイズでも邪魔にならない？」

「団体についての紹介も載せるから、
できたらパンフレットは捨てずに

取っておいてもらえると嬉しいね」

■パンフレット例：
某 児童施設の支援団体の場合

パンフレット
パンフレットを作ろう２
を作ろう２

aa-- concon

パンフレット
パンフレットを作ろう２
を作ろう２

aa-- concon

①絶対に伝えるべき要素
「このパンフレットで一番言いたい
たいこと」を決めます。１つもし
くは２つに絞ります。

②できれば入れたい要素
①の要素の次に優先度の高いもの
を幾つか選びましょう。ページ数
にもよりますが、５つ程度挙げて
おくとよいでしょう。

③その他気になるトピックス
視点をかえて、上記に含まれない
数字や写真、イラストなど、読み
手の興味をひくようなトピックス
もいくつか控えておくと、誌面を
組み立てる時に役立ちます。

基本的な「情報」要素の例
　　　　～支援活動を行う団体の場合

団体紹介

活動内容紹介
団体が

取り組む課題

関係者の声
（援助先の声）

団体代表の
挨拶/メッセージ

活動実績

メンバーの声 これからの
目標/活動予定

寄付のお願い寄付金の使われ方
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STEP 6：「ラフ」をつくる　～情報を、誌面に入れ込んでみる

■「ラフ」とは

　“ ラフ＝rough、印刷物の作業では、

主に制作過程でおこす「素案（そあ

ん）」のことを指す。位置づけとして

は、掲載概要決定後、ページものな

らページ構成が決まった後に作成す

るものだ。これによりその後原稿や

デザインを進める上で、方向性を定

める役割を果たす。“

　以上は、npo-co 3/4月合併号の

コラム「 WORD EXPLORER」から

抜粋した文章です。これにあるよう

に、ラフは誌面づくりの設計図のよ

うなものです。ページごとに何を書

くか、どれ位のボリュームの文章が

必要か。文章以外の素材は何が必要

か、ということを整理し、まとめた

ものです。この「ラフ」を元に、文

章づくりや素材の手配を行うので、

気付いたことや今後の予定も書き入

れてしまうとよいでしょう。また、

情報の共有が目的なので、内容をキ

レイに描く必要はありません。分か

りやすさを心掛けて描きましょう。

表紙 P1 P２ P3 P４

P5 P6 P7（裏表紙）

■パンフレットラフ例：
某 児童施設の支援団体の場合

子どもたちの
笑顔の写真

（WEB写真再掲）

子どもの笑顔を
育てるプロジェクト

ー寄付のお願いー

進学を諦めている
子どもがいます

～キャッチフレーズ～
NPO法人XXX（仮）

※ラフイメージで
掲載している情報は
全て架空のものです

＜コメント＞
キャッチフレーズ

はWEBのものを転用

＜コメント＞
児童施設に在籍する

子どもの人数をグラフで。
（最新の数字を確認）

＜ポイント確認＞
■ターゲット：シニア層
■テーマカラー：紺色

（NPO ロゴ色に合わせる）
■フォント９ポイント
■落ち着いたトーン、でも子

どもの元気な表情は伝えたい
■B4サイズ８ページ

うずくまった
子どもの写真

（WEB写真再掲）

＜コメント＞
施設の子どもたちが
学校に通いにくい

日本の現状を紹介。
400文字程度。

＜コメント＞
タイトルは仮。●/●のMTGで検討。

子どもたちに、
学ぶ楽しさを伝えたい

児童施設館長の
コメント

＜コメント＞
700文字。

取材原稿は後で
チェックしてもらう。
顔出しOKか要確認。
館長プロフィール確認

●●円の寄付で
３人の子どもが
１ヵ月間授業を
受けられます

＜コメント＞
300文字程度。

これまでのサポート
実績と寄付のお願い。

XXX（仮）のメンバーと
子どもの懇親会の写真

＜コメント＞
NPO の普段の活動を
コラム的に掲載。

150文字程度。

XXX（仮）の活動実績

NPO法人XXX（仮）
の活動に参加して

みませんか

＜コメント＞
寄付金の使い道

を一覧に。

●………
●………
●………

団体代表挨拶

ホームページ
連絡先

団体紹介 写真

＜コメント＞
具体的にNPO で

何をしているのかを紹介。

＜コメント＞
子どもの顔が映ってない
写真をピックアップ。
何枚かコラージュ風に

してみても？

ラフができたら、次は「文面」づくり

チェック１チェック１ 「コトバのルールをつくろう」「コトバのルールをつくろう」
読みやすい文章のために、パンフレットをコトバのルールをつくりましょう。

ルールの例 ・「良い⇔よい」など漢字で書くかひらがなで書くかの統一。
・「～～です。」「～～である。」などの語尾の統一。

チェック２チェック２ 「難しいコトバには解説を」「難しいコトバには解説を」
NPO の活用分野には、専門用語など一般の人には分かりにくい用語も多くあります。難しいコト

バはなるべく使わないようにするか、もしくは噛み砕いて説明しましょう。
チェック３チェック３ 「写真やビジュアルも有効活用」「写真やビジュアルも有効活用」

援助先の実態は写真で見せた方がダイレクトに伝わりますし、仕組みや構造図はイラストにした
方が分かりやすいでしょう。オリジナルの写真やイラストは特に問題がないことがほとんどですが、
写真やイラストを使用する際は著作権や肖像権にも注意。

　それぞれのページにどのような内
容を書くかが決まったら、次はいよ
いよ具体的な文章を書くステップに
入ります。ラフで割り当てられたス
ペースに収まるようにとにかく書く
べし！……なのですが、文章を書く
際にもポイントがいくつかあるの
で、その中から 3 つのチェック項目
をご紹介します。
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■「デザインボランティア」？

パンフレットづくりの最後の関門

は、パンフレットのデザインをどう

するかということです。

パンフレットの仕上げ方としては、

NPO の担当者だけで最後までつくる

方法と、外部のデザイナーにデザイ

ンを依頼する方法があります。

NPO をサポートする「デザインボ

ランティア」という活動をしている

デザイナーさんもいらっしゃるので、

「デザインボランティア」の方の力を

借りて誌面をデザインするという手

もあります。

今回は、デザイナーの林田全弘さ

んがまとめられているＷＥＢサイト

「デザインボランティアの力を最大限

ひき出すコツ」の一部を紹介しなが

ら、外部のデザイナーへのデザイン

の依頼の仕方について考えてみたい

と思います。

番外編：パンフレットの「デザイン」について　～デザインボランティア考

ここまで完成すれば、後は「印刷」すれば完成です。校正や印刷工程など、この特集で書ききれなかった部分につい
ては、npo -coで連載している「WORD EXPLORER -コミュニケーション ギョーカイ用語探訪」もご参照ください。

また、「デザインボランティアの力を最大限ひき出すコツ」には、こちらで紹介しきれなかったデザインボランティ
アのコツが満載ですので、ぜひそちらもご覧ください。

パンフレットは、完成すれば力強い情報発信ツールになります。道のりは決して楽なものではありませんが、ぜひ、
チャレンジしてみてください。

取材協力：加藤さま（印刷に関するアレコレ） 林田さま（デザインボランティア）

レポート：harapo

【 「デザインボランティアの力を最大限ひき出すコツ」引用元：http://blog.canpan.info/designv/ 】

募集内容の項目例：
説明文／業務内容／応募条件／活動場所／活動期間／

既存ボランティア情報／応募方法／待遇・報酬

上記をまとめたら、実際のボランティア探しに入ります。
忍耐と努力を以って以下の順番で探してみましょう。

1 . 過去から探す 2 . 友人知人親戚に頼る

3 .中間支援組織に頼る 4 . 友好団体に頼る
5 . 募集内容を各所に告知

きちんと情報を整理・発信してパートナーを見つけましょう。

お願いするからには、ぜひ良いものをつくりたいですね。
そのためには、相手のやる気を上げることも重要です。

デザインボランティアのやる気を上げるには、「ラダー効
果」を意識して、今からつくる制作物の、「重要性」と「社

会に与える好影響」を伝えるのがコツ。
逆に、相手の士気を下げてしまうのは避けたいところです。

避けた方が無難なN Gワード（ 最初の仕事では特に）は、

「適当で」「おまかせで」「つまらない仕事かもしれません
が」の3つ。自分たちの活動や想いをしっかり伝えましょう。

デザインボランティアには大きな２つのメリットがあります。
メリット① 制作物のクオリティが上がる

・読みやすく分かりやすい、伝わる制作物になる

・専門的な技術を使った表現が可能
・N P O 外部の視点が入ることにより、自己満足な

表現を避けることができる
・ビジュアル表現を創るプロセスで、自分の団体や

事業を見つめ直す機会になる

・内部スタッフの士気が上がる

メリット② 組織内外のコミュニケーションが向上する

N P O の認知される確率が高まる
→ N P O の賛同者（ ボランティアや支援者）が増える

→活動資金やより多くの事業機会が増える

→ 安定した運営と、社会的影響が実現する
→社会的課題の解決へ

①と②の相互刺激により上向きスパイラルにつながります。

①ＮＰＯがデザインボランティアを導入するメリット ③「デザインボランティア」にオリエンをしよう

「デザインボランティア」に伝えるために、これまでまとめて
きた情報をもう一度整理し、オリエンシートをつくりましょう。

オリエンシートの基本型は、以下の８つ。
（ １ ） W h y ／ なぜ？
（ ２ ） W h o ／ 誰に？

（ ３ ） W h e n ／ いつ使う？
（ ４ ） W h a t ／ 何を？

（ ５ ） W h e r e ／ どこまで？
（ ６ ） H o w m u c h ／ いくらで？

（ ７ ） W h e n ／ いつまでに？
（ ８ ） W h o ／ 誰が？

お互いの意識を刷り合わせをするのにどれも大切なポイントで

す。ただし、堅苦しく書く必要はありません。箇条書きでO K。

④「デザインボランティア」のやる気を上げるコツ②「デザインボランティア」を探してみよう
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江戸っ娘あづあづの秋田奮闘記  第14回江戸っ娘あづあづの秋田奮闘記  第14回

市の山田という集落にあります。秋

田では『秋田の偉人』として教科書

に載っている石川理紀之助という秋

田の老農（農事の熟達し経験・学識

に富む農民のこと）の出身地でもあ

ります。住まわせてもらうことに

なったのは、今年に亡くなられたお

ばあさんの家です。息子さんや娘さ

んもなかなか帰ってこられず、でも

家を閉めておくと壊れていってしま

う…ということで、まず期間限定で

貸して頂くことになりました。山田

集落も少子高齢化が進み限界集落一

歩手前ですが、本当にがんばって

らっしゃいます。集落の方々はみん

な明るく優しい

方ばかり。東京

出身の私でも温

かく迎えて頂い

ています。

この地域は干

拓された湖・八

朗湖の最上流・

水源地。数年前

から「草木谷を

守る会」という

団体を立ち上げ、耕作放棄地を田ん

ぼに戻し、ほぼ無農薬無化学肥料で

お米づくりをしています。地元の小

学生の環境教育の場として活用した

り、作った酒米を原

料に地元の酒屋さん

で日本酒をつくる取

り組みも行っていま

す。作ったお酒は『草

木谷のしぶき』とい

う名前で、秋田のみ

本数限定で販売して

います。秋田におい

での際はぜひこの自

然環境保全 ×地場産業から生まれた

山田集落限定日本酒も飲んでみてく

ださい。フルーティーでおいしいお

酒です。

秋田に来て１年半。とうとう東京・

浅草と正反対の暮らしを始めること

になりました。私の本当の秋田奮闘

記はこれから、なのかもしれません。

大正時代に建てられた古民家に

引っ越しました。一軒家に女の子２

人でシェアして暮らしています。家

は、もちろんすべて木造。ガラスは

入っていますが障子張り。縁側もあ

ります。家の中に土間があり、馬屋

まで残っています。家の裏は山、前

は田んぼ。夜になると手元も見えな

いほど真っ暗ですが、星空は見たこ

とがないほどきれいです。音はたま

に車の音がするだけで、自然の鳥や

虫、風の音ばかり。時間はゆっくり

と過ぎていきます。

住んでみて感じるのは、日本の家

屋の美しさ。太い柱も

畳も障子も壁も和家具

も全て、ていねいで美

しい。家の障子を全部

開けると風がすーっと

抜けていき、障子の向

こうに庭の木の緑がふ

わっと目に入ってきま

す。トンボなどの生き

ものたちも当たり前の

ように家の中を通り抜けていきま

す。まるで家の中も外も区別がなく

なって、自然と一体になったかのよ

う。西洋の自然と人間を分ける家と

は違い、日本人はこうやってずっと

自然と人間が共存して暮らしてきた

のだなあ……と心から感じます。

住み始めた古民家は、秋田県潟上

東京浅草出身。損保ジャパンCSOラーニング生
（東京在学時）、茨城県の湖の再生を目指すNPO
職員（約2年）を経て、八郎湖のある秋田へ移住。
主に八郎湖流域の子供たちの環境教育の普及・充実
に日々奮闘中。夢は日本の伝統工芸を継ぐ職人にな
ること！

writer：あづあづ
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草の根活動をしているNPOが陥りやすい “広報活動の罠”を紹介し、なるべく手間もお金もかけずに改善できる実践的な方法を教えます。

前回は「こんなタイトルのチラシ

は手にとってもらえない」という内

容のコラムを書いたので、数回に分

けて「チラシのタイトルの付け方」

というテーマで書いてみたいと思い

ます。

さて、チラシのタイトルについて

考え始める前に、ぜひ考えていただ

きたいことがあります。それは「企

画のウリは何ですか？」ということ

です。チラシを作るからには、きっ

と何かしらのイベントや講座などを

お考えだと思いますが、その企画で

人が呼べる要素（つまりウリ）が何

なのかをはっきり把握しておかなけ

れば、絶対に良いチラシは作れませ

んし、タイトルなどつけようがあり

ません。

そしてウリを考える際に必ず意識

していただきたいのが、「それは誰

にとってのウリなのか」ということ

です。イベントの集客について相談

に来られる方に「どんな人に来てほ

しいですか？」と聞くと、判で押し

たように「誰でもいいから、とにか

くたくさん来てほしい」と答える方

が多いです。その気持ちは良く分か

ります。でも実は、「誰でもいいから」

という考え方だと集客が難しいので

す。

音楽に例えると、一般的な傾向と

して年配の方は演歌が好きで、若者

はロックンロールが好きだったりし

ますよね。ロックミュージシャンの

コンサートを年配の方で満員にする

のは非常に難しいと思います。逆に、

演歌の公演に若者を呼ぶことも至難

の業です。音楽は年代や性別によっ

て好き嫌いがはっきり分かれるので

す。

イベントや講座もそれと同じで、

「どんな年代・性別の人でも行きた

いと思えるような企画」を考えるの

は、かなりハードルが高いと思って

ください。逆にターゲットを絞った

方が集客しやすいのです。つまり、

ウリを考えるということは「誰に

とって、何がウリなのか」を考える

ということなのです。

こういう話をすると、「ウリって

言われてもねぇ……」と無口になっ

てしまう方がいます。でも心配する

必要はありません。過去の企画を振

り返ってみるだけで、ちょっとした

ヒントがつかめますので、試してみ

てください。

過去に同じようなイベントを開催

したときに、どんな方が参加したで

しょうか。また、その講座はどんな

点で評判が良かったでしょうか。思

い出してみましょう。

例えば、昨年実施して評判が良

かった「街歩き」のイベントを今年

も企画しているとします。その時、

昨年は仕事を退職したシニア層の男

性が多く参加してくれて、路地裏に

隠れた歴史的な文化財が見られたこ

とに満足された方が多かったとしま

す。

この場合、「退職したシニア層に

とって、街の歴史が発見できる」こ

とがこの企画のウリだということが

分かってくるのです。こういったこ

とがハッキリすると、チラシのタイ

トルが格段に考えやすくなります。

ちなみに、今回は例としてイベン

トや企画を想定したお話をしました

が、「団体のメンバーを募集したい」

という場合も同じような手順で考え

ることが可能です。つまり、その団

体の「ウリ」は何なのかを考えるの

です。

そのために、まずは現在のメン

バーがどういった人たちで構成され

ているのかを考えてみましょう。例

えば男女比、年齢層、仕事、趣味、

などなど、メンバーの共通項を探し

てみるのです。

その次に、メンバー一人一人にイ

ンタビューしてみましょう。どうし

て今の団体に興味を持ったのか、ど

んなことに楽しみや喜びを見出して

いるのか、といったことを聞いてみ

るのです。意外にそういう話をする

機会は少ないのではないでしょう

か？

団体のウリを考えてみる作業は、

団体のことを客観的に振り返る機会

にもなりますし、自分やメンバーの

ことを知ることにもつながるので、

意外と面白いものです。ぜひ一度お

試しください。

第3回　チラシのタイトルを考えよう①  
　　　  　　　　　　　　  　～まずは企画のウリを考えよう～

都内の某NPOセンター新人職員。NPOの困りごと
に対する相談対応、講座の講師や、各種イベントの
企画・運営を行っている。プライベートではa-con
の運営委員として、「人と人、人とNPOのつながり
を作る」ことをテーマに活動中。

writer：クロ
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writer：いっしー

去る 2011 年 11 月 13 日。第 20
回全国ボランティアフェスティバル
TOKYO にて、NPO 法人 a‒con と
NPO 法人二枚目の名刺が共催で、第
41 分科会「社会人ボランティアや
プロボノを広げる仕組みを考える」
を開催しました。

当日は、60 名近い方にご参加い
ただき、調査結果の共有とパネル
ディスカッション、ワークショップ
を行い、盛り沢山の 3 時間でした。

今回の目玉の 1 つが、「社会人ボ
ランティア意識調査」の結果発表で
す。「ボランティア活動層（ボラン
ティアを行っている人）」と「ボラ
ンティア興味層（興味はあるけれど
実際にボランティア活動はしていな
い人）」の意識の違いを紐解くこと
から、どのようなアプローチをすれ
ば NPO の活動にボランティアが集
まるかの仕組みを考えました。

そして、ボランティア興味層の抱
える課題から、「ASCES」チェック
ポイントというものをご提案しまし
た。ボランティアに興味をもっても
らい、活動してもらうための段階別
のチェックポイントです。

ぜひ、a‒con の WEB サイトから、
今回の調査結果ならびに「ASCES」
チェックポイントの資料をダウン
ロードいただき、NPO の広報活動に
役立ていただければと思います。

　　　　< 報告：harapo>

「行動観察調査」とは、人間工学や社会心理学等の知見から、科学的に人の行動を解析
して「付加価値」「生産性の向上」を実現するための調査手法である。

街中でよく行われているアンケート調査は、調査対象者のバイアスが掛かってしまう
ことがあるが、「行動観察調査」では、客観的に観察することでバイアスを排除し、また
言語化されていないニーズ等を抽出することができる、とされる。

何気ない人の行動にヒントが転がっている。まずは現場に足を運んで、人の行動をつ
ぶさに観察してみることを始めてみてはいかがだろうか。そこから問題解決の糸口が見
つかるかもしれない。

ビジネスマンのための「行動観察」入門
松波 晴人 / 講談社現代新書 / 798 円 / 272p

「人の行動」をヒントに問題を解決する。

在学時、滋賀県彦根市でベロタクシー運行や五感を活用したワークショップ運営を行うNPOに参画。
現在は都内で働くガテン系リサーチャー。NPOの事業発展・継続に課題を感じ、a‒conにて修行する
日々。積読状態になっている部屋をどうにかせねばと読書に勤しむ。

ボランティア
（継続参加）

中核ボランティア
（運営に関与）

ボランティア
無関心

ボランティア
興味あり
未活動

イベント参加・
ボランティア
（単発参加）

会費・寄付

＋ 会費・寄付

会費・寄付＋

会費・寄付

Ａｔｔｅｎｔｉｏｎ
（知る）

Ｅｎｇａｇｅｍｅｎｔ
（メンバーになる）

Ｓｙｍｐａｔｈｙ
（共感する）

Ｃｏｎｔａｃｔ
（参加してみる）

Ｓｈａｒｅ
（周りの人に広める）

目指すゴール

Ａｔｔｅｎｔｉｏｎ
（知る）

Ｅｎｇａｇｅｍｅｎｔ
（メンバーになる）

Ｓｙｍｐａｔｈｙ
（共感する）

Ｃｏｎｔａｃｔ
（参加してみる）

Ｓｈａｒｅ
（周りの人に広める）

ボランティア活動を促す 5 つのチェックッポイント「ASCES」

ボランティア活動までの「意識変化フロー」
※今回の調査結果および ASCES チェックポイントに関する資料は、
　http://www.a‒conweb.net/index.php/pr̲asce/ よりダウンロードできます。
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“顔が見える食材”、“顔が見える野
菜”、“顔が見える木材”……最近巷で
話題の “顔が見える○○”。今回は、
“顔が見える” 寄付の仕組みで途上国
のパソコンを必要としている学生と
これを寄付金で支援しようとする人
をつなぐオンラインプラットフォー
ム、「You Bridge」を紹介します。

その Web サイト上では寄付を受
ける学生が顔写真はもちろん出身
地、年齢、そしてパソコンを必要と
している理由を公表しています。そ
れを見て寄付する側は自分の寄付が
どこの国の、どんな人に、どういう
目的で使われるかを知った上で、寄
付したい学生を選び、アクションに
移すことができます。

あるウガンダ人の女性は、寄付し
てもらった PC のおかげで、学校の
勉強や宿題がはかどるようになり、
考古学者への夢に向かって、日々邁

進しているそうです。 　
パソコンやインターネットなどの

情報技術を使いこなせる人とそうで
ない人との間に生じる情報格差（デ
ジタル・デバイド）は経済的格差を
拡大する要因にもなり、情報化の進
む現代社会において解消すべき問題
です。

こ う し た 問 題 に、「You Bridge」
は “顔が見える” 仕組みによって、
支援する側とされる側が夢や想いを

共有して問題解決することを目指し
ており、まさに両者の “橋渡し” の
役割をしているように感じました。

この “顔が見える” 寄付の仕組み
は 3.11 以降、寄付活動の広がる一
方で寄付金の使い道や本当に現地に
届いているのか、といったそれにま
つわる不安の声が絶えない日本でも
大いに参考になります。

寄付を受ける側の顔やその使い道
が明確に分かる “顔の見える” 寄付
というのは寄付への不安を払拭する
だけではなく、これから先日本での
寄付文化の定着にも一役買うもので
はないでしょうか。

イイネ！コミュニケーション事例とは
このコーナーでは日常の中で見つけた、思わずイイネ！と言ってしまうNGO/NPOのコミュニケーション事例を紹介します。

世界の若者にPCを
You Bridge

http://www.youbridge.org/

香川県東かがわ市出身。立教大学法学部在学。NPO
の活動をもっと広めることで社会をよりよくしたい
という志のもとa‒conに参加。大学では自転車サー
クルに所属し日本全国をロードバイクで駆け廻る。

writer：もっちゃん

二日間でロゴをつくる！
～デザイナーと NPO の新しい関係～
既存のデザインプロセスとは全く異なる「参加型デザイン」

実例を交えつつ、その驚きの手法と効果を惜しみなく公開します！

お楽しみに！！

12/1月号特集編  集  後  記
「npo‒co」10月/11月合併号、やっとお届

けでございます。何とか、本号も世の中に送
り出すことができて、大変ほっとしていま
す。2011年は、npo‒co立ち上げの年として、
色々な方にご迷惑をおかけしながら突き進ん
でまいりましたが、ここまで来れたことに心
から感謝しています。一方で、編集部のリ
ソース不足など様々な問題に突き当たりなが
ら、自分達にできる範囲について日々模索し
ています。

今年度の「npo‒co」も残すところ数ヶ月と
なりました。来年度も継続してNPOの方々に
情報発信をしていくために……毎月の編集・
発行作業と並行して少しずつ検討を始めてい
ます。　　　　　　　　　　　　 ＜編 集 長＞

a‒con の活動やその他色々な情報を発信しています。WEB
には、npo‒co のバックナンバーもデータ掲載されています。

■WEB サイト http://www.a‒conweb.net/
■twitter @npo̲co / @a̲conweb 
■FaceBook a‒con
■問い合わせ info@a‒conweb.net

a‒con にアクセス
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：NPOコミュニケーションマガジン npo-co 2011年10・11月合併号
：特定非営利活動法人NPOコミュニケーション支援機構（a-con）
：原文子
：谷本大樹
：秋本康治　　石田優　　石本貴之　伊藤邦泰　江藤隆文　緒方太郎　黒川照太
　佐藤美弥子　鈴木麻美　白土夏子　田中元博　樗木勇人　浜岡沙織
：太田あづさ
：石川さくら
：玉川萌木
：小宮山印刷工業株式会社
：npo-co（エヌポコ）編集部
　npoco@a-conweb.net（メールアドレス）

　< writer : TARO >

最近はケータイだけでなくゲーム機にだって付いてい

るカメラ機能。ただ漫然と撮るのではなくコミュニケー

ション手段として使うのもなかなか面白い。a-con の頼

れるエース、原文子さんのカメラ機能の使い方は会議を

スムーズに進めて行くにもオススメの方法だ。

といっても、特に難しいことはない。会議で使用した

資料やホワイトボードをカメラで収め、それを即座にメー

ルに添付。メーリングリストで共有する。「こうしておけ

ば、あとで議事録をまとめる際にヌケ・モレがないよう

にチェックが出来ます」。さらに、参加してない人にも臨

場感を持って伝えられるので、議事録をしっかり読んで

貰う取っかかりにもなるという。簡単だけど即効性のあ

るテクニック。一度試してみるのも悪くないかも。

T-01C　REGZA Phone
ドコモが満を持して発売した国内メーカー製 Android 携帯第

1 弾。高機能なカメラのほか、名前の由来となった REGZA

の通りに美しい画面も搭載している。現在は後継機の T-01D

が発売中。




