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はじめに — 幼稚園教諭１年生の告白

「クラス便りに何を書いたらよいか思い浮かばず、

先輩教諭の書いた過去のおたよりをコピペしてしまいました…。」

そんな幼稚園教諭 1 年生の告白を聞いたことがあります。

大学での幼稚園教諭になるための過程に、

「クラス便り」を書く為のカリキュラムが無いに等しく

実際に先生と呼ばれるようになってから、

忙しい業務の中で、現場で教わり、習得していくものだからかもしれません。

しかし、上記の幼稚園教諭 1 年生とまではいかなくても

比較的ベテランと言われる先生でも、「クラス便り」を書くことに

苦手意識を持っている方が少なくないようです。

園と保護者をつなぐ、重要なコミュニケーションツールである「クラス便り」。

「クラス便り」を通して、

保護者と担任教諭がより確かな信頼関係で結ばれることは

園、保護者はもちろんですが、
子ども達にとっても良いことに違いありません。

本レポートは、入園案内 .com でパンフレット制作を手がける弊社が、
長年企業の広告制作を通して培ってきたノウハウを、
幼稚園の「クラス便り」用にまとめたものです。

「クラス便り」の作り方に悩む新米先生はもちろん、

指導にあたる園長先生、ベテラン先生の手助けになれば幸いです。



第 1章　お便りを書く目的

月に数回、多い園では毎週のように保護者へ届けられる「クラス便り」、
一体何の為にあるのでしょう？

「クラス便り」の記事の主な内容は、主に
・行事の予定・登園時必要な持ち物・園の方針・日々の保育内容 .etc
といったところでしょうか。
どれも、園、そして保護者にとって非常に重要な内容です。

しかし、「クラス便り」が上記にあげた内容をただ羅列しただけの紙面だとしたら
それは、ただの「書類」にすぎません。

「クラス便り」は言葉の通り、「書類」ではなく、「お便り」です。
そう、それは不特定多数ではない、保護者に宛てた手紙なのです。

「今日は幼稚園でどんなことがあったかな？」
幼い園児に聞いてみても、断片的にしか答えられない子が大半です。
行事の予定や持ち物など重要事項のチェックはもちろんですが
保護者はクラス便りを通して、自分が普段見ることの出来ない
日々の保育の様子を知りたいのです。

そして、そのお便りの中に、先生の保育に対する真摯な姿勢や
園児に向けられる暖かいまなざしを感じることが出来たとき
それはそのまま、園への深い信頼へつながります。

保護者が発行を心待ちにするようなお便りは
園と保護者の信頼関係構築のために、非常に有効な手段となります。

伝えることの大切さより、書き上げることに意識が集中し、
本来の目的を見失っているなんてことはありませんか？

経験の浅い先生を指導される際は「クラス便り」を書く目的について
今一度、確認してみてください。



第 2章　クラス便りは全部読む…保護者の 84％！

「クラス便り」は保護者にとっても非常に関心が高く、重要なものです。
それもそのはず、しっかり読まなければ、
明日我が子が忘れ物をしてしまうかもしれません。
制作に必要な牛乳パックや、週末の行事の準備も必要です。
保護者がお便りのスミからスミまで目を通すのは
当たり前と言っても過言ではありません。

最近では保護者への情報伝達の手段として、メールを活用する幼稚園も増えてきましたが、
そうした園でもクラス便りを廃止した、という話は聞きません。

それは「クラス便り」が伝達手段であること以上に
大切な役割を担っているからに違いありません。

しかし、せっかくの「お便り」、
「書類」以上の役割を果たしていますか？
上記の数字が示すほど、保育者の気持ちが保護者へ伝わっていると
実感されていますか？

可能であれば、茶話会などで保護者が集まる際に
「お便り」についてアンケートをとってみてください。

「レイアウトが読みにくく、全部読まないと必要なことが分からない。」（40 代保護者）
「季節の挨拶や行事の報告などは毎年同じ文章のようです。」（30 代保護者）
「どの子にも当てはまるようなあたり障りのない表現が残念。」（30 代保護者）

保護者がこんな感想を持っているとしたら要注意、いますぐ改善が必要です。
そこで、お便りの改善を図る際のポイントを次にまとめました。

幼稚園に通う保護者へのアンケート
　園便り・クラスだよりを読んでいますか？
　・毎号きちんと全部読む
　・興味のある号・興味のある箇所だけ読む
　・ほとんど読まない
　　※『つたえる＆つたわる 園だより・クラスだより』中のデータより

　
……………………………… 84％

………… 16％
……………………………………… 0％



第 3章　伝わるクラス便りを書く３つのポイント

ポイント❶　視線の流れを意識したレイアウト

どんなにすばらしい記事が書かれていても、レイアウト（紙面構成）が悪いと効果は半減です。
歴代のお便りをベースにしていて、改めて考えたことがない、という場合は、
よい機会ですから、ぜひ改めて見直してみてください。

気持ちよく読んでもらう為に、読みやすくする工夫について説明します。

レイアウトは視線の流れを意識する

紙面のレイアウトを考えるとき重要なのは、視線の流れです。
横書きの場合、上から下、左から右へ、縦書きの場合、上から下、右から左へ移動するのが
自然でストレスの無い動きです。
このルールを無視したレイアウトは、読者を混乱させるため
とても読みにくいものになります。

同様に、本文は 1 行の文字数が多すぎると、改行後どこを読んだら良いか迷ってしまうため
ある程度のところで改行すべきです。
長文の記事は、段組みするなど分割すると読みやすくなります。

横書きの場合 縦書きの場合

伝わるクラス便りを書く３つのポイント
（1）紙面構成を見直し、最適なレイアウトで固定する
現在の「クラス便り」のレイアウト（紙面構成）が本当に読みやすいものかどうか考えてみたことはありますか？
歴代のおたよりをベースにしていて、改めて考えたことがない、という場合は、よい機会ですから、そのレイアウトが読み手にとってベストで見やすいものか、
ぜひ改めて見直してみてください。レイアウトを決める手順について説明します。
（2）次に、その部品の内容量に応じてスペースを考え、基本となる枠組みを作ります。おたよりの発行する時期によってスペースの大きさは流動的になります
がタイトルはここ、保育予定表の位置はここ、などと各項目の基本的な位置を決めてしまうのです。こうすることで、読み手にとっては、欲しい情報によってど
こを見たらよいか、毎号迷うことがなくなりますし、書き手も、スペースを埋める感覚で記事を作ることができるので何も無い状態からスタートするより、記
事の作成がずっとラクになります。
（3）紙面構成を見直し、最適なレイアウトで固定する
現在の「クラス便り」のレイアウト（紙面構成）が本当に読みやすいものかどうか考えてみたことはありますか？
歴代のおたよりをベースにしていて、改めて考えたことがない、という場合は、よい機会ですから、そのレイアウトが読み手にとってベストで見やすいものか、
ぜひ改めて見直してみてください。レイアウトを決める手順について説明します。
（4）次に、その部品の内容量に応じてスペースを考え、基本となる枠組みを作ります。おたよりの発行する時期によってスペースの大きさは流動的になります
がタイトルはここ、保育予定表の位置はここ、などと各項目の基本的な位置を決めてしまうのです。こうすることで、読み手にとっては、欲しい情報によってど
こを見たらよいか、毎号迷うことがなくなりますし、書き手も、スペースを埋める感覚で記事を作ることができるので何も無い状態からスタートするより、記
事の作成がずっとラクになります。

伝わるクラス便りを書く３つのポイント
（1）紙面構成を見直し、最適なレイアウトで固定する
現在の「クラス便り」のレイアウト（紙面構成）が本当に読みやすいもの
かどうか考えてみたことはありますか？歴代のおたよりをベースにしていて、
改めて考えたことがない、という場合は、よい機会ですから、そのレイア
ウトが読み手にとってベストで見やすいものか、ぜひ改めて見直してみてく
ださい。レイアウトを決める手順について説明します。

（2）次に、その部品の内容量に応じてスペースを考えます。
おたよりの発行する時期によってスペースの大きさは流動的になりますがタ
イトルはここ、保育予定表の位置はここ、などと各項目の基本的な位置を
決めてしまうのです。
こうすることで、読み手にとっては、欲しい情報によってどこを見たらよい
か、毎号迷うことがなくなりますし、書き手も、スペースを埋める感覚で記
事を作ることができるので何も無い状態からスタートするより、記事の作
成がずっとラクになります。

（3）紙面構成を見直し、最適なレイアウトで固定する
現在の「クラス便り」のレイアウト（紙面構成）が本当に読みやすいもの
かどうか考えてみたことはありますか？
歴代のおたよりをベースにしていて、改めて考えたことがない、という場合
は、よい機会ですから、そのレイアウトが読み手にとってベストで見やすい
ものか、ぜひ改めて見直してみてください。レイアウトを決める手順につい
て説明します。

（4）次に、その部品の内容量に応じてスペースを考えます。
おたよりの発行する時期によってスペースの大きさは流動的になりますがタ
イトルはここ、保育予定表の位置はここ、などと各項目の基本的な位置を
決めてしまうのです。こうすることで、読み手にとっては、欲しい情報によっ
てどこを見たらよいか、毎号迷うことがなくなりますし、書き手も、スペー
スを埋める感覚で記事を作ることができるので何も無い状態からスタート
するより、記事の作成がずっとラクになります。

視線の流れを無視したレイアウト
文章が長過ぎて、読みにくい。

段組みを利用したレイアウト
大見出しと小見出し、本文の書体で変化をつけたことで
読みやすくなっている。



レイアウトを決める

では、実際にレイアウトを決める作業に入りましょう。
まず紙面を構成する部品、毎号掲載する記事の内容を書き出してみます。

・タイトル（発行日）
・月間または週刊の保育予定表
・行事開催後の報告や近く開催予定の行事についてのお知らせ
・日々の保育風景の一コマ（クラスではやっている言葉や遊び、歌っている歌の歌詞など）
・今月お誕生日を迎える園児の紹介　など

次に、その部品の内容量に応じてスペースを考え、基本となる枠組みを作ります。

お便りの発行する時期によってスペースの大きさは流動的になりますが
タイトルはここ、保育予定表の位置はここ、などと各項目の基本的な位置を決めてしまいです。
こうすることで、読み手は欲しい情報を探す場合に、どこを見たらよいか、
毎号迷うことがなくなりますし、
書き手も、スペースを埋める感覚で記事を作ることができるので、
何も無い状態からスタートするより、記事の作成がずっとラクになります。

紙面を項目毎に分割し、記事のスペースを取ります。
基本的な本文の文字の大きさは統一し、タイトルの大きさや書体、
囲みケイの有無などで変化をつけます。
要所要所にイラストを配置し、メリハリを付けると
リズムができ、楽しい紙面になります。

紙面構成の分割の仕方については、下記を参考にしてみてください。



ポイント❷　効果的なデザイン処理で楽しさを表現

イラストや囲みケイを効果的に利用

必要に応じて何度も読み返すことが多いお便りは
一目で何が掲載されているのかを大まかにつかむことが出来、
興味のあるところから読むことができる紙面が理想的です。

保育カレンダー、持ち物リスト、お誕生日をむかえる園児の紹介など
毎月必ず入るものは、いつも同じ形の囲みケイを使用することをおすすめします。
行事の報告などで多少レイアウトが変動しても
同じ囲みケイを使用することで、どこに掲載されているか一目でわかり、便利です。

また、重要な記事は、大きめにいれたタイトルやイラストがついた囲みケイなどを
効果的に使用し目を引かせましょう。
その際、本文は基本的に同じ大きさで統一してください。

囲みケイを使用する場合は、周囲のスペースは囲みケイを使用しないか、
シンプルなものにしましょう。
強調するために使用すべき囲みケイを使いすぎると、
全部が強調されてしまい、逆効果になってしまいますので要注意です。

イラストや囲みケイは無料の素材も多く配布されています。
貴園の雰囲気にあったものを上手に利用するのもよいでしょう。

また、ちょっと手がかかりますが
先生や子どもの書いたイラストを利用するのもおすすめです。
ひと手間かけた分、オリジナリティあふれる楽しいお便りになり
保護者の注目度も上がります。



❸　読者を惹き付ける文章

読み手の存在を忘れない

「クラス便り」は日記ではなく、伝えるという明確な目的があって書くもの。
読者のいないブログのように、だらだらと出来事を文章にするだけではつまりません。

メインの読者は園児ではなく保護者であることをしっかり意識し、
保護者が欲しい情報を、教育者の視点で伝えることが必要です。

必要以上に子どもっぽい表現や
出来事を羅列し、最後に「楽しかったね！」という文章では
担任教諭の未熟さをアピールしているようなものです。
保護者はお便りを通して担任教諭の保育能力を推し量っているといっても
過言ではないのです。

臨場感のある文章でその場にいる気分にさせる

出来事を広く浅く表面的にとらえると、当たり障りのないつまらない文章になりがちです。
印象的だった出来事にポイントを絞り
その様子が目に浮かぶような情景描写を心がけましょう。
園児の会話を詳しく書くと、生き生きとした文章になります。

書き手の顔の見える文章を心がける

文章にはぜひ書き手である先生の主観を加えてください。
書き手の顔の見える文章というのは、読み手にとっても感情移入しやすいもの。
子どもの成長の喜びを共有でき、先生と保護者の一体感を高めます。
また、行事の報告であれば、反省点、次回の課題や期待をまとめ、加えることで
書き手である先生自身の成長につながることも期待できます。



おわりに

私は、チラシや会社案内などの印刷物を作成する広告デザインの仕事をしています。

広告デザインはそれ自体が作品ではありません。あくまで主役は企業や商品です。

しかし、どんなに良い企業や商品であっても

その魅力を伝える方法を間違うと、全く効果がないばかりか

クレームの対象となりかねません。

情報を伝えるということが目的である以上、

訴求効果がなければ目的は達成できないのです。

貴園のすばらしい理念や教育方針、先生方の教育に対する熱い想いも

伝え方ひとつで、保護者の方の受け取り方が違ってきます。

誠実な印象を与えるおたよりを読めば、信頼感が増します。

あたりさわりのない文章や、稚拙な内容では

担任教諭の能力を疑うこともあるかもしれません。

保護者は「クラス便り」を通して、

担任教諭の保育能力を推し量っているといっても過言ではありません。

「クラス便り」には「お便りを書くのが苦手」ではすまされない

重要な目的があるのです。

本レポートが

貴園のお便りが保護者が発行を楽しみにしてくれるような

より魅力的なクラスだよりに成長する手助けになれば

こんなうれしいことはありません。

2013 年 12 月
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