
令和３年度 宮田村議会むらびと会議 高校生 

宮田村議会だより評価シートより 

１．文字の大きさ 少し小さい   ７ 

２．文字の量 ちょうどよい  ９ 

３．写真・図・イラストの量 ちょうどよい  ９ 

４．デザインやレイアウト ふつう・よい 各５ 

５．読みやすい文章か 少し難しい   ７ 

６．中学生でも理解できる内容か 少し難しい   ８ 

７．他市町村議会だよりと比較して どちらでもない ７ 

 

問１．文字の大きさはどうですか？幅広い年齢層に読みやすい大きさですか？ 

小さ過ぎる  

少し小さい ●●●●●●● ７ 

ちょうどよい ●●●●●●  ６ 

少し大きい  

大き過ぎる  

 

★評価の理由・感想・意見・改善策の提案  

・少し小さい 

・表の文字が小さい 

・一部文字が小さい 

・文字が小さ過ぎてびっしり詰まっていると読む人からしたらあまり読む気にはな 

らないから。もう少し間隔を空けるとよいと思った（少し小さい） 

 ・表の所は目がチカチカする。行間を空けるとか、字を大きくしたらどうか 

 ・目が悪い人からすると赤い字は見にくいと思う 

 ・見てもらいたい重点箇所は、字のフォントや字体を変える 

 ・見やすくするため、大事な所の文字を大きくしたり、メリハリを詰めると読み易い 

と思う。 

 ・漢字にルビを振ることで幅広い年齢層に読まれる 

 ・ゴシック体より新聞などで使われている明朝体の方が読み易い 

・一般質問はちょうどよい 

・あまり気にせず読める 

・これ以上大きくするとページ数が増えるのでちょうどよい 

・ページ数的にもちょうどよい 

・普段読むものと同じくらいの大きさなのでちょうどいいです 

・大き過ぎず小さ過ぎない程度でちょうどよく文字がまとまっていて良い 

・文字が大き過ぎると枠に収まらないのでこの程度でよい 



令和３年度 宮田村議会むらびと会議 高校生 

問２．文字の量はどうですか？幅広い年齢層に読みやすい文字の量ですか？ 

少な過ぎる  

少し少ない  

ちょうどよい ●●●●●●●●● ９ 

少し多い ●●●●      ４ 

多過ぎる  

 

★評価の理由・感想・意見・改善策の提案  

・量は多い。文字だけ書いてある所は読む気にならないのでは。表にたくさん書いて

あると見づらい。 

・もう少し減らした方がいい 

・表の部分が多い。表の部分はあまり読まない 

・読んで欲しい所は表にしない方がいいのでは 

・図場度を活用した方がよい 

・紙面いっぱいに。見出しを大きくその下に説明を書くのがいい 

・幅広い年齢層を考えると漢字には振り仮名があるといい 

・大事な所をピンポイントで載せ、分かりやすくした方が自分から読むようになると

思う。ズラーと書くより、箇条書きで書いたり、文ごとに空間を空けたりするとよ

くなると思う。 

・文字がたくさん書いてある所より少なめな所から読む人が多いと思うから、ページ

数を増やし少なめの文字のページを増やすべきだと思った 

・少な過ぎず、多すぎず読むのに良いくらいの文量だと思います。 

・少ない文で簡潔に情報をまとめているのでとても良い 

○一般質問のページに対して 

 ・一般質問は村側の答弁を中心に 

 ・質問は少なく 

 ・目次があったらよい 

 ・一般質問は質問者の考え方なので長くても良い 

  



令和３年度 宮田村議会むらびと会議 高校生 

問３．写真・図・イラストの量はどうですか？ 

少な過ぎる  

少し少ない ●●        ２ 

ちょうどよい ●●●●●●●●● ９ 

少し多い ●●●       ３ 

多過ぎる  

 

★評価の理由・感想・意見・改善策の提案  

・一般質問のページでのイラストが多い 

・一般質問のページでのイラストを写真（住民関連）に変えことにより読者を増やす

ことにつながるのではないか 

・表紙の写真は年４回なので、四季が感じられるものがよい 

・決算のような数字が多く出てくるものはグラフ化した方がいい 

・議会だより 42号 P4の図は良い。賛否が分かれたときに内容がわかりやすい 

・グラフをもう少し増やした方が。文字だけではなく図もあるとわかりやすい 

・写真、図とか良い 

・議会だより 41号 P4の下部、「ここに注目」を大きく 

・議会だより 41号 P5「９Ｓ」がわからない。解説を入れた方がいい 

・右下の QRコードの部分に少し間があって違和感がある（45号） 

・たくさんあり過ぎるとごちゃごちゃして見づらいからこのぐらいがちょうどよい 

・文に対して良い比率になっていると思います 

・ひとつひとつの項目について写真が添えられていて伝わりやすくて良いと思う。 

・図の文字はメリハリがあって一目見てわかりやすい。 

・多過ぎて何を伝えたいのかという疑問は特にないので量は問題ない 

・下の部分が全体的に寂しい感じがするのでイラストや図を加えていきたい（45号） 

○全体的に 

・議案審議議決結果は一般質問の後の方がよい 

・表紙はいかに読んでもらえるかを考えて 

・表紙に時事ネタを入れる(新型コロナウイルスに感染したら…など) 

・表紙はラフな方がいい 

  



令和３年度 宮田村議会むらびと会議 高校生 

問４．デザインやレイアウトはどうですか？ 

悪い  

少し悪い  

ふつう ●●●●●     ５ 

まあよい ●●●       ３ 

よい ●●●●●     ５ 

 

★評価の理由・感想・意見・改善策の提案  

・表紙の写真と次のページの関連性がない 

・42号に比べると 43号は読みやすくなった 

・他紙と比べて一覧性がない 

・何が論点なのかわかるようにすればもっと良い 

・１ページでまとまっている点は良い 

・色使い、イラストを使っているのは良い 

・結構良い。写真も悪くない。43号は見やすい 

・43号 P2、3、6、15は読者が引き込まれるレイアウト。こんなページが増えれば良

い。 

・わかりやすい。数値が分かりやすい 

・色分けされていてわかりやすい 

・シンプルでとても見やすい 

・43号の表紙の写真は、何をしているのか、意味しているのかわかりづらい 

・43号 P15読みやすい 

・43号 P6見やすい 

・44号の議会だよりは、もう少しだけ写真のレイアウトを小さくして、タイトルを 

大きめにした方が良い 

・読んでいて読みやすいレイアウトになっていると思います 

・議員さんの一般質問に添えられているイラストがその人の主張を強調・関連しき 

れていないと思ったから（ふつう）。ただイラストがあることで真面目過ぎず読み

やすくなると思う 

・取り組みなどの写真が本当は大きい方が見やすいのに、小さくされてしまうと何 

をしているのか伝わりにくい 

・全体を通して、重要な部分がわかりにくい。また、同じカラーを使っているため 

見づらい。 

  



令和３年度 宮田村議会むらびと会議 高校生 

問５．読みやすい文章ですか？高校生にも理解できる文章になっていますか？ 

難しい  

少し難しい ●●●●●●●   ７ 

どちらでもない ●●●       ３ 

まあわかる ●●        ２ 

よくわかる ●         １ 

 

★評価の理由・感想・意見・改善策の提案  

・「よくわかる」までとはいかないので、「まあわかる」の評価 

・内容量を減らし、情報を精査すると良い 

・専門用語に注釈を入れる 

・日常で使わない言葉には注釈を入れる 

 ・ルビが振ってあった方が良い 

 ・少し難しい表現がある。43号 P8、P11の「ＯＥＣＤ」注釈を入れておくと良い。 

 ・43号 P9上段 改行する部分が変、読みづらい 

 ・一般質問はその人の思いが１行でわかる。 

 ・ＱＲコードはあまり好きでなく、紙面の方が頭に入る。紙面の意味がなくなる。 

 ・少しわかりづらいところも読んでいてありました 

 ・一文が長いため少し理解に時間がかかり、少し読みづらい 

 ・目次がせっかく書いてあるから、ページの上などにこの項目が始まることを示した

らいいと思った 

 ・どんな年齢の人でも読みやすい文章になっているので大丈夫です 

 ・文字は黒にした方がより見やすくなって良いのではないでしょうか。 

  



令和３年度 宮田村議会むらびと会議 高校生 

問６．中学生でも理解できる内容だと思いますか？ 

難しい ●●        ２ 

少し難しい ●●●●●●●●  ８ 

どちらでもない ●         １ 

まあわかる  

よくわかる ●●        ２ 

 

★評価の理由・感想・意見・改善策の提案  

・読みづらい漢字にふりがな必要 43号 P13 激甚化 

・知識が少ないので、その内容を自分に落とし込めるかかというと難しい 

・中学生を対象は難しい 

・政治関係が難しい 

・まだ習っていないこともあるので中学生には難しい P2 

・中学生には難しい。メリットになるかというとメリットになることはない。質問を

見てもあまり興味がないものである 

・中学生の目線で見たとき、中学生向けのコーナーを作ったらどうか。面白いものが

あった方がいい。 

・質問と答えがしっかり対応していてわかりやすい 

・項目ごとに丁寧に細かく書いてあるから目当てのものがすぐに見つけられ理解で

きる。ただ、時々難しい単語が出てくるとわからなくなる 

（少し難しい） 

・表紙の目次で既に言葉が難解 

・討論のコーナーは内容が理解できない 

・中学３年の授業で学習してからでないと興味が持てない 

・別冊で中学生にもわかる議会だよりを作成し中学校に置く 

・「議会ってなんだ」は、中学生でも興味を引く 

 ・中学生だと理解するのが少し大変だと思います。端的にまとめるとよりわかりやす

くなると思います 

 （よくわかる） 

 ・わかりやすい言葉でわかりやすい 

 ・中学生でもよくわかる文で良い。できればもっと興味を引くような文にもしてみた  

  い 

  



令和３年度 宮田村議会むらびと会議 高校生 

問７．他市町村と比較して宮田村の議会だよりは読みやすいですか？ 

読みにくい  

少し読みにくい ●         １ 

どちらでもない ●●●●●●●   ７ 

まあ読みやすい ●●        ２ 

読みやすい ●●●       ３ 

 

★評価の理由・感想・意見・改善策の提案  

・箕輪町 190号と比べて読みやすい。文字が大きい。 

・駒ヶ根市に比べ見やすい。質問・答弁は縦書きになっているが、今は横書きであ 

り、その方が見やすいのではないか 

・学生～年配まで幅広い年層の取り組みをとらえると（例：孫がのってる、友達が 

のってる）興味が湧くと思う。だが、宮田村は村民の気持ちに寄り添い、意見を聞

いているため読んでよかったと思える 

・読みやすいと思います 

・宮田村の議会だよりは色々な人が読みやすいように作ってあり、他市町村にはない

良さがあってよい 

（どちらでもない） 

・ＱＲコードで詳しい内容が見られるようにすると良い 

 （他市町村の議会だよりを見ての感想） 

 ・南箕輪村 … 読みづらい 

 ・中川村  … 読みやすい 

 ・飯島町  … 目次はわかりやすい。用語に解説があると良い 

 ・駒ヶ根市 … 一般質問のページにＱＲコードがあるのは良い 

 ・箕輪町  … カラーという点が読みやすい 

 ・埼玉県寄居町 … No.96 表現が見やすい。表紙のキャッチコピーが良い。 

雑誌みたいで良い。 

 ・岩手県岩泉町 … 写真が多い。町民のコーナーとかで読みやすい。写真の中に 

知っている人がいるか興味がわいていいと思う 

  


