
Welcome to a flyer making lecture

令和元年8月9日（

大阪狭山市役所南館 2F講堂
開場：13:30 開講：１４：00～17:00

)
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自分で作る

レイアウト フォント 配 色 図 形

山口 政章
シニア情報生活アドバイザー
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″デザインスキル”こそが いわいる“センス”の正体

デザインスキル
ここで言うデザインスキルとは、レイアウトや配
色などを使って、デザインをどう構成していくか、

というルールに関する知識

素材の知識
例えば写真素材やフォントなどの入手方法や

調達先に関する“素材の知識”です。

素材は、数多く持っている方が良いデザインを
作れる可能性は高くなります

センスの知識
そのメッセージを伝える為にはどういう方向性
のデザインが相応しいのかを判断する“センス
の知識”です。

情報伝達の文脈と表現のバランスを取る為の
リサーチの知識です。

制作スキル
制作ソフト(アプリケーションソフト)の使い方や

テクニックに相当する部分

今回の場合はWordの操作方法.

チラシ



クイズで学ぶデザイン・レイアウト
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第１問 難易度★

出典：クイズで学ぶデザイン・レイアウトの基本

a案（左） b案（右）
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第１問 難易度★

出典：クイズで学ぶデザイン・レイアウトの基本

答え ａ

１寒色は誘目性が
低い

２黒に接している部分は
色が沈んでみえる

NG
理由１
寒色は誘目性が低く、目を引きません。

理由２
黒に接している部分は、より色が沈んで見えます。

１暖色は誘目性が高い

２はっきり
見える配色

GOOD
理由１
暖色は目を引く度合いの高い色です。

理由２
接する色が白でも黒でもはっきりと見える配色です。
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第２問 難易度★

出典：クイズで学ぶデザイン・レイアウトの基本

a案（左） b案（右）
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第２問 難易度★
答え b

GOOD
理由１
暖色系と水色の組み合わせは、元気で明るい夏休みに印象にピッタリです。

理由２
明度の低い茶色を下部に使用することで低重心になり、安定感があります。

１イメージに合う配色

２低重心で
安定感がある

NG
理由１
明度の低い寒色系の組み合わせは、子供や夏休みといったイメージ
とマッチしません。どちらかと言うと夜の印象です。

理由２
明度の低い配色が上部にまとめられ高重心になり、緊張感がありま
す。テーマとかみ合っていません。

１明度の低い寒色系の組み合わせで、
イメージが合わない。

２重心が高く
緊張感がある。
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第３問 難易度★★★

出典：クイズで学ぶデザイン・レイアウトの基本

a案（左） b案（右）
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第３問 難易度★★★
答え ａ

GOOD
理由１
対角線を意識した写真の配置で、バランスが取れています。

理由２
写真のサイズに大小をつけて、絶妙なバランスを生み出しています。

１体格線上に写真を配置し
バランスがいい。

２写真サイズのバランスが
とれている。

NG
理由１
重心のバランスが悪く、紙面全体が不安定です。

理由２
同じサイズの写真が多く、メリハリがありません。

１紙面全体のバランスが
とれてない。

２写真サイズの
バランスが悪い。
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第４問 難易度★

出典：クイズで学ぶデザイン・レイアウトの基本

a案（左） b案（右）
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第４問 難易度★
答え ａ

１目的がわかりにくい。

２写真加工が
不適切

NG
理由１
寒色は誘目性が低く、目を引きません。

理由２
黒に接している部分は、より色が沈んで見えます。

１５W2Hがはっきりわかる

２内容が伝わる写真

GOOD
理由１
暖色は目を引く度合いの高い色です。

理由２
接する色が白でも黒でもはっきりと見える配色です。
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第４問 難易度★

出典：クイズで学ぶデザイン・レイアウトの基本

a案（左） b案（右）

ソ キ ュ ウ
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第４問 難易度★
答え ａ

１ターゲット層に合わない
デザイン

２訴求内容に合わない
配色、フォント

NG
理由１
オールターゲットな無難なデザインです。

理由２
色合い・フォント・パーツなどやさしい雰囲気で、
内容とイメージが異なります。

１ターゲット層に
合うビジュアル

２インパクトのある
見出し

GOOD
理由１
ターゲットを意識した野心的イメージを使っています。

理由２
鋭くインパクトのある見出しで訴求しています。

ソ キ ュ ウ
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メッセージ

送り手
受け手
ユーザー・消費者
メンバー・個人

知らせる
情報／知識

理解させる
賛同／感動

行動させる
参加／購買

チラシ



販促物の反応を上げるための3ステップ

｢誰が｣という要素を加えて、的確
にメッセージを発信すればレスポ

ンスは向上する。
.

反応の悪い販促物の原因の多く
は制作側の思い込みにあります。

「お客様に伝わってないのではな
いか？」と考えてみてください。

お客様に商品・サービスの価値が
伝わっているのか検証してみる必

要があります。

誰が

誰に

何を伝えて

どうして欲しいのか

シルバーアドバイザー狭山
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基準を作っておく

最低限入れなければいけない
情報はこれ！という基準を作っ
ておき、その情報のすべてが
入っているかどうかチェックす
る方法です。

外部の人にチェック

団体外部の人は、あなたの団
体のことをよく知らないので、
情報の抜けやミスマッチに気
が付きやすく、広告のチェック
者として適任です。

★顧客目線のチラシ

お客様側からどう見えるのか、
どんな情報があったら良いと
思うのかなど、常に顧客目線
が大切です。
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まずは目的の設定や現状分析などに時間をしっかりとりましょう。

ＳＴＥＰ１

ＳＴＥＰ２

ＳＴＥＰ３ デザイン・レイアウトを考えましょう
相手に合わせた伝え方を考えていきます

情報の優先順位を決めましょう
伝えたいことはいくつかあると思います

目的や対象者を明らかにしましょう
チラシの内容について整理ます

ＳＴＥＰ４ 見出しと本文を書き出しましょう
「見出し」と、伝える「本文」をそれぞれ考えます

ＳＴＥＰ５ ようやくチラシが出来上がりました！

☆☆☆作る前の準備が大切！☆☆☆
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チラシ

全体 を3 つ、4 つのブロックに

空白 もデザインの一部

上部 1 / 3 に
主要 なメッセージ

最初 の 3 行が勝負
説明でなく
「キャッチコ
ピー」に

こころに届
くリード文

イラストや
写真を
効果的

行間、字間
を詰め
すぎない

基本的な情報
を

忘れずに



イベントに行く セミナーに申し込む

チラシにはそれぞれゴールがあります

それをして欲しい人＝ターゲット

シルバーアドバイザー狭山
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団体に参加する

メンバー募集 セミナー告知イベント告知

かわいいフリー素材集 いらすとや http://www.irasutoya.com/



21１．

３．

４．

５．

６．

７．

イベントを開催する日程・時間

イベントの主催者（主催する団体）

イベントの内容

申し込方法

イベントに参加する費用

問い合わせ先

２． イベントを開催する場所



22セミナーのチラシの構成例

タイトル・キャッチコピー

リード文

 セミナー内容
 講師プロフィール
 参加者の声 など

日時／場所／費用など

申込方法

おっ! おもしろそう

そうそう、あるある

ためになりそうー

その時間空いてるな・・・

GOAL !
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市民活動支援センターのパンフレットスタンドです
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遠くからでも見やすいのは？

小中学生による第二回親子シンフォニーコンサートのお知らせ

夏休み子供映画イベント
NPO法人・ボランティア団体のためのチラシの作りかた講座

国際交流ボランティア募集



シルバーアドバイザー狭山

25

キャッチコピーとタイトルにわけましょう



いかに喜びを予見させられるかにある。



伝えたいこと・
解ってほしいこと

相手にとって
興味があること
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2つ以上の組み合わせで、テーマに適したものにしていく。

明快な文字
何が言いたいかはっきりしている。

可能な限り、あいまいな言い回しは避ける。

造語の面白味
ユーモアとサービス精神で、読んでいて
微笑するような軽いギャグを入れる。

記憶に残るインパクト
特に末尾の締めくくり方。簡潔で力強い文
章が基本だが、末尾に何を入れるかでイ
メージは変わる。

テンポが良い
口にした時、調子の良さ、つい読んで

しまうようなリズムを持たせる。

新鮮な感覚
適度に流行を取り入れる。常に今風の言
い方を取り入れる。特に若者向けの時は。

流行を意識

語呂がいい

分りやすい

ギ ャ グ 的

印 象 的
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“５Ｗ２Ｈ”をはっきりさせます。

Why
なぜ

How much
いくらで

Who
誰に

When
いつ

What 
何を

Where 
どこで

５Ｗ２Ｈ

How
どのように



休憩後は、気分転換に、Wordのグリッド線の
基本フォーマットの作成を行います。



これで終わりではないが終わり
他にも気をつけるべきことはたくさんありますが、ソフトの機能に依存してし
まうと起きてしまう問題や、表やグラフの効果的な見せ方など、… 様々ありま

すが、まずはここまでの基本を押さえれば確実に良くなります。
あなたのご活躍をお祈り申し上げます。

シルバーアドバイザー狭山
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