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第５２回全道高等学校新聞研究大会 顧問研修会

実践報告② 「朝刊太郎」を使った新聞作り
名寄高校新聞局顧問

滝 沢 英 樹

０．はじめに

「朝刊太郎」を使う切っ掛けとなったのは、第５０回全道高等学校新聞研究大会（稚

内大会・平成１８年）のときに、美深高校新聞局と士別商業高校新聞局（平成１９年

３月閉校）が速報班を担当したことである。当時、士別商業高校では「一太郎」を使

って新聞を作成（資料１「羊雲」）しており、美深高校は「ワード」を使って新聞を

作成していた。第５０回大会（会場：稚内北星学園大学）では、高瀬敏樹先生が分科

会ⅡＢ②「より良い新聞をどう作るか・編集技術を高めよう②」で「朝刊太郎」を活

用した新聞作成を行うこともあり、速報班でも「朝刊太郎」を使って速報を作ろうと

言うことになった。しかし、初めて使うソフトのため、１０月の全道大会に向けて５

月から「朝刊太郎」の使い方を学び始めた。そして、速報「潮風」の第１号（資料２）

ができたのが、８月の支部大会の時であった。第２号以降は全道大会前日からの作業

で作られた。

そのような経験もあり、士別翔雲高校新聞局（平成１９年４月開校）では、「朝刊

太郎」を使って新聞作成（資料３「翔雲」）を行った。現在、士別翔雲高校新聞局で

は顧問が替わったこともあり、「パーソナル編集長」を使って新聞作成を行っている。

「朝刊太郎」は、「一太郎」「ワード」を始め、「パーソナル編集長」のように柔軟

なレイアウトは難しいが、初心者の生徒が扱うソフトとしては十分に使えるものであ

り、完成後もレイアウトの変更が容易である事が、メリットである。

今、名寄高校新聞局でも「朝刊太郎」を使った新聞作成を試みている所ではあるが、

写真の上に見出しをかぶせることができない、写真が綺麗に印刷できない、地紋が豊

富ではない、飾り罫が豊富ではない、といったことから名寄高新聞第９３３号（資料

４）では、写真と一部の見出し、飾り罫は切り貼りして作成した。

１．「朝刊太郎」のダウンロード

「朝刊太郎」はフリーソフトなので、インターネットのつなげることができるパソ

コンがあれば容易にダウンロードすることができる。まずは、その方法について、

① Googleや YAHOO!などの検索サイトで、「朝刊太郎」を検索すると、

「新聞専用ＤＴＰ「朝刊太郎」の置き場」があるので、ダブルクリックする。

そこにある「Ver0.95β31（本体 chokan.exe＋ヘルプファイル）のダウンロード」

をダブルクリック。保存先はとりあえず「ディスクトップ」にしておく。
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デスクトップ上に「chok095b31…」のアイコンができる。

ファイルはＬＺＨで圧縮されているので、解凍する必要がある。

②使用しているパソコンにＬＺＨの解凍ソフトが入っていない場合は、解凍ソフト

を入手する必要がある。Google や YAHOO!などの検索サイトで、「ＬＺＨ」を検索

すると、「＋ Lhaca」（いろいろな解凍ソフトがあるが、私はこれを使用）があるの

で、ダブルクリックする。そこにある「Lhaca076.EXE」をダブルクリック。保存

先はとりあえず「ディスクトップ」にしておく。

デスクトップ上で「Lhaca076.EXE」をダブルクリックし、インストールする。

デスクトップ上に「＋ Lhaca」のアイコン（ショートカット）ができる。

③デスクトップ上で「chok095b31…」のアイコンを「＋ Lhaca」のアイコンの所へ

ドロップアウトすると、「chok095b31…」が解凍され、「chok095b31」のフォルダが

できる。このまま、作業するとデスクトップが重くなるので、「chok095b31」のフ

ォルダをＤドライブ等に移動しておいた方がよい。

２．「朝刊太郎」の初期設定（その１）

「chok095b31」のフォルダーの中に「新聞」と書かれた「chokan.exe」を右クリッ

クし、「送る」で「デスクトップ（ショートカットを作成）」しておくと、便利。

①作業に入る前にローカルディスクＤ（またはＣ、空き容量の多き方を使う）に保

存用のフォルダを作っておく。「（マイ）コンピュータ」をダブルクリックし、「ロ

ーカルディスク(Ｄ:)」をダブルクリックする。そして、メニューバーの「ファイル

(Ｆ)」→「新規作成(Ｗ)」→「フォルダ(Ｆ)」を選択。新しいフォルダに、例えば

「○○高校新聞」とか、名前を付けておく。

②そして、作業開始。デスクトップのショートカットの「新聞」と書かれた「chokan.
exe」をダブルクリックし、「ＯＫ」ボタンを押して、「朝刊太郎」を始める。

③「朝刊太郎」の画面上でメニューバーの「ファイル(Ｆ)」→「新規作成」を選択

すると、「新規作成」画面が出るので、左下にある「▼」で保存用フォルダのある

「ｄ:□」を選択する。すると、Ｄドライブにあるフォルダが表示されるので、①で

作成した「○○高校新聞」フォルダをダブルクリックし、右上の「フォルダの新規

作成」をクリックする。その下に「フォルダ名」と出るので、これから作成する１

面の原本の名前「第号１面」と入力し、「ＯＫ」ボタンをクリックする。

④保存用のフォルダができたので、次に紙面設定をする。メニューバーの「紙面設

定(S)」をクリックし、「紙面設定(すべて)」を選択する。「紙面設定」の画面がで

るので、各設定をする。（左上のアイコンをクリックしても良い）

ここでは、士別翔雲高校の「翔雲」の紙面設定を紹介する。（３ページの上）「翔

雲」はＢ４版で縦組み・７段・４５行。文字組みは１２文字。文字は＠ＭＳ明朝の

１０.５ポイントを使用している。「朝刊太郎」は＠……のフォントが縦書きとなる。



- 3 -

紙面設定の数字を等を入力したら、「再計算」をクリックして紙面設定が完了と

なる。右側のプレビューを見て、全体のバランスが悪い場合は、数値を設定し直し、

再度、「再計算」をクリックする。

次回から、この設定を利用するため「デフォルトに設定」にチェックを入れ、「設

定に名前を付けて保存」を選択し、「ファイル名(Ｎ)」に新聞の題字などを付けて、

「保存」する。「ＯＫ」ボタンを押して、元の画面へ戻る。

実際に、「翔雲」の紙面設定をしようとしたら、扁平フォントでの設定ができな

かった。以前はできたのに……。原因は究明中。「標準」フォントであればできた

ので、９ pts(13級)または１０ pts(14級)の大きさで、段数は７段を推奨する。

⑤次に、発行日・新聞名・号数をヘッダに入れる。メニューバーの「紙面設定(S)」
をクリックし、「ヘッダの編集(挿入・削除)」を選択。「紙面外ヘッダの作成・編集」

画面がでるので、編集をする。

ここでは、士別翔雲高校の「翔雲」のヘッダの編集を紹介する。（４ページの上）

編集を終えたら、次回から使えるように「この設定を標準にする」にチェックを入

れ、「ＯＫ」ボタンを押し、元の画面へ戻る。

⑥題字・奥付については、後ほど述べる。

⑦これまでの所を保存しておく。メニューバーの「ファイル」→「名前を付けて保

存(Ａ)」を選択すると、「紙面データを保存」画面が出るので、「ファイル名」を「１
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面」にして、「保存」ボタンをクリックする。右上の×をクリックし終了。

⑧つづきの設定をするときは、「朝刊太郎」のディスクトップのショートカット（「新

聞」と書かれた「chokan.exe」）をダブルクリックすると、「朝刊太郎」が開き、メ

ニューバーの「ファイル(Ｆ)」をクリックすると下に「……￥１面.shm」が出てく

るのでダブルクリックする。

３．「朝刊太郎」の使い方（その１）

作業を開始する前に、右側にある「空白行」のアイコンを選択しておく。すると、

空白行が黄色で示されるので分かりやすくなる。

①見出し、写真、カコミなどの配置（「仮空白」をつくる）

(1)段に合わせた大きさで作るとき

「Shift」キーを押したまま、マウスの左ボタンを押しながらドラッグする。

(2)段の途中に食い込ませるとき

「Shift」キー＋「Ctrl」キーを押したまま、マウスの左ボタンを押しながらド

ラッグする。

(3)作った「仮空白」の大きさなどを変えるとき

大きさを変えたい「仮空白」の枠の所にマウスポインタを持っていくと、ポイ

ンタが または に変わるので、マウスの左ボタンを押しながらドラッグする。

「仮空白」の大きさを変えて、段の途中に組み込ませるときは、「Shift」キー

＋「Ctrl」キーを押したまま、上の操作をする。
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「仮空白」を移動させるときは、「仮空白」の中にポインタを持っていくと、

カーソルが に変わるので、マウスの左ボタンを押しながらドラッグする。

④罫線の配置

(1)罫線の引き方

「Ctrl」キーを押したまま、マウスの左ボタンを押しながら縦にドラッグする。

罫線が一番近い素材にくっつくので、罫線上にポインタを持っていくと、ポイ

ンタが に変わるので、マウスの左ボタンを押しながら、おおよその位置へドラ

ッグする。

(2)罫線の長さ・太さ・種類の変更

罫線の長さの変更は、罫線の上の端または下の端にポインタを持っていくと、

ポインタが に変わるので、マウスの左ボタンを押しながらドラッグする。

罫線の長さの微調整、太さ・種類の変更は、罫線上にポインタを持っていくと、

ポインタが に変わるので、ダブルクリックすると、「罫線の詳細編集」画面が

出てくるので、そこで編集する。

飾り罫の選択は「線の種類」の「模様」にチェックし、右側の「模様選択」を

選択すると、地紋のパターンが出てくるので、地紋を選んで、「ＯＫ」をクリッ

クする。「天地の空き」は「段数に比例」にチェックし、全ての設定が終了した

ら、「ＯＫ」をクリックする。

⑤見出しの作り方

見出しにしたい「仮空白」

の上にポインタを持っていく

と、ポインタが に変わるの

で、ダブルクリックをする。「問

い合わせ」画面が出るので「は

い」を選択する。すると「見

出し全体の設定」画面が出る。

まず「見出し名」をつける。

このとき何の記事か分かるよ

うに名前を付ける。同じ記事

で他の場所にも見出しがある

ときは、例えば「卓球①」「卓

球横」とか言う具合に付ける。

１つの「仮空白」には、「見

出し文」が３個まで入れるこ

とができる。「見出し文１」か

ら見出しを入力し、「向き」の

「タテ」「ヨコ」にチェックを

入れる。
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見出しの状態を見ながら「見出し文の効果設定」を行う。ここで、「文字サイズ」、

「フォント」、「背景」（地紋）、「枠線」、「空き」などの設定ができる。設定が終了

したら「ＯＫ」ボタンを押す。

右の例では、タテ見出しだがヨコ見出しも同様にして、入力・設定ができる。

設定後も紙面上で、見出し枠の大きさを変えることができ、それに応じて、見出

しの大きさも自動的に変更になる。納得が行かない場合は、その見出し上でダブル

クッリクして、再度、設定をし直す。

いろいろな見出しの作り方が、「ヘルプ」に用意されているので、参考にすると

良い。作り方まで行くには、メニューバーの「ヘルプ(H)」を選択し、「ヘルプ目次」

→「「朝刊太郎」の使い方★詳細マニュアル★」→「見出しの作成＆編集画面」と

選択していく。すると「いろいろな見出しの作り方（基本編）」、「いろいろな見出

しの作り方（応用編）」、「いろいろな見出しの作り方（文字効果）」があるので、い

ずれかをダブルクリックする。［朝刊太郎］ヘルプ画面で、他の「いろいろな見出

しの作り方」を見たいときは、 ≪ または ≫ をクリックする。

４．「朝刊太郎」の初期設定（その２）

仮空白・罫線・見出しを使って、「題字」と「奥付」を作る。「翔雲」の場合は「奥

付」を「リードの編集」で作っているので、ある程度の行数がないと横書きの文章が

入らないので、「奥付」の大きさに合わせて「題字」を作成した。また、「名寄高新聞」

の場合は、題字や奥付の大きさが決まっているので、「奥付」は「見出し」を使って

作成した。「題字」はいずれ

も「見出し」で作っている。

①「題字」の作り方

題字の置く場所に「仮

空白」を作成する。以下、

上記の「見出しの作り方」

に沿って、題字を作成し

ていけば良い。

「翔雲」の題字の設定

は右の通り。「翔雲」では、

地紋に羊のイラストを使

っているが、これの作り

方は「羊」の絵をスキャ

ナーで取り込み、一端デ

ィスクトップに保存し（作

成後、削除する）、Windows
付属のペイントで、題字

の形に大体合うように配
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置し、形取り、「chok095b31」のフォルダーの中にある「image」フォルダにビット

マップ形式で「羊.bmp」と名前を付けて保存してある。詳しくはメニューバーの「ヘ

ルプ(H)」を選択し、「ヘルプ目次」→「「朝刊太郎」の使い方★詳細マニュアル★」

→「見出しの作成＆編集画面」→「背景紋のユーザ追加」を参照。

②「奥付」の作り方

「奥付」は、周りを囲まない形が「翔雲」で、周りを囲む形が「名寄高新聞」で

ある。いずれも「見出し」を使って作る事ができるので（その方が容易）、ここで

は「名寄高新聞」の設定を紹介する。（上図を参照）

注意点は見出し文を入力するときに、下に表示される実物を見ながら行うこと。

入力と実物では字間が変わるため、確認しながら入力していく必要がある。

③題字・奥付の左横の「罫線」の作り方

題字・奥付の横で、「Ctrl」キーを押したまま、マ

ウスの左ボタンを押しながら縦にドラッグする。こ

のままだと、太く短い罫線なので設定を変更する。

罫線の上にポインタを持っていくとポインタが

に変わるので、ダブルクリックする。すると「罫線

の詳細編集」画面が出るので、線の種類を「普通」、

太さを「極細」、天地空きを「天地いっぱい」にチ

ェックを入れ、「ＯＫ」ボタンを押す。

④原本フォルダの作り方（重要）

１面（あるいは２面）に共通するものができたら

原本として保存する。２．③で保存用のフォルダは

できているので、メニューバーの「ファイル(Ｆ)」→「上書き保存」を選択すれば

よい。（左上のアイコンをクリックしても良い）

フォルダができたら、新聞制作のためにこの「第号１面」のフォルダをコピーし

ておく。手順は、「（マイ）コンピュータ」をダブルクリックし、「ローカルディス
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ク(Ｄ:)」をダブルクリックすると、「○○高校新聞」のフォルダがあるので、ダブ

ルクリックしフォルダを開き、「第号１面」のフォルダにポインタを持っていき、

右クリックする。「コピー(Ｃ)」を選択し、フォルダのないところで右クリックし、

「貼り付け(Ｐ)」を選択すると、「コピー～第号１面」のフォルダーができる。そ

の上で右クリックし、「名前の変更(M)」を選択して、名前を例えば「第００１号

１面」と付ける。３桁で付けるのは後で、発行順に並べるときに便利だからである。

「○○高校新聞」のフォルダの中で発行順に並べるには、メニューバーの「表示(Ｖ)」

→「アイコンの整列(Ｉ)」→「名前(N)」を選択すると良い。

今後、新聞を作成するときには、各面ごとに事前にフォルダを作成しておくと、

一々設定をしなくても良くなる。重要：紙面ごとのフォルダーが必要である。

⑤「第００１号１面」の開き方は、「朝刊太郎」の画面でメニューバーの「ファイ

ル(Ｆ)」→「紙面ファイルを開く」を選択すると、「紙面ファイルを開く」画面が

出るので「ファイルの場所(Ｉ)」を「ローカルディスク(Ｄ:)」を選び、その中にあ

る「○○高校新聞」のフォルダをダブルクリックし、さらに「第００１号１面」の

フォルダをダブルクリックすると「１面.shm」があるのでクリックし、「開く」ボ

タンをクリックすると画面が表れる。

５．「朝刊太郎」の使い方（その２）

次に、写真と本文の作り方、箱組（囲み）について。

①画像（写真）の置き方・画像（写真）の編集

まず、画像（写真）

を「朝刊太郎」に取

り込む。その前に画

像（写真）のあるフ

ォルダと取り組む写

真の番号を確認して

おく。何枚も取り込

むときはメモを取っ

ておくと良い。

「朝刊太郎」の編

集画面の左側にある

画像ファイルボック

スの「取込」ボタン

をクリックし、画像

（写真）のあるファ

イルを選択、取り込

む画像（写真）をダ

ブルクリックする。
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これで「朝刊太郎」に画像（写真）が取り込まれた。この写真を選択し、写真を

置きたい仮空白をダブルクリックすると、「サイズ変更の確認」が出るので「はい」

をクリックする。これで紙面に写真が置かれる。

写真のトリミングや写真説明を付けるために、写真の上にポインタを持っていき、

ダブルクリックすると「画像の編集」画面が出るので、そこで写真の編集をする。

写真は100％に近い方が鮮明に印刷することができる。Ａ４サイズの写真を置く場

合は良いが、たいていは１段分から４段分の大きさなので、100％近くの大きさに

するにはカメラの設定で「記録画素数」を200万画素から300万画素（画像サイズを

小さく）にしておくか、写真の編集ソフトで画像サイズを小さくする。あるいは画

素数が大きい場合は被写体を小さく撮っておいてトリミングする。「朝刊太郎」が

作られ始めてから、カメラの性能が急激に良くなったための矛盾だ。

名寄高校新聞局では、写真部分を写真編集ソフトを使用して、トリミングなどの

画像編集をした後、プリントアウトし、切り貼りしている。

さて、「朝刊太郎」に戻って、写真のトリミングは「画像の編集」画面で「画像

の拡大縮小」の「▲」「

▲

」で大きさを合わせ、写真の枠内にカーソルを持ってい

き、マウスの左ボタンを押しながらドラッグすると写真を動かすことができる。

写真説明は「写真説明」の矢印ボタンで説明文の置く場所を決め、説明文を入力

する。細かい設定は右側の所で行う。設定が終了したら「ＯＫ」ボタンを押す。

使用してみて分かったことだが、説明文は綺麗に印刷できない場合がある。その

ため、写真説明を使うときは、あらかじめ写真の仮空白の横（下）に１行あるいは

２行分の仮空白を作っておき、見出しとして説明文を入れている。

②記事の作成・紙面への流し方

記事を作成するには、「朝刊太郎」の編集画面の左側にある記事ファイルボック

スの「作成」ボタンをクリックする。すると、「記事の新規作成」が出るので、記

事の内容が分かるように名前を付ける。例えば、「卓球」、「卓球部長」など短めに。

「ＯＫ」ボタンを押すと、「専用エディタ」が開くので、記事を打ち込む。「整形

実行(Ｓ)」ボタンを押すと、字詰めに合わせて整形される。２桁の数字は半角で入

れると、タテ表示される。記事を打ち終われば、「ＯＫ」ボタンを押して終了。

記事を紙面に流すには、記事ファイルボックスにある記事を選択し、流したい位

置にポインタを持っていき、ダブルクリックすれば良い。

③箱組（囲み）の作り方

箱組にする「仮空白」の中にポインタを持っていき、右クリックし、「箱組にす

る(Ｈ)」を選択、「確認」の画面が出るので「はい」を選択する。「箱組の作成」が

でるので、「箱の名前」を記事が分かるようにつけ、「枠線にする箇所」にチェック

を入れ、「ＯＫ」ボタンを押す。

「箱組編集中」の画面が出るので、まず、左上に赤い文字である「箱設定」を選

択し、段数・文字組・枠線の設定をする。普通は親紙面内の段数よりも「枠内の段

数」は少なくする。「枠内の段数」を設定したら、「文字組」を画面の枠線の状況を
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見ながら行う。「枠線」の設定は「詳細」ボタンをクリックして行う。指定は「罫

線」と同様にして行うことができ、「角」を丸くすることもできる。設定が終われ

ば、「ＯＫ」ボタンをクリックする。「箱設定」の全ての設定が終了したら「ＯＫ」

ボタンをクリックし、「箱組編集中」の画面に戻す。

あとは「箱組編集中」の画面上で親画面の編集と同様に「仮空白」や必要ならば

「罫線」を引き、記事・見出し・画像の編集を行う。編集が終わったら左上の赤い

文字の「箱閉」ボタンをクリックし、親画面に戻る。

６．新聞作成の実際

まず、「朝刊太郎」を使う前に、割り付けを考え、ラフなもので良いので大体のレ

イアウト（カコミ・タタミ・写真・見出しなど）をＢ４の紙（別紙のようなレイアウ

ト用紙を作っておくと良い）にする。

例として、士別翔雲高校新聞局「翔雲」の第３０号の素材を用意した。第３０号に

掲載する記事は、卓球大会・ウエリフ大会・見学旅行（シリーズもの）・生徒会関係

・課題研究・編集後記の６本。写真は編集後記を除く記事の５枚で、課題研究は横、

他は縦である。

①レイアウトの手順

資料３であげた第２７号からシリーズものとなっている「見学旅行」を紙面の左

上に囲みとして配置する。後は、トップにどの記事を持ってくるか、真ん中の記事

はどれにするか。見出しを斜め（Ｘ型）に配置しながら、写真を置いていく。残っ

たところに、余った記事を入れる。大体のレイアウトができたらパソコンに向かう。

②「朝刊太郎」を開く前に（重要：再掲）

新聞作成のために原本の「第号１面」のフォルダをコピーしておく。手順は、「（マ

イ）コンピュータ」をダブルクリックし、「ローカルディスク(Ｄ:)」をダブルクリ

ックすると、「○○高校新聞」のフォルダがあるので、ダブルクリックしフォルダ

を開き、「第号１面」のフォルダにポインタを持っていき、右クリックする。「コピ

ー(Ｃ)」を選択し、フォルダのないところで右クリックし、「貼り付け(Ｐ)」を選

択すると、「コピー～第号１面」のフォルダーができる。その上で右クリックし、「名

前の変更(M)」を選択して、名前を例えば「第００１号１面」と付ける。

③「朝刊太郎」の開き方（再掲）

「朝刊太郎」のディスクトップのショートカット（「新聞」と書かれた「chokan.exe」）
をダブルクリックすると、「朝刊太郎」が開く。

「第００１号１面」の開き方は、「朝刊太郎」の画面でメニューバーの「ファイ

ル(Ｆ)」→「紙面ファイルを開く」を選択すると、「紙面ファイルを開く」画面が

出るので「ファイルの場所(Ｉ)」を「ローカルディスク(Ｄ:)」を選び、その中にあ

る「○○高校新聞」のフォルダをダブルクリックし、さらに「第００１号１面」の

フォルダをダブルクリックすると「１面.shm」があるのでクリックし、「開く」ボ

タンをクリックすると画面が表れる。
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（今回の講習ではディスクトップに、「chok095b31」と「第００１号１面」のフォ

ルダを置いたので、「chok095b31」のフォルダの中の「新聞」と書かれた「chokan.exe」
をダブルクリックして、「朝刊太郎」を開く。そして、ディスクトップにある「第

００１号１面」のフォルダから「１面.shm」を開く。）

④「朝刊太郎」で新聞を作成（いよいよ実践です）

「朝刊太郎」が立ち上がったら、３．「朝刊太郎」の使い方（その１）にあるよ

うに、レイアウト用紙を見ながら、「仮空白」・「罫線」を置いて行く。トップの縦

見出しは２本で５～６行程度を使う。他の記事の縦見出しは２本で４～５行程度使

うようにする。「仮空白」・「罫線」が置けたら、次に「画像」（写真）を「仮空白」

に置く。６．「朝刊太郎」の使い方（その２）を参照。写真によっては、トリミン

グの都合で仮空白の大きさを変える必要もある。本文を紙面に流し、文章が足りな

い、あるいは多いところは記事を直すか、レイアウトを変える。（先に行数を数え

ておいてから、記事を書かせるという方法もある）

囲みも同様にレイアウトし、「見出し」「画像」「記事」を紙面に配置いていく。

すべて配置したら、あるいは途中で作業を中断するときは、「ファイル(Ｆ)」→「上

書き保存」を選択し、保存する。（左上のアイコンをクリックしても良い）

⑤「印刷」（重要）

紙面ができたら印刷するのだが、Ｂ４を印刷できるプリンタとパソコンがつなが

っていないと印刷はできない。

印刷をする前に設定しておくことが２つある。まず、２枚以上印刷するときは「朝

刊太郎」のメニューバーの「オプション(Ｏ)」→「動作環境の設定」→「その他」

を選択し、「印刷」の「複数部数の印刷が指定より多くなる」にチェックを入れて

おく。そして、「ＯＫ」ボタンをクリックする。（最初、２枚印刷しようとして５０

枚くらい出てきたことがあった。１枚の印刷なら問題はない。）

２点目はプリンタの詳細設定をすること、通常のプリンタはＡ４が標準になって

いるので、Ｂ４に変える必要がある。「朝刊太郎」のメニューバーの「ファイル(Ｆ)」

→「印刷」を選択する（左上のアイコンをクリックしても良い）と、「印刷」の画

面が出てくるので「プリンタ」の「プロパティ(Ｐ)」をクリックする。「プリンタ

のプロパティ」が出るので「原稿サイズ」を「Ｂ４」に変える。ついでに「印刷品

質」を「写真」・「画質優先」にしておくと写真が綺麗に印刷される。

印刷機によっては、「見出しの背景」（地紋）の一部が印刷されない場合がある。

このバグは、「chok095b31」ではまだ修正されていない。（地紋が３つくらいであれ

ば大丈夫だが、４つ・５つとなると印刷されない。カラープリンタを利用したとき

は印刷できた時もある。）解決方法は、インターネットで「新聞専用ＤＴＰ「朝刊

太郎」の置き場」にある「バグ情報」を見てもらいたい。参考に次のページに10月

6日現在の「主なバグ情報」を載せる。

印刷の方法は上記の設定が終わった後、「印刷」の画面で「ＯＫ」ボタンをクリ

ックすれば良い。
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７．おわりに

以前（２０年前）は、校内印刷の新聞といえばファックス用紙に手書きで、見出し

はレタリングをして、１週間に１号を出すのがやっとと言う状況だった。それが今で

はパソコンやデジカメの普及により、翌日に発行という速報も出るようになった。（当

時も写真部の協力を得て、翌日発行をしていたところもあった）技術の発達は日進月

歩の感が否めない。今日の研修会が今後の新聞作成の一助になれば幸いである。


