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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7回
「常識校正」　ー 読み手視点に切り替えて、校正２周目へ 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

         - NGO・PLAS　門田 瑠衣子 さん
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npo-column

　　　江戸っ娘あづあづの秋田奮闘記

　　　column 杉江理

　　　草の根NPOのコミュニケーション まずはココカラ

イイネ！Project Award2011　受賞事例紹介

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

もんだ・るいこ 

代表理事として海外事業及び国内のキャンペーン事業を中心に
活動中。最近注目されているファンドレイジングにも造詣が深い。

写真撮影：玉川萌木

前回は校正の心得について解説し

た。今回はもう一歩踏み込んで、校

正の ”コツ” に触れたい。

原稿と紙面との単純な間違い探し

が済んだら、今度は少し引いて一般

的な目線で違和感がないか全体を一

読する。細かく文字を追いすぎると

全体像が見えず、段のずれなどレイ

アウト上のミスが見つかりにくいの

で要注意。全体を通して読むことで、

この漢字はフリガナがないと読めな

さそう、何の説明もなく専門用語が

出てくるから意味をつかみにくい、

といった読み手視点に立った違和感

にも気づきやすい。

このように、世間の ”常識” と照

らし合わせて紙面を修正していくこ

とを「常識校正」という。この段階

での主なチェックポイントをあげて

みよう。

①日にちと曜日が揃っているか

②1 文の長さは適切か

③同じ言葉が、略語や微妙に違う表

現になっていたり、漢字・ひらが

ななどの表記が混じっていないか

④固有名詞は正式名称になっている

か。略語や愛称になっていないか

⑤ホームページのアドレスが正しい

か／ QR コードは読み込めるか

こういった細かいけれど重要なポ

イントに気をつかうことで、紙面が

より読みやすいものに仕上がるはず

だ。

　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。

支援を受ける側が、それを当たり前
と感じる関係は不健全な関係だ。しか
し、多くの団体が『健全』な関係を作
るのに苦労している。「支援を受ける
側が、自らの問題を協力して解決する
仕組みを目指しています。自分の仕事
以外で地域のために活動をする感覚
は、誰でも身につけられるはずです」。

アフリカをメインの活動拠点とする
NGO・PLAS を立ち上げた門田瑠衣子
さんが国際協力に興味を持ったキッカ
ケはフィリピンでのボランティア活
動。その後進学した大学院でアフリカ
に関心を持ちケニア共和国を訪問し、
出会ったエイズ孤児の多さに言葉を失
う。彼らの居場所を作りたい想いから
活動を開始。今ではケニア、ウガンダ
に活動の輪を広げている。

その手法は独特だ。エイズの母子感
染予防を啓発するために、現地で説明
をする『啓発リーダー』を選挙で選び
出す。信頼を得ることで、リーダー達
は無償でも率先して地域会合や病院で
啓発活動を行うという。「お金を出し
た方がスムーズにいくかもしれませ
ん。でも自分たちの地域のことを考え
て行動できた方が、うまくいくと思う
んです。儲からないから続けられない、
では済まない問題ですから」。

最後に、活動を続けるモチベーショ
ンを聞いてみると、「一緒に活動をす
る人が魅力的なことですね。団体のメ
ンバーはもちろん、現地の啓発リー
ダーから常に刺激を貰っています。私
が期待している以上に彼らが成果を出
したり、コミットしてくれるのを目に
すると、自分も頑張らなきゃって。」
そうまっすぐに言える門田さんだから
こそ、『信頼』という仕組みをここま
で広げられたのかもしれない。

NGO・PLAS
門田 瑠衣子  さん
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NPO法人クロスフィールズ
プロフェッショナル人材が新興国の NPO で本業のスキルを活かして社会
課題の実践業務を行う「留職」プログラムを通じ、企業・行政のグローバル
人材育成と新興国進出をサポートする。2011 年 5 月設立。
http://crossfields.jp/ 

■アイデアを承認する

　出てきた案を認める、褒める、励

ます、受け入れる。

　描く工程ではとにかくアイデアを

出すことが大切です。この時点で案

を絞る必要はないので、思いついた

ものは遠慮なくどんどん紙に書き出

していきましょう。

■楽しい場を演出する

　音楽をかけたり、お菓子を用意し

たりと、デザインの知識がなくても

リラックスして気軽にアイデアを出

せる雰囲気づくりが重要です。

■刺激材を配置する

　ロゴに関する事例集を会場にたく

さん用意する。

　何もない状態からロゴを考え出す

のは至難の業。民間企業のロゴを集

めた書籍を用意して参考にすること

で、何もない状態よりもインスピ

レーションがわきやすくなります。

今回は一人ひとりお気に入りのロゴ

を選び、その理由をシェアする時間

も取りました。

最初に「どんなロゴにしたいか（＝ロゴを通じて得たいイメージ）」と、「NPO 法人○○といえば（＝団体のイメージ）」

の２つについて、キーワードを出し合います。そして、出てきたキーワードに沿って、イラストを全員で描いていきます。

幅広いアイデアが生まれやすい環境をつくるため、企業のロゴを集めた本を用意するなどの工夫をするとよいでしょう。

　STEP①の「描く」でたくさんのロゴアイデアのイラストが生まれたら、STEP②ではそれらの案を投票によって絞ってい

きます。その際、ただ好みや直感だけで選ぶのではなく、投票する基準を明確にしておくことが、客観的に見てどのロゴマー

クが良いかを判断する上で重要になってきます。

STEP②でデザイン案を絞ったら、いよいよデザイナーの登場です。絞られた候補のイ

ラストをデザイナーが持ち帰り、Illustrator などの専用ソフトで整形していきます。整

形が完了したら、実際にロゴが使われるシーンをイメージできるように、名刺などにデ

ザインを落とし込みます。

この段階で、複数ある候補からさらに絞り込みを行い、2,3 案に絞るのもよいでしょう。

npo-co 12・1月号特集

STEP①　描く 　ーロゴアイデアを、みんなで広げる二日間でロゴをつくる！ 
～デザイナーと NPO の新しい関係～ 
参加型デザインでファン形成！クロスフィールズが感動したロゴデザインワークショップとは？

】】

Day 1

STEP②　絞る 　ー出てきたロゴアイデアから、候補を選ぶ Day 1

STEP③　整形する 　ーデザイナーが、参加者が描いたイラストをデザイン化 1 week

■基準に重みづけをする 

組織の価値観に合わせた投票基準

を設定する。

STEP ①で出た「どんなロゴにし

たいか」のキーワードに沿って、メ

ンバーで話し合い、投票する際の基

準を設定しましょう。

基準に沿って投票することで “な

んとなく” といった曖昧な投票をな

くし、なぜその案がいいのかという

根拠を明確にすることができます。

デザインというと感性だけに頼っ

て選びがちですが、基準を設定する

だけで、驚くほど論理的に案を絞る

ことができます。

■心を “鬼” にして絞る

ここで残った候補は後ほどデザイ

ナーがデザイン化します。作業効率

を高め、クオリティを保つことを考

えると、この段階で１つでも多くの

候補を切り捨てることが大切です。

落としがたい案もたくさんあるで

しょうが、５案までには絞りたいと

ころです。

< クロスフィールズの場合 >
メンバーはロゴの印象として　「信頼
感」を最重要視したため、以下の 5
つの基準、1 人 6 票で投票すること
にしました。
　・信頼感　　　　　　　２票
　・シンプル　　　　　　１票
　・つながり　　　　　　１票
　・越える感じ　　　　　１票
　・なんとなく好きだ！　１票

< クロスフィールズの場合 >
どんなロゴマークにしたいか
　・信頼感がある
　・シンプルで分かりやすい
　・越える感じ
　・つながる感じ
クロスフィールズといえば
　・航海、船出
　・つながり、広がり
　・挑戦　　　　　　　　などなど

するどく「絞る」ポイント

「描く」を広げるポイント

名刺に印刷されたロゴを見比べる一同

STEP①

描く

STEP⑤

決める

STEP②絞る

STEP④修正する

　NPO のコミュニケーションを考えるとき、その

起点となるのが「ロゴ」です。「ロゴ」とは、団体名、

社名、商号などを図案化、装飾化したもので、い

わばその団体の “顔” ともいえる大切なものです。

「ロゴ」は、NPO に限らず様々な団体や企業が持っ

ています。また「ロゴ」には、企業の姿勢や想

いを感じてもらい、好印象を持ってもらい、

興味を持ってもらうという役割があり、コ

ミュニケーション戦略において非常に重要な

ものなのです。

NPO 法人クロスフィールズでは、そんなロゴマー

クを「参加型デザイン」ワークショップで制作し

ました。組織外の協力者も参加するスタイ

ルで、メンバーが皆で一緒に

考え、描き、絞り込

みとブラッシュアップを行うと

いう方法で行ったこのデザインワーク

ショップは、これまでの「NPO のデザイン」の概

念を覆す新しい可能性を感じさせるものとなりま

した。

今回は、NPO とデザイナーの協業により、実質

8 日間でロゴが仕上がったクロスフィールズの事

例を紹介しながら、そこから見えるデザイナーと

NPO の新しい関係を考察していきたいと思います。

Day2

1week 
STEP③

整形する

Day1
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クが良いかを判断する上で重要になってきます。

STEP②でデザイン案を絞ったら、いよいよデザイナーの登場です。絞られた候補のイ

ラストをデザイナーが持ち帰り、Illustrator などの専用ソフトで整形していきます。整

形が完了したら、実際にロゴが使われるシーンをイメージできるように、名刺などにデ

ザインを落とし込みます。

この段階で、複数ある候補からさらに絞り込みを行い、2,3 案に絞るのもよいでしょう。

npo-co 12・1月号特集

STEP①　描く 　ーロゴアイデアを、みんなで広げる二日間でロゴをつくる！ 
～デザイナーと NPO の新しい関係～ 
参加型デザインでファン形成！クロスフィールズが感動したロゴデザインワークショップとは？

】】

Day 1

STEP②　絞る 　ー出てきたロゴアイデアから、候補を選ぶ Day 1

STEP③　整形する 　ーデザイナーが、参加者が描いたイラストをデザイン化 1 week

■基準に重みづけをする 

組織の価値観に合わせた投票基準

を設定する。

STEP ①で出た「どんなロゴにし

たいか」のキーワードに沿って、メ

ンバーで話し合い、投票する際の基

準を設定しましょう。

基準に沿って投票することで “な

んとなく” といった曖昧な投票をな

くし、なぜその案がいいのかという

根拠を明確にすることができます。

デザインというと感性だけに頼っ

て選びがちですが、基準を設定する

だけで、驚くほど論理的に案を絞る

ことができます。

■心を “鬼” にして絞る

ここで残った候補は後ほどデザイ

ナーがデザイン化します。作業効率

を高め、クオリティを保つことを考

えると、この段階で１つでも多くの

候補を切り捨てることが大切です。

落としがたい案もたくさんあるで

しょうが、５案までには絞りたいと

ころです。

< クロスフィールズの場合 >
メンバーはロゴの印象として　「信頼
感」を最重要視したため、以下の 5
つの基準、1 人 6 票で投票すること
にしました。
　・信頼感　　　　　　　２票
　・シンプル　　　　　　１票
　・つながり　　　　　　１票
　・越える感じ　　　　　１票
　・なんとなく好きだ！　１票

< クロスフィールズの場合 >
どんなロゴマークにしたいか
　・信頼感がある
　・シンプルで分かりやすい
　・越える感じ
　・つながる感じ
クロスフィールズといえば
　・航海、船出
　・つながり、広がり
　・挑戦　　　　　　　　などなど

するどく「絞る」ポイント

「描く」を広げるポイント

名刺に印刷されたロゴを見比べる一同

STEP①

描く

STEP⑤

決める

STEP②絞る

STEP④修正する

　NPO のコミュニケーションを考えるとき、その

起点となるのが「ロゴ」です。「ロゴ」とは、団体名、

社名、商号などを図案化、装飾化したもので、い

わばその団体の “顔” ともいえる大切なものです。

「ロゴ」は、NPO に限らず様々な団体や企業が持っ

ています。また「ロゴ」には、企業の姿勢や想

いを感じてもらい、好印象を持ってもらい、

興味を持ってもらうという役割があり、コ

ミュニケーション戦略において非常に重要な

ものなのです。

NPO 法人クロスフィールズでは、そんなロゴマー

クを「参加型デザイン」ワークショップで制作し

ました。組織外の協力者も参加するスタイ

ルで、メンバーが皆で一緒に

考え、描き、絞り込

みとブラッシュアップを行うと

いう方法で行ったこのデザインワーク

ショップは、これまでの「NPO のデザイン」の概

念を覆す新しい可能性を感じさせるものとなりま

した。

今回は、NPO とデザイナーの協業により、実質

8 日間でロゴが仕上がったクロスフィールズの事

例を紹介しながら、そこから見えるデザイナーと

NPO の新しい関係を考察していきたいと思います。

Day2

1week 
STEP③

整形する

Day1
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①チームとしての一体感 / 達成感、
コミットメント、ファン形成

キーワードの洗い出しからはじま

り、イラスト作成、投票まで、自分

たちでイチからデザインをするのは

大変ですが、その分達成感も大きい

ものです。

そうした工程を NPO のメンバー

はもちろん、組織外の協力者も交え

て行うことで「このロゴを作った

チーム」としての一体感が得られ、

NPO への愛着を持つ人が増えること

もメリットの 1 つです。

②隔週 2 日間という
超短期ワークショップ

日々忙しい NPO にとって広報に

割ける時間は多くありません。その

ため、週末 2 日間のみでクオリティ

の高いロゴを作ることができるのは

大きな魅力です。

また、アイデアは寝かしておくと

さらに良いものができやすいとよく

言われます。今回のように間に 1 週

間挟むことで、2 日目には 1 日目と

は異なるアイデアがたくさん出てく

ることが期待できます。

③オープンフェイス制作で
納得の仕上がり

通常のデザイン作業の場合、デザ

インの途中段階で修正したい箇所が

あっても、依頼主が言い出せず我慢

してしまうことも多く、作り手との

間にしばしば意識のギャップが生ま

れてしまいます。

しかし今回のように、依頼主とデ

ザイナーが一緒に考える場を持つこ

とで、両者の意識の差が自然と埋ま

り、よりイメージに近いロゴに仕上

げることができます。

■「長期分散型で無理せず」から
「短期集中型で無理せず」

無理せず空いた時にゆっくりペー

スで、という長期分散型のデザイン

ボランティアは一見聞こえのよいよ

うに思われますが、実際はモチベー

ション維持が難しいのが現実です。

今回のワークでは、たった 8 日間

（実質 2 日間のワーク）でロゴが仕

上がりました。締まりなく、結果的

にずるずると遅延するプロジェクト

も少なくない中、高い意識を維持し

ながら集中するプロジェクト形式の

サポートは、お互いにとってもプラ

スになるのではないでしょうか。

■「デザイナーが全てつくる」から
「NPO の DIY を支援する」

これまでは、デザイナーが NPO

にヒアリングを重ねてデザインを提

案するスタイルが主でしたが、それ

だとどうしても意識や感性のギャッ

プが生じ、そのギャップを埋める作

業に非常に多くの時間が費やされて

いました。

今回デザイナーは、“NPO のメン

バーが描いたデザインスケッチを整

形する ” という役割に徹することで、

短期間で全員が納得のいく仕上りに

することができました。

ギャップを埋めるのではなく、ス

タイルを変えることでそもそもの

ギャップをなくしてみてはいかがで

しょう。

■「遠隔地で分業」から
「その場で協働（コワーキング）」

2 日目のワークでは、NPO のメン

バーが集まっている場で、提案した

ロゴを修正していきました。ここを

こうしたらどうなるのか？などと

いった NPO のリクエストを、その

場で確認することができ、大幅な時

間短縮につながりました。

続きはメールで！とせずに、面と

向かってコミュニケーションをとり

ながら、発生したタスクをその場で

解決するという手法は、ロゴ制作以

外でも大いに活用できる手法だと考

えます。

今回のワークショップでは、「み

んなで考え、みんなで選ぶ」という

考え方のもと、NPO とデザイナーが

一緒に取り組むことで、参加者の全

員が納得できる素晴らしいデザイン

を生み出すことができました。

　目的達成のためには、NPO と外部

協力者が同じ方向を向き、共に課題

に取り組める環境をつくることが大

切です。

　忙しい中で後回しにされてしまい

がちな NPO のコミュニケーション。

短い時間の中でいかに効率的に、か

つ妥協をせずにコミュニケーション

をつくりあげることができるか。今

回の事例は、NPO とデザイナーをは

じめとする外部協力者の関わり方の

新しい形として、非常に興味深いも

のではないでしょうか。

今回のワークから見えた、ＮＰＯとデザイナーとの新しい関係とは

ツールに反映されたロゴ案を見比べて検討を重ね、2,3 個まで絞ったら、再度全員で集まり修正セッションを行います。

ロゴ案をプロジェクタで映し出しながら、参加者の目の前でデザインの微修正をしていきます。デザイナーとメンバー全員

が活発に意見を出し合い、テンポよく進めていきましょう！

STEP④　修正する 　ーワークショップ初日から１週間後、後半戦スタート！ Day 2

■最後は直感で！  

ここまで、団体のイメージを言語

化し、どんなロゴにしたいかという

判断基準を設定して論理的に絞って

きました。最後もしっかり理由を

もって決めたいところですが、最後

の最後は「直感」で決めるのでいい

のです。論理的に絞り込んだからこ

そ、残った案にはそれぞれの良さが

あります。そこから 1 つを選ぶ決め

手は、NPO の中心で頑張る人の「こ

のロゴを使いたい」という意思です。

また、ロゴが決まったらそこに込

められた想いを改めて整理しておく

と、団体紹介の際に役立ちます。

　いよいよ最後のステップです。修正作業を通じて “ 一番良い ” と思えたものを、公式ロゴマークとして決定します。これ

が最後の選択となりますので、決断力をもって決めましょう！

< ロゴマークに込められた想い >

林田全弘
グラフィックデザイナー。本業の傍ら、様々な
NPOの広報ツールを制作。ロゴデザインワーク
ショップでは、ファシリテーションとデザイン整
形を担当。　http://azukidesign.com

イコマコウヘイ
グラフィックデザイナー。サステナ所属。A SEED 
JAPAN など NGO・NPO の広報ツールを制作。ロゴ
デザインワークショップでは、サブファシリテー
ションとデザイン整形を担当。
http://inkkohei.blog54.fc2.com/

writer：もっちゃん
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。ロゴデザイン
ワークショップではアシスタント、記録を担当。

　クロスフィールズのロゴマークは、「荒れた海を航海する船」をイメージしています。
　多様で複雑化した社会課題が山積する日本社会では、企業・行政・NPO という「3
つの帆が重なりあって」課題に対峙し、「矢印のように社会の進むべき方向性を指し
示す」ような世界観が必要だと思っています。
　イメージカラーの赤は、そのようにして社会を良い方向に向かわせていく原動力と
なる、個々人の「情熱」を表しています。

（http://crossfields.jp/aboutus/vision_mission/ より抜粋）
66案にものぼるイラストのうちの1案。

デザイナーの手によって整形され、ロゴマークに採用された。

プロジェクタを使い、全員に公開しながら修正

STEP⑤　決める 　ー最後は、あなたの “想い” で選ぶ Day 2

今回のワークショップ：ユニークな点とその効果

クロスフィールズのロゴマーク

■修正の範囲を明示する

デザイナーは、どのような修正に

どのくらいの時間がかかるのかを事

前に伝えておきましょう。

そうすることで、依頼側はその場

で何が修正できるのかが明確に分か

り注文しやすくなります。結果、デ

ザインの推敲が活発に進みます。

この段階でデザイナーが即対応で

きるのは、基本的に、色味の調整や

フォントの変更といった簡単な修正

のみです。

■最終的には色見本で判断

スクリーンやディスプレイに映っ

た色味で判断しないように。

パソコンの画面などで見る色は、

実際に印刷される色と多少異なりま

す。そこで、重宝するのが「色見本 （カ

ラーチャート）」。例えば “赤” の中でも、

暗めの赤から明るい赤まで、グラ

デーションが一覧できるようになっ

ています。微妙な色彩の違いも色見

本を活用すると正確に色を指定し

て、デザインに反映できるのです。

スムーズな「修正」のポイント

■視覚的に優れた整形をする 

白黒印刷でも遠目から見てもはっ

きりわかるようにデザインする。

というのも、印刷物によってはカ

ラー印刷でない場合や、ロゴの配置

できるスペースが限られている場合

があるからです。

デザイナーは、あらゆる状況を想

定し、どのような時でもすぐに認識

されるロゴを目指して、デザインし

なければなりません。

■出た案以上のものをつくる

デザイナーは受け身にならない。

NPO メンバーが上手くビジュアル

化できなかった部分を補完し、さら

に洗練されたものに昇華させるのが

デザイナーの腕の見せどころです。

■実際のツールに落とし込む

名刺などにロゴを入れ込んで、見

た目の印象をチェック。

名刺、パンフレット、ホームペー

ジなど活用場所が多岐に渡るからこ

そ、実際にツールに落とし込んで検

討する必要があります。

「整形」の際のポイント
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①チームとしての一体感 / 達成感、
コミットメント、ファン形成

キーワードの洗い出しからはじま

り、イラスト作成、投票まで、自分

たちでイチからデザインをするのは

大変ですが、その分達成感も大きい

ものです。

そうした工程を NPO のメンバー

はもちろん、組織外の協力者も交え

て行うことで「このロゴを作った

チーム」としての一体感が得られ、

NPO への愛着を持つ人が増えること

もメリットの 1 つです。

②隔週 2 日間という
超短期ワークショップ

日々忙しい NPO にとって広報に

割ける時間は多くありません。その

ため、週末 2 日間のみでクオリティ

の高いロゴを作ることができるのは

大きな魅力です。

また、アイデアは寝かしておくと

さらに良いものができやすいとよく

言われます。今回のように間に 1 週

間挟むことで、2 日目には 1 日目と

は異なるアイデアがたくさん出てく

ることが期待できます。

③オープンフェイス制作で
納得の仕上がり

通常のデザイン作業の場合、デザ

インの途中段階で修正したい箇所が

あっても、依頼主が言い出せず我慢

してしまうことも多く、作り手との

間にしばしば意識のギャップが生ま

れてしまいます。

しかし今回のように、依頼主とデ

ザイナーが一緒に考える場を持つこ

とで、両者の意識の差が自然と埋ま

り、よりイメージに近いロゴに仕上

げることができます。

■「長期分散型で無理せず」から
「短期集中型で無理せず」

無理せず空いた時にゆっくりペー

スで、という長期分散型のデザイン

ボランティアは一見聞こえのよいよ

うに思われますが、実際はモチベー

ション維持が難しいのが現実です。

今回のワークでは、たった 8 日間

（実質 2 日間のワーク）でロゴが仕

上がりました。締まりなく、結果的

にずるずると遅延するプロジェクト

も少なくない中、高い意識を維持し

ながら集中するプロジェクト形式の

サポートは、お互いにとってもプラ

スになるのではないでしょうか。

■「デザイナーが全てつくる」から
「NPO の DIY を支援する」

これまでは、デザイナーが NPO

にヒアリングを重ねてデザインを提

案するスタイルが主でしたが、それ

だとどうしても意識や感性のギャッ

プが生じ、そのギャップを埋める作

業に非常に多くの時間が費やされて

いました。

今回デザイナーは、“NPO のメン

バーが描いたデザインスケッチを整

形する ” という役割に徹することで、

短期間で全員が納得のいく仕上りに

することができました。

ギャップを埋めるのではなく、ス

タイルを変えることでそもそもの

ギャップをなくしてみてはいかがで

しょう。

■「遠隔地で分業」から
「その場で協働（コワーキング）」

2 日目のワークでは、NPO のメン

バーが集まっている場で、提案した

ロゴを修正していきました。ここを

こうしたらどうなるのか？などと

いった NPO のリクエストを、その

場で確認することができ、大幅な時

間短縮につながりました。

続きはメールで！とせずに、面と

向かってコミュニケーションをとり

ながら、発生したタスクをその場で

解決するという手法は、ロゴ制作以

外でも大いに活用できる手法だと考

えます。

今回のワークショップでは、「み

んなで考え、みんなで選ぶ」という

考え方のもと、NPO とデザイナーが

一緒に取り組むことで、参加者の全

員が納得できる素晴らしいデザイン

を生み出すことができました。

　目的達成のためには、NPO と外部

協力者が同じ方向を向き、共に課題

に取り組める環境をつくることが大

切です。

　忙しい中で後回しにされてしまい

がちな NPO のコミュニケーション。

短い時間の中でいかに効率的に、か

つ妥協をせずにコミュニケーション

をつくりあげることができるか。今

回の事例は、NPO とデザイナーをは

じめとする外部協力者の関わり方の

新しい形として、非常に興味深いも

のではないでしょうか。

今回のワークから見えた、ＮＰＯとデザイナーとの新しい関係とは

ツールに反映されたロゴ案を見比べて検討を重ね、2,3 個まで絞ったら、再度全員で集まり修正セッションを行います。

ロゴ案をプロジェクタで映し出しながら、参加者の目の前でデザインの微修正をしていきます。デザイナーとメンバー全員

が活発に意見を出し合い、テンポよく進めていきましょう！

STEP④　修正する 　ーワークショップ初日から１週間後、後半戦スタート！ Day 2

■最後は直感で！  

ここまで、団体のイメージを言語

化し、どんなロゴにしたいかという

判断基準を設定して論理的に絞って

きました。最後もしっかり理由を

もって決めたいところですが、最後

の最後は「直感」で決めるのでいい

のです。論理的に絞り込んだからこ

そ、残った案にはそれぞれの良さが

あります。そこから 1 つを選ぶ決め

手は、NPO の中心で頑張る人の「こ

のロゴを使いたい」という意思です。

また、ロゴが決まったらそこに込

められた想いを改めて整理しておく

と、団体紹介の際に役立ちます。

　いよいよ最後のステップです。修正作業を通じて “ 一番良い ” と思えたものを、公式ロゴマークとして決定します。これ

が最後の選択となりますので、決断力をもって決めましょう！

< ロゴマークに込められた想い >

林田全弘
グラフィックデザイナー。本業の傍ら、様々な
NPOの広報ツールを制作。ロゴデザインワーク
ショップでは、ファシリテーションとデザイン整
形を担当。　http://azukidesign.com

イコマコウヘイ
グラフィックデザイナー。サステナ所属。A SEED 
JAPAN など NGO・NPO の広報ツールを制作。ロゴ
デザインワークショップでは、サブファシリテー
ションとデザイン整形を担当。
http://inkkohei.blog54.fc2.com/

writer：もっちゃん
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。ロゴデザイン
ワークショップではアシスタント、記録を担当。

　クロスフィールズのロゴマークは、「荒れた海を航海する船」をイメージしています。
　多様で複雑化した社会課題が山積する日本社会では、企業・行政・NPO という「3
つの帆が重なりあって」課題に対峙し、「矢印のように社会の進むべき方向性を指し
示す」ような世界観が必要だと思っています。
　イメージカラーの赤は、そのようにして社会を良い方向に向かわせていく原動力と
なる、個々人の「情熱」を表しています。

（http://crossfields.jp/aboutus/vision_mission/ より抜粋）
66案にものぼるイラストのうちの1案。

デザイナーの手によって整形され、ロゴマークに採用された。

プロジェクタを使い、全員に公開しながら修正

STEP⑤　決める 　ー最後は、あなたの “想い” で選ぶ Day 2

今回のワークショップ：ユニークな点とその効果

クロスフィールズのロゴマーク

■修正の範囲を明示する

デザイナーは、どのような修正に

どのくらいの時間がかかるのかを事

前に伝えておきましょう。

そうすることで、依頼側はその場

で何が修正できるのかが明確に分か

り注文しやすくなります。結果、デ

ザインの推敲が活発に進みます。

この段階でデザイナーが即対応で

きるのは、基本的に、色味の調整や

フォントの変更といった簡単な修正

のみです。

■最終的には色見本で判断

スクリーンやディスプレイに映っ

た色味で判断しないように。

パソコンの画面などで見る色は、

実際に印刷される色と多少異なりま

す。そこで、重宝するのが「色見本 （カ

ラーチャート）」。例えば “赤” の中でも、

暗めの赤から明るい赤まで、グラ

デーションが一覧できるようになっ

ています。微妙な色彩の違いも色見

本を活用すると正確に色を指定し

て、デザインに反映できるのです。

スムーズな「修正」のポイント

■視覚的に優れた整形をする 

白黒印刷でも遠目から見てもはっ

きりわかるようにデザインする。

というのも、印刷物によってはカ

ラー印刷でない場合や、ロゴの配置

できるスペースが限られている場合

があるからです。

デザイナーは、あらゆる状況を想

定し、どのような時でもすぐに認識

されるロゴを目指して、デザインし

なければなりません。

■出た案以上のものをつくる

デザイナーは受け身にならない。

NPO メンバーが上手くビジュアル

化できなかった部分を補完し、さら

に洗練されたものに昇華させるのが

デザイナーの腕の見せどころです。

■実際のツールに落とし込む

名刺などにロゴを入れ込んで、見

た目の印象をチェック。

名刺、パンフレット、ホームペー

ジなど活用場所が多岐に渡るからこ

そ、実際にツールに落とし込んで検

討する必要があります。

「整形」の際のポイント
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江戸っ娘あづあづの秋田奮闘記  第15回江戸っ娘あづあづの秋田奮闘記  第15回 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。

前回はチラシのタイトルを考える
ために、まずは広報したい企画（イ
ベントや講座）のウリを考えること
が重要であることをお伝えしまし
た。企画のウリとは、誰にとって・
何が面白いのか（ためになるのか）

を考えるということです。
そして良いタイトルとは、チラシ

を見た人に企画のウリが伝わるタイ
トルのことです。特別に気のきいた
言葉を使う必要もありません。素人
がひねったタイトルをつけようとす
ると、大体失敗します。

良いタイトルは「誰のための企画
か」「参加した人は何が得られるの
か」が一目ではっきりと分かるよう
になっています。例えばお子さんを
産んだばかりのお母さん向けに、離
乳食についての講座を開催するとし
たら、こんなタイトルはいかがで
しょうか？

●新米ママの子育て力ＵＰ！
保育アドバイザーから学ぶ
「はじめての離乳食講習会」

「新米ママの」と呼びかけること
で、誰のための企画かが分かります。
始めて子供を産んだ方で、概ね 20
代～ 30 代の方を対象とした企画と
いう印象になるでしょう。これを「お
母さんの」や「主婦の」にしてしま
うと、グッと年齢層が幅広く感じら
れます。経験から言って、20 代～
30 代のお母さんは「ママ」と呼び

かけると反応が良いようです。
そして「はじめての離乳食講習会」

とつけることで、「参加した人は何
が得られるのか」もはっきりしてき
ます。何となく、離乳食について何
の知識もない方でも気軽に参加でき

そうな気がしませんか？ 
さらに「保育アドバイザーから学

ぶ」とつけることで、子育てについ
て知識も経験も充分にある方が教え
てくれる講座であることが分かりま
す。日ごろ誰にも相談できない子育
てについての疑問にも応えてもらえ
そうです。20 代～ 30 代のママは子
育てについて気軽に相談ができる人
が近くにいなくて困っているケース
が多いものです。

全く同じ内容の企画でも、例えば
こんなタイトルではウリが伝わりま
せん。

●男女協働参画セミナー
　～離乳食から育児を考える～

まず、誰のための講座なのかが全
くわかりません。男女協働参画セミ
ナーというのは男性向けのセミナー
でしょうか？それとも女性向けのセ
ミナーでしょうか？また、対象年齢
は何歳くらいでしょうか？
「離乳食から育児を考える」とい

うタイトルも堅いですし、離乳食の
実践的なノウハウというよりも、育
児について耳の痛い話を聞くことに
なりそうで、若いお母さんにとって

は参加するのが億劫に感じられるか
もしれません。

また、別の企画でこんなタイトル
はいかがでしょうか？

●団塊シニア集まれ！地域懇談会

「団塊シニア集まれ！」と呼びか
けているので、誰のための企画かは
確かに分かりやすいかもしれませ
ん。しかし団塊世代の方は「団塊世
代」とひと括りに呼ばれることに辟
易している傾向があり、呼びかけと
しては適切でない可能性がありま
す。20 代～ 30 代の主婦をママと呼
びかけたように、「こんな風に呼ば
れるとうれしい」という呼びかけ方
になるよう、ひと工夫した方が良い
かもしれません。実際に団塊世代の
方に、どう呼びかけられるとうれし
いのか聞いてみるといいですね。

最後に、どうしても良いタイトル
が浮かばない場合のテクニックをご
紹介します。

1 つは、チラシの本文から書き始
めることです。チラシを作るときに
タイトルから考える方が多いように
思いますが、本文や企画の概要（日
時、場所、対象、参加費なども含む）
を先に作ることで思考が整理され
て、良いタイトルが浮かぶことがあ
ります。

もう 1 つは、自分の団体がター
ゲットにしている層が読みそうな雑
誌や買いそうな商品の広告を見て、
呼びかけ方や言い回しをマネするこ
とです。コミュニケーションのプロ
がつくるタイトルやキャッチコピー
は「なるほど」と思うものが多いの
で、確実に参考になります。ただし
著作権の問題があるので、完全にコ
ピーするのは NG ですので気をつけ
てくださいね。

第4回　チラシのタイトルを考えてみよう②
　　　　　　　　　～ウリが伝わるタイトルの作り方～

「職人のほとんどが７０歳代後半
です、あと５年後にはどうなること
か…」。秋田県仙北市角館のある集
落で聞いた言葉です。角館の冬のお
祭り『火振りかまくら』。俵に火を
つけ回す 400 年以上続いてきたこの
お祭りの要となる俵づくりの技術が
途絶えてしまうかもしれません。俵
の原料はススキ。ススキを刈り、乾
燥させ、手作業で俵を編みます。１
時間に１個作るのが精一杯というこ
の俵、買い取り価格はなんと１個
300 円。「なんとか祭りを続けたい
という思いだけで作っている」と職
人さんは笑顔で言います。

秋田では少子高齢化が最大の問題
です。すでに３人に１人は 65 歳以
上。若い人はほとんどが県外に出て
います。数十年後どころか５年後ど
うなるかわからない伝統や集落がた
くさんあります。頭ではわかってい
ても実際に生の声を聴くと愕然とす
るこの現実。この数年をどう過ごす
かは、秋田にとっても日本の今後に
とってもすごく重要なのかもしれま
せん。俵づくりの職人さん、私たち
が来ただけでとても嬉しそうでし
た。自分が何をしたらいいかはすぐ
わからなくてもまずは遊びに行く、
それが大切なのかもしれません。特

に都会の人が来るととても喜びま
す。みなさんいつでも秋田に遊びに
きてけれ、です。

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

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

『column 杉江理』vol.15『column 杉江理』vol.15 プロダクトのインターネット化プロダクトのインターネット化

1982年生まれ。静岡県浜松市出身。日産自動車デザインセンターを経て、2009
年5月よりSmile Parkの活動を開始する。『人との出会いこそが最大の勉強』と考
える体育会系。（小～高バスケットボール部、インターハイ出場。大学ボクシン
グ部、京都府Fe級新人王）

writer：杉江理

現代社会の人々の物欲がなくなったと言われる昨今、モ
ノの価値というのは急激に下がり、その物欲はネットの世
界へとバトンタッチしていった。早く、安く、誰でもがで
きるネット世界の瞬発力と、伝達スピードの爆発力は、優
秀な人材をその世界へと巻き込んでいった。それは =現代
のプロダクトデザイナーの価値とは何か？を問うているよう
にも思う。

今年の 10 月に行った DESIGN TIDE を経験して、その
思いは強くなった。モノを作って売る。一般的な小売りの
しくみ。最終 fix されたものを売るという概念は一般的で
はあるが、それだけというのはだんだん古さを帯びてきて
いるようにも思う。プロダクトの価値とは、プロダクト単
体のみではないのが現代である。つまり、モノを形成しよ
うという初期思想から、最終系の売るという行為までが、
プロダクトの一つの価値になっているように思う。プロダ
クトを考え、作る、売るの一連の流れが一つの対話やコミュ
ニケーションのツールになるのだ。

例を挙げてみよう。

①初期　ソーシャルファンディング（kickstarter、CAMP 
FIREなど）ビジョンを共有する。資金の回収。マーケティ
ング、ユーザーの反応をみる。

②中期　生 産。3D プ リ ン タ ー（FAB LAB, Ks Design 
Lab, Shapeways など）CG data のみで材料を選択し、
印刷するかのようにモノをプリントアウトする。

　※おそらくCG の使い方も、手軽に簡単に誰にでもできる時代がくる。

③後期　販売（EC、小売り店）
④ソーシャルメディア　facebook 、twitter での告知、勝

手に広がる仕組み。

①～③まで人が出入りできる基盤プロダクトの価値が③

の後期に重きが置かれていた時代から、①②④が加わる事
で初期から、後期までどの場面でも人が介在してくるのが
現在で、その一連の流れに価値を加える事が重要になって
くるのだろう。製造業においては今後、最も重要な役割を
果たすのは②の部分（3D プリンターなど）のように思う。
ロット数を気にせず CG data から、気軽にモノが目の前に
ぽんぽん出現するのであれば、一気にコストと時間が短縮
する。さらには、個人の要望にアジャストした形を作る事
を容易にする事ができる。それは小規模生産、中規模生産
を可能にすることを意味する。こうなると、製造業のあり
方が根本から変わる革命が起きる。おそらく小さいメーカー
がどんどん出現してくるだろう。ロングテールと言われ、
無視されてきたニッチマーケットにどんどんリーチしてい
く、それも時間と初期費用をかけずに。ニッチだからこそ、
くだらないものや、へんてこりんなものがガンガンでてき
て、創造するだけで笑えてくる。早く、安く、誰にでもつ
くれる、つたわる。まさにプロダクトのインターネット化
である。

プロダクトの世界は古い、そういわれ続けている昨今だ
が、おそらく、今後はそうも言われまい。むしろホットなチャ
ンスな領域なんじゃないだろうか。製造業のしくみのあり
方を変えていくような基盤が今後整っていく。何年も大企
業が牛耳っている製造業のバランスもくずれていくのかもし
れない。そして、そんな時代だからこそなにかこう、製造
業を変えるような革命にトライできないものかと考えてみ
たりしている。
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「はじめての離乳食講習会」
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うと、グッと年齢層が幅広く感じら
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の知識もない方でも気軽に参加でき
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す。日ごろ誰にも相談できない子育
てについての疑問にも応えてもらえ
そうです。20 代～ 30 代のママは子
育てについて気軽に相談ができる人
が近くにいなくて困っているケース
が多いものです。

全く同じ内容の企画でも、例えば
こんなタイトルではウリが伝わりま
せん。

●男女協働参画セミナー
　～離乳食から育児を考える～

まず、誰のための講座なのかが全
くわかりません。男女協働参画セミ
ナーというのは男性向けのセミナー
でしょうか？それとも女性向けのセ
ミナーでしょうか？また、対象年齢
は何歳くらいでしょうか？
「離乳食から育児を考える」とい

うタイトルも堅いですし、離乳食の
実践的なノウハウというよりも、育
児について耳の痛い話を聞くことに
なりそうで、若いお母さんにとって

は参加するのが億劫に感じられるか
もしれません。

また、別の企画でこんなタイトル
はいかがでしょうか？

●団塊シニア集まれ！地域懇談会

「団塊シニア集まれ！」と呼びか
けているので、誰のための企画かは
確かに分かりやすいかもしれませ
ん。しかし団塊世代の方は「団塊世
代」とひと括りに呼ばれることに辟
易している傾向があり、呼びかけと
しては適切でない可能性がありま
す。20 代～ 30 代の主婦をママと呼
びかけたように、「こんな風に呼ば
れるとうれしい」という呼びかけ方
になるよう、ひと工夫した方が良い
かもしれません。実際に団塊世代の
方に、どう呼びかけられるとうれし
いのか聞いてみるといいですね。

最後に、どうしても良いタイトル
が浮かばない場合のテクニックをご
紹介します。

1 つは、チラシの本文から書き始
めることです。チラシを作るときに
タイトルから考える方が多いように
思いますが、本文や企画の概要（日
時、場所、対象、参加費なども含む）
を先に作ることで思考が整理され
て、良いタイトルが浮かぶことがあ
ります。

もう 1 つは、自分の団体がター
ゲットにしている層が読みそうな雑
誌や買いそうな商品の広告を見て、
呼びかけ方や言い回しをマネするこ
とです。コミュニケーションのプロ
がつくるタイトルやキャッチコピー
は「なるほど」と思うものが多いの
で、確実に参考になります。ただし
著作権の問題があるので、完全にコ
ピーするのは NG ですので気をつけ
てくださいね。

第4回　チラシのタイトルを考えてみよう②
　　　　　　　　　～ウリが伝わるタイトルの作り方～

「職人のほとんどが７０歳代後半
です、あと５年後にはどうなること
か…」。秋田県仙北市角館のある集
落で聞いた言葉です。角館の冬のお
祭り『火振りかまくら』。俵に火を
つけ回す 400 年以上続いてきたこの
お祭りの要となる俵づくりの技術が
途絶えてしまうかもしれません。俵
の原料はススキ。ススキを刈り、乾
燥させ、手作業で俵を編みます。１
時間に１個作るのが精一杯というこ
の俵、買い取り価格はなんと１個
300 円。「なんとか祭りを続けたい
という思いだけで作っている」と職
人さんは笑顔で言います。

秋田では少子高齢化が最大の問題
です。すでに３人に１人は 65 歳以
上。若い人はほとんどが県外に出て
います。数十年後どころか５年後ど
うなるかわからない伝統や集落がた
くさんあります。頭ではわかってい
ても実際に生の声を聴くと愕然とす
るこの現実。この数年をどう過ごす
かは、秋田にとっても日本の今後に
とってもすごく重要なのかもしれま
せん。俵づくりの職人さん、私たち
が来ただけでとても嬉しそうでし
た。自分が何をしたらいいかはすぐ
わからなくてもまずは遊びに行く、
それが大切なのかもしれません。特

に都会の人が来るととても喜びま
す。みなさんいつでも秋田に遊びに
きてけれ、です。

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

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

『column 杉江理』vol.15『column 杉江理』vol.15 プロダクトのインターネット化プロダクトのインターネット化

1982年生まれ。静岡県浜松市出身。日産自動車デザインセンターを経て、2009
年5月よりSmile Parkの活動を開始する。『人との出会いこそが最大の勉強』と考
える体育会系。（小～高バスケットボール部、インターハイ出場。大学ボクシン
グ部、京都府Fe級新人王）

writer：杉江理

現代社会の人々の物欲がなくなったと言われる昨今、モ
ノの価値というのは急激に下がり、その物欲はネットの世
界へとバトンタッチしていった。早く、安く、誰でもがで
きるネット世界の瞬発力と、伝達スピードの爆発力は、優
秀な人材をその世界へと巻き込んでいった。それは =現代
のプロダクトデザイナーの価値とは何か？を問うているよう
にも思う。

今年の 10 月に行った DESIGN TIDE を経験して、その
思いは強くなった。モノを作って売る。一般的な小売りの
しくみ。最終 fix されたものを売るという概念は一般的で
はあるが、それだけというのはだんだん古さを帯びてきて
いるようにも思う。プロダクトの価値とは、プロダクト単
体のみではないのが現代である。つまり、モノを形成しよ
うという初期思想から、最終系の売るという行為までが、
プロダクトの一つの価値になっているように思う。プロダ
クトを考え、作る、売るの一連の流れが一つの対話やコミュ
ニケーションのツールになるのだ。

例を挙げてみよう。

①初期　ソーシャルファンディング（kickstarter、CAMP 
FIREなど）ビジョンを共有する。資金の回収。マーケティ
ング、ユーザーの反応をみる。

②中期　生 産。3D プ リ ン タ ー（FAB LAB, Ks Design 
Lab, Shapeways など）CG data のみで材料を選択し、
印刷するかのようにモノをプリントアウトする。

　※おそらくCG の使い方も、手軽に簡単に誰にでもできる時代がくる。

③後期　販売（EC、小売り店）
④ソーシャルメディア　facebook 、twitter での告知、勝

手に広がる仕組み。

①～③まで人が出入りできる基盤プロダクトの価値が③

の後期に重きが置かれていた時代から、①②④が加わる事
で初期から、後期までどの場面でも人が介在してくるのが
現在で、その一連の流れに価値を加える事が重要になって
くるのだろう。製造業においては今後、最も重要な役割を
果たすのは②の部分（3D プリンターなど）のように思う。
ロット数を気にせず CG data から、気軽にモノが目の前に
ぽんぽん出現するのであれば、一気にコストと時間が短縮
する。さらには、個人の要望にアジャストした形を作る事
を容易にする事ができる。それは小規模生産、中規模生産
を可能にすることを意味する。こうなると、製造業のあり
方が根本から変わる革命が起きる。おそらく小さいメーカー
がどんどん出現してくるだろう。ロングテールと言われ、
無視されてきたニッチマーケットにどんどんリーチしてい
く、それも時間と初期費用をかけずに。ニッチだからこそ、
くだらないものや、へんてこりんなものがガンガンでてき
て、創造するだけで笑えてくる。早く、安く、誰にでもつ
くれる、つたわる。まさにプロダクトのインターネット化
である。

プロダクトの世界は古い、そういわれ続けている昨今だ
が、おそらく、今後はそうも言われまい。むしろホットなチャ
ンスな領域なんじゃないだろうか。製造業のしくみのあり
方を変えていくような基盤が今後整っていく。何年も大企
業が牛耳っている製造業のバランスもくずれていくのかもし
れない。そして、そんな時代だからこそなにかこう、製造
業を変えるような革命にトライできないものかと考えてみ
たりしている。
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writer：ひかる

writer：いっしー

　2011 年 12 月 23 日、サイボウズ
東京本社ビルにて、a‒con 主催のイ
イネ！ Project Award 2011 発表＆
クリスマスパーティが開催されまし
た。
　イイネ！ Project Award 2011 と
は、2011 年の非営利プロジェクト
を見渡し、「みんながイイね！と感
じたプロジェクトを讃える」と同時
に、「自分たちのプロジェクトに優
れた方法を取り入れる方法」につい
て知見を共有するためのアワードで
す。
　今月号では、グランプリを受賞し
た「Youth for 3.11」を紹介します。

■2011 年グランプリは、
「Youth for 3.11」が受賞！

　「Youth for 3.11」は、被 災 地 で
支援活動を行っている NGO と連携

して、大学生が気軽に安心
してボランティア出来る環
境を整えた団体です。
　震災直後の大学生ボラン
ティアが抱く不安に対し、
低価格で被災地まで行ける
よ う に し た り、交 通 手 段、
宿泊、飲食などの環境を整
え、長期的なボランティア
を可能にしました。
　また泥かき、瓦礫撤去、漁具掃除
などの一般的なボランティアのほか
に、子どもの遊び相手、チャリティ
イベントなどを企画し、学生に新し
いボランティアのかたちを提供して
います。　
　現在 6,000 名以上の大学生が登録
し、これまでに 1,400 名以上が現地
で活動しました。

■あなたのイイネを大募集！
　イイネ！ Project Award は 2012
年も開催予定です。あなたがイイ
ネ！と思ったプロジェクトをぜひ
Twitter でお知らせください。ハッ
シュタグは #iinep で。

せっかくアイデアを思いついても、寝かせきりになって日の目を浴びないということ
はないだろうか。アイデアは、思いつくよりも現実にカタチにしていくことの方がはる
かに難しい。本書では、アイデアの実行に焦点をあて、「整理力」・「仲間力」・「統率力」
の 3 つの視点から、実行するための方法論を紹介する。
「整理力」＝やるべきことと後回しにすることを明確にする。
「仲間力」＝多様な人材と交流し、アウトプットしフィードバックを得る。
「統率力」＝プロジェクトを統率する仕組みをつくる。
読んで納得するだけでなく、実行して、燻っているアイデアを多く社会に輩出してほ

しい。

アイデアの 99% ― 「1% のひらめき」を形にする 3 つの力
スコット・ベルスキ（著） 関 美和（訳） / 英治出版 / 1680 円 / 280p

「実行志向」でアイデアをカタチにする。

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。

Youth for 3.11 の公式ホームページ
http://youthfor311.jimdo.com/

埼玉県小川町出身。駒澤大学法学部法律学科在学中。
イイネ！ Project Award 2011 では、司会を務めた。

大学生のボランティアへの不安を取り除く
「Youth for 3.11」 が、たくさんの “イイネ !“ を獲得！

イイネ！ Project Award 2011　受賞事例紹介①
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今回ご紹介するのは、アフリカの
恵 ま れ な い 子 供 た ち を 支 援 す る 
African Angel という団体が展開し
ているユニークな寄付プロモーショ
ンです。

ページ右上の写真①は、スラムに
たたずむ子供を撮影したものです。
African Angel は、このポスターを該
当に掲示して、街頭で寄付金を募っ
ています。これのどこがユニークな
のかと言うと……コインでポスター
の表面をこすると徐々に表面の用紙
が削れていき、その下から写真②が
出現するという仕組みになっている
のです。

綺麗な教室の中、黒板の前で素敵
な制服に身を包んだ笑顔の男の子。

「あなたが今、手に持ってポスターを
こすっている硬貨を寄付してもらえ
ると、”この子” の未来はこんな素敵
な もの に な るん で す よ！」と いう

メッセージが、受け手に対してイン
パクトをもって伝わります。

ま た、「表 面 を 削 る」と い う ア ク
ションを促すことで、自然にコイン
を財布から出してもらうことに成功
しています。スクラッチしたコイン
をそのまま募金箱へ。自然な「動線」
を確保していることで、単なる話題
づくりでは終わらず、確実に寄付を
集めることに成功しています。

募金箱がレジ脇に置かれることが
多いことからも分かるように、わざ
わざ財布から小銭を出させるより
も、すでに小銭を手に持っている人
にアプローチするほうが、何倍も募
金箱にお金を入れやすくなるのは明
らかです。

この寄付プロモーションにより、
African Angel では、ホームページへ
の訪問者数が70％も増加したうえ、
集まった寄付金でアフリカに新しい

学校を建てることができたそうで
す。

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。

African Angel 

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

意識調査でわかった、
ボランティアがどんどん集まる
5 つのチェックポイント （仮題）
次号は、昨年の全国ボランティアフェスティバル TOKYO で発表した、

「社会人ボランティアに対する意識調査」の結果と、
結果をもとに構築したボランティアに関する課題整理フレームをご紹介。

ボランティア募集をする際に、何から考えればいいのか、
その道筋を整理するお役に立てればと思います。

2/3月号特集
編  集  後  記

a‒conが発行するフリーマガジンnpo‒co
も、本号で8冊目となりました。今回の「ロ
ゴマークをつくるワークショップ」、いかが
でしたでしょうか。

毎回の特集テーマは、a‒conのコミュニ
ケーションサポート活動の中から注目してい
る課題を取り上げています。「こんなテーマ
を読んでみたい」というリクエストがあれ
ば、ぜひ編集部までお知らせください。

そして、新年度に向けてnpo‒co編集部も
動きだしています。新たな仲間も迎えること
もできました。今年も編集部一同頑張ってい
きたいと思います。

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

写真①

写真②
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街の外にある出会い。
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発行元             
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印刷 
お問い合わせ

※本誌は、草の根市民基金・ぐらん「2010年度 都内草の根助成」を受けて発行しています。

：NPOコミュニケーションマガジン npo-co 2011年12月・2012年1月号
：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
：杉江理　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 : harapo >

エコな通学・通勤手段として注目を集める自転車だが、

自転車サークルの部長も務める a-con の若きホープに

とっては単なる移動ツールに留まらない。

「こいつで走っていると、いろいろな世界が見えてくる

んです。」

a-con 学生チームの要、大学２年生の田中元博さんは、

この夏に達成した自転車日本縦断の旅で、たくさんの出

会いを経験したという。

そのうちの１つ、富山県での出会い。道の駅で雨宿り

がてら野宿をしている時、近所の焼きそば屋の店長が焼

きそばを差し入れてくれたのだ。自分も若い頃は貧乏旅

行をしていたから、と、見知らぬ自分におごってくれた

その人の温かさは、田中さんの心に今も深く残っている。

そんな田中さんは、今、よりたくさんの人に自転車の

楽しさを伝えようと奮闘している。

「自転車って一人で乗るイメージがあるんですが、自転

車に乗りながらおしゃべりしたり、実はみんなと楽しむ

ことができるものなんです。」

視点を少し変えれば、移動ツールは、素敵なコミュニ

ケーションアイテムに変身するのだ。

SCOTT　CR-1　COMP 
定価 245,000 円。「持って軽い・踏んで軽い」とかつて一斉を風靡
した SCOTT のカーボンバイク。快適な乗り心地で初心者の人にも負
担の少なく、レースではなくロングライドに重点を置くライダー向け。




