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     日本財団：18歳意識調査  「第2回– 新聞 ー」 自由回答集

新聞閲読状況　( 1:紙の新聞を読んでいる　2:オンラインのみを読んでいる　3:新聞を読んでいない )

No 性別 新聞

閲読状況

Q7　どのような新聞だったら読みたいと思いますか Q8　新聞がどのように変わったら読みたいと思いますか

19 男性 1 わかりやすい新聞 色つき印刷

33 男性 1 新聞の大きさを小さくすれば読みやすくていいと思う 世界で起こっている記事も入れて欲しい

51 男性 1 今のままで良い 今のままで良い

70 男性 1 カラー カラー

85 男性 1 偏向しない新聞 偏向しない新聞

88 男性 1 絵がたくさんある 字が細かくない

98 男性 1 スポーツが多い 見出しとか

99 男性 1 思想の傾いていないもの 興味のある情報を増やしてくれたら

106 男性 1 右翼でも左翼でもない新聞社の新聞 特に読むつもりはない

111 男性 1 より読みやすいもの 細かい文字がもう少し読みやすく変わる

126 男性 1 自分の興味のある分野 もっと気軽なイメージができれば

133 男性 1 写真を多く使ったもの カラーにする

135 男性 1 写真が付いていてわかりやすく書いている新聞 わかりやすく、見やすくなったら

138 男性 1 おもしろいやつ 特になし

149 男性 1 具体的に1つの出来事をを多くの方向から見た記事がある新聞 具体的なことが書いてある

164 男性 1 特になし 特になし

174 男性 1 特にないです 特にないです

188 男性 1 読みやすい 読みやすい、わかりやすい

189 男性 1 カラーが多い 読みやすくなると良い。

200 男性 1

自分はスポーツが好きなので、スポーツに関する記事がトップ
ニュースで出るとついつい読みたくなると思います。

字が多くて今の若者で読む人はかなり減ってきているので、イラス
トを色々つけたり、若者が興味を持つようなトピックを取り込むと
良いと思います。

215 男性 1 芸能人の結婚報告や妊娠・出産報告 スポーツや芸能の増量

230 男性 1 科学関連中心 よみやすい

231 男性 1 真実が書いてある 真実が書いてある

233 男性 1 生活に便利な情報 特になし

260 男性 1 スポーツ欄が少ない スポーツ欄が少ない

265 男性 1 わかりやすいやつ 字をおおきくする

292 男性 1 地元のことをくわしくかく 面白い記事を書く

316 男性 1 その新聞社特定の思想に偏らない新聞 地域面が増える

333 男性 1
体制の機嫌を伺うことなく、ジャーナリズムに乗っ取って真実を書
いた記事

政府の顔色をうかがわなくなったら読みたい

338 男性 1 簡潔に文字が大きい わかりやすい

348 男性 1 もっとわりやすく解説してあるような新聞（特に政経） 特になし

351 男性 1 記者クラブとは隔絶した独自の取材手法を持つ新聞 ホッチキスで真ん中を綴るようになったら

354 男性 1 偏向報道しない新聞 偏向報道しない新聞

362 男性 1 今のままで良いです 今のままで良いです

374 男性 1 情報が正確 値段が安くなれば

384 男性 1 中立な記事 偏らない記事

388 男性 1 特になし 特になし

391 男性 1 若者カルチャーの情報が載っている 分かりません。

397 男性 1 見出しに興味が惹かれること 広告を少なくする

403 男性 1 嘘偽りがない 多くの意見を取り入れる

421 男性 1 視点が面白いモノ 電子

423 男性 1 公平中立な立場から書かれてある内容 偏向報道や間違った報道をやめるなら読みたい

426 男性 1
少し文面を柔らかくして、みんなに伝えやすく乗ってるやつならよ
みたい

本がたみたいにコンパクト代されると読みたい

438 男性 1 スポーツ なし

446 男性 1 読みやすい 興味のある内容

455 男性 1 見出しにインパクトがある 子供に読んでほしかったら、アニメキャラなどをつける

493 男性 1
嘘や歴史の捏造などをしないで、記者や新聞社の思想を織り交ぜる
ことなく客観的な事実のみが書かれた新聞が読みたい。

特定の思想に偏っていない内容に変わったら読みたいと思う。

499 男性 1 正確な情報 見やすい

500 男性 1 もうすこしエンタメ情報も入れる もうすこしエンタメ情報を入れる

501 男性 1 スマホで無料 もう少し安くなる

513 男性 1 政治・経済について色んな人の意見の載っている新聞 社説やコラムを増やす

514 男性 1 政治的偏見のないメディア常に公平公正を追求するメディア 幅広いジャンルにより触れやすくなるよう工夫されれば

518 男性 1 スポーツ紙 大きさが小さくなる

520 男性 1 ない ない

521 男性 1 様々な観点、視点から記事が書いてある 様々な情報を知りたい

523 男性 1 わかりやすい わかりやすい

527 男性 1 詳しい より詳しく

528 男性 1 とくにない 特になし

529 男性 1 公平かつフェイクニュースに騙されていない新聞。 トップニュースをもう少しいいものにしてほしい。

530 男性 1 偏りのない新聞 偏りのない新聞

547 男性 1 見やすい字 カラフル

549 男性 1 内容がわかりやすくて読みやすい わかりやすくて読みやすい

550 男性 1 わかりやすくて、絵がついてる 見やすい

557 男性 1 特になし 特になし

567 男性 1 詳しいスポーツニュース 映像化したら

569 男性 1 今のままで充分 ゲーム関係の情報も欲しい

575 男性 1 スポーツ、芸能 見やすくなったら

578 男性 1 特になし 特になし

580 男性 1 アニメ情報 ゲーム情報満載

581 男性 1 読みやすい 読みやすく

582 男性 1 特に無い 特に無い
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新聞閲読状況　( 1:紙の新聞を読んでいる　2:オンラインのみを読んでいる　3:新聞を読んでいない )

No 性別 新聞

閲読状況

Q7　どのような新聞だったら読みたいと思いますか Q8　新聞がどのように変わったら読みたいと思いますか

586 男性 1
小さい子でも分かりやすいような政治情勢について載せて欲しい インターネットだと無料になるといった事があればより読みたくな

ると思う

591 男性 1

子供でもわかる言葉を使う。なんでも小難しい言葉を並べて専門用
語のように聞かせるが実際には何にも難しいことがない、というこ
とが多々あるにもかかわらず、記者はそれをわかっていて敢えて使
う。たちがわるい。

誰でもわかるような言葉の使用

593 男性 1 スポーツ面もある 知らない

595 男性 1 意見が偏っていないもの 公平中立になったら

596 男性 1 正確 特になし

600 男性 1 難しい日本語の表現を使っていない記事が載っている新聞 無料

601 男性 1 内容が濃い ニュースに徹底

602 男性 1 子供にもわかりやすい新聞 難しい言葉を使っていないもの

607 男性 1 高校生にもわかりやすい新聞 高校生にもわかりやすくなる

609 男性 1 各県のニュースなどが入った47ページの新聞 画像を大きく新聞1面に掲載

612 男性 1 面白い いろいろ

613 男性 1 偏見報道のない、中立的な記事が書ける新聞 カラーを増やす

615 男性 1 英語の勉強が同時にできる 写真が多くなる

620 男性 1 世間の出来事 読みやすく面白い記事もある

622 男性 1 政治経済を中心とした、より分かりやすい内容 論点や視点がより深掘りしている内容

623 男性 1 スポーツ スポーツがテニス多め

624 男性 1 絵があるもの 絵が多くなる

625 男性 1 もっと面白くて分かりやすい文面のコーナーとかがある 字の改行が分かりやすくなったら

629 男性 1 近未来的な新聞 字が多くない

633 男性 1 特になし 特になし

635 男性 1 興味を持てる内容  政治とかでもできるだけわかりやすく 笑えるものもあれば

637 男性 1 わかりやすい 説明がもっとわかりやすくなったら読みたい

638 男性 1 スポーツ欄が多い 物の見方が偏っていない

641 男性 1 漫画 イラストが多くなる

657 男性 1 公正中立 公正中立

660 男性 1 スポーツについて書いているもの より多方面からの意見を生かしたらいいと思う

663 男性 1 思想に偏りのない新聞 面白い記事を増やす

664 男性 1 サブカル サブカルに詳しくなる

668 男性 1 なし なし

669 男性 1 分かりやすい内容 なし

670 男性 1 わかりやすい わかりやすい

677 男性 1 写真の多い新聞 カラー新聞

680 男性 1 特にない 分かりやすい文章

683 男性 1 字が大きいものき 字が大きいもの

684 男性 1 イラストがあったりしたらいい 全世代にもわかりやすい新聞

685 男性 1 なし なし

686 男性 1 なし なし

688 男性 1 マンガ マンガ

693 男性 1 偏りが無く、嘘をつかない新聞(朝日新聞以外) 報道しない自由を使わないようになったら。

694 男性 1 コラムニスト関連をもう少し増やす 時代にあった特集が増える

695 男性 1 身近な話題が多い 面白くなったら

696 男性 1 普通 とくにない

703 男性 1 専門用語の解説などがもっと充実すると読みやすくなると思う テレビやネットにはない利点を強調したら良いと思う

705 男性 1 特にない 興味のある内容を取り上げる

710 男性 1 良い 今のままで

712 男性 1 気になる新聞 気になるニュースが書かれている

715 男性 1 特にない 特にない

718 男性 1 カラフル キャラクターが付く

723 男性 1 ない ない

728 男性 1 芸能や流行ではなく社会問題をしっかりと扱っている新聞。 そのままでいいと思う。

731 男性 1 特になし 特になし

733 男性 1 情報がしっかりしていて、わかりやすいもの。 字体が大きいもの。

734 男性 1 あらゆる分野の情報を網羅している新聞 今のままでいいと思う

735 男性 1 プロ野球のニュース 写真がカラーの物が多い物

736 男性 1 様々な分野の豆知識が載っている 文字と文字、文と文の 幅をもう少し広くする

739 男性 1
常に最新の政治、スポーツ、エンタメを分かりやすく正確に伝える
紙面

活字を減らし、写真や図形を多くして欲しい

741 男性 1 なし なし

742 男性 1 明るいニュースと暗いニュースが同じくらい カラーを増やす

744 男性 1 なし なし

746 男性 1 新技術についてもっと載せて欲しい 若者でも興味がわく内容

747 男性 1 誰が読んでもわかりやすい記事 専門用語なし

748 男性 1
日本で起こった事件や地域の細かい情報を知れる新聞。 クロスワードとかがたまにあるが、その他に子供向けの謎々とかが

あるとより読みたくなるかと思います

753 男性 1 テクノロジーに関する情報が載っていたら読みたくなる。 クーポンの配布など

757 男性 1 特になし 特になし

760 男性 1 読みやすい 読みやすい

761 男性 1 面白い カラー

762 男性 1 ゲーム関連 嘘偽り、偏見のない新聞

765 男性 1 簡単な言葉を使った新聞 特になし

768 男性 1 自分が興味ある内容 みんなが読みやすいようにする

769 男性 1 詳しく説明がある新聞 グラフなどでの説明が詳しく
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新聞閲読状況　( 1:紙の新聞を読んでいる　2:オンラインのみを読んでいる　3:新聞を読んでいない )

No 性別 新聞

閲読状況

Q7　どのような新聞だったら読みたいと思いますか Q8　新聞がどのように変わったら読みたいと思いますか

772 男性 1 特になし 特になし

773 男性 1 特にない 特にない

776 男性 1
まず大まかなタイトルを一面に並べて各ページにその内容を詳しく
載せる

わかりやすく興味を引く

779 男性 1 乃木坂４６の内容だったらいいと思う わからりやすい内容

780 男性 1 特になし 特になし

781 男性 1 カラーで全面書かれている新聞 懸賞でお金が当たる

782 男性 1 カラフルで、見出しが興味を引くように書いているもの ネットでも同じように見れるもの

785 男性 1 地元の美味しいご飯屋さん 安くなれば

786 男性 1 特に無し 特に無し

792 男性 1 もう少しわかりやすい新聞 わかりやすく

794 男性 1 より地域に密着した新聞。 スポーツ欄がもう少し詳しくなったら。

799 男性 1 読売新聞 カラー

3 女性 1 メイク記事 画期的

7 女性 1 特にないです 特にないです

11 女性 1 その地域の情報 文字がおっきくなったら

14 女性 1
もう少し字が大きくなったらいい  ファッション等のことについて
書いてあったらいい

色を多く入れる

24 女性 1 写真や見出しがカラーであるとより読む気が発生すると思います。 マンガ、カラー写真が増える

28 女性 1 今後どうするべきかを詳しく書いている新聞 今のままでいい

29 女性 1 芸能関係のニュースが多く載ってたら 簡単な説明がされてたら

36 女性 1 意見が偏っていない新聞 今で満足

37 女性 1 タイトルが興味を引くようなもの 写真が増える。文が堅苦しくない。

42 女性 1 芸能について書いてある新聞 字がもう少し少なくなったら

45 女性 1 英語の新聞 特になし

50 女性 1 特になし 特になし

56 女性 1 映画について 文字を大きくする

62 女性 1 特になし 特になし

69 女性 1 分かりやすく丁寧な新聞 字がもう少し大きくなるように変わったら。

71 女性 1 ない ない

75 女性 1 特になし 特になし

81 女性 1 悪いニュースだけでなく、良いニュースがあると良いです。 特になし。

84 女性 1 絵が書いてあるやつ わかりやすくなったら

87 女性 1 スポーツ 文字ばかりじゃない

97 女性 1 自分の興味ある事が載ってある 若者向けの記事を増やす

100 女性 1 社会面をもっと充実させてほしい わかりやすい説明がほしい

110 女性 1 多面的な 字大きく

113 女性 1 自分の住んでいる所などに関わる事 分かりやすいく絵や図をもっとつける

117 女性 1 ある物事について賛成と反対の両意見が載っていること。 特になし

120 女性 1 写真や図で分かりやすくなっているもの 写真や図などが載っているもの

128 女性 1 若者も興味が持てるもの 若者向けの面白い記事

130 女性 1 詳しく載っている新聞 今のままめも十分読みやすい。

139 女性 1 とくにない とくにない

152 女性 1 正確な情報 読みやすい

157 女性 1 情報量が多いもの どんな世代の人でも読みやすいもの

161 女性 1 わかりや 読みやすい

163 女性 1

表や写真が多い新聞事実に加えて、何が問題なのか や 何について
意見がわかれているのか がわかりやすく書かれている新聞地元につ
いてのページが多い新聞メイクやレシピの紹介が充実している新聞

カラーが増えたら新聞自体の大きさがもう少し小さくなったら

166 女性 1 様々なジャンルのニュースが掲載されている新聞 もう少しポップになったら、

167 女性 1 海外ニュース わかりやすい記事が増える

172 女性 1 情報が偏っておらず、公平な立場で言われたもの 批判されないようなもの

178 女性 1 見やすくて文字がデカイ カラーになったら

187 女性 1 楽しいニュース 動く

192 女性 1 特になし 特になし

193 女性 1 読みやすい 特に

198 女性 1 読みやすい イラストが多い写真が多い

201 女性 1 最新情報のおおい おもしろく、流行りがわかるやつ

204 女性 1 内容が偏りすぎてない。 公平に何事も書いてある

217 女性 1 もう少し小さくしたり、文字を大きくしたら読みやすい 紙新聞のサイズが大きすぎるので小さくしてほしい

220 女性 1 おもしろい おもしい

234 女性 1 子供にわかりやすい新聞 カラフルにする

236 女性 1 漫画がある 文字が大きく

241 女性 1 為になる情報とかが載っている 女性向けの紙面があるとか

245 女性 1 特にない ない

251 女性 1 偏りのない記事の新聞。自衛隊への偏った記事のない新聞。 偏った意見のない新聞。

268 女性 1 おもしらいやつ おもしろく

277 女性 1 内容の入ってきやすい物 持ち運べる物

278 女性 1 面白い内野安打 写真

284 女性 1 からー からー

299 女性 1 読みやすい 地域のこと

305 女性 1 オススメの本を知りたい。 わからない

310 女性 1

新聞は番組表を見ることに利用するのが主で、そのついでで他の所
を見ることがありますが、見出しが大きく書いてあり内容が明確で
あると読む気になります。

普段多くの人が利用するネットやテレビでは見られないような、豆
知識や雑学とかがあったら面白いと思います。

323 女性 1 満遍なく情報がわかるわかりやすい新聞 字を一回りおおきくしてほしい
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新聞閲読状況　( 1:紙の新聞を読んでいる　2:オンラインのみを読んでいる　3:新聞を読んでいない )

No 性別 新聞

閲読状況

Q7　どのような新聞だったら読みたいと思いますか Q8　新聞がどのように変わったら読みたいと思いますか

324 女性 1
紙媒体ならもっと鮮やかに見やすい写真で状況が伝わってくるよう
なもの

文字の行間や行替をわかりやすく

332 女性 1 国際交流の内容が載っている新聞だったら読みたい 特に思い浮かばない。

341 女性 1 経済欄がちゃんとしている 今も普通に読んでるからよし

346 女性 1 日韓関係 文字が大きくなったら

350 女性 1 特になし 特になし

352 女性 1 特にありません 特にありません

356 女性 1 分かり安ければ読む 特になし

357 女性 1 公平性がある新聞を読みたい。 公平で分かりやすくなってほしい。

360 女性 1 わかりやすい解説がついているもの 広告が少ない

361 女性 1
人生相談など、生き方の指標を与えてくれる新聞。 難しい言葉を、子供にでも理解できるくらいわかりやすい言葉で解

説してくれたら、読んでみたくなる。

376 女性 1 面白くてわかりやすい 子供にもわかりやすい

378 女性 1 エンタメも載っている カラー

379 女性 1 内容がわかりやすい新聞 読みやすい

380 女性 1 面白い 特になし

381 女性 1 ファッション 難しい言葉じゃなくてわかりやすい言葉で書いてくれた読みやすい

385 女性 1 高校生にでも読みやすいように難しすぎなく書いてある 若い人の興味がある記事をもう少し多くする

393 女性 1 ない ない

395 女性 1 内容がわかりやすい 文字に色がついてる

396 女性 1 ページ数が多いもの 声欄を増やしてほしい

400 女性 1 題が分かりやすく忙しい朝でも大文字を見たら大体内容がわかる いい内容が前面にくる

402 女性 1 広告が載っていない新聞 広告を載せない

408 女性 1 楽しい新聞 楽しくなる

409 女性 1 ある程度カラフルなもの カラーが多く加わる

411 女性 1 地域の話題だったら読みたくなります。 わかりません。

412 女性 1 政治に関して、基本的なことから解説がほしい 写真が鮮明になってほしい

416 女性 1 難しい言葉が少なくわかりやすい文書 文字の大きさが大きくなる

420 女性 1 地域 地域について知れる

424 女性 1 特になし サイズを小さくする

427 女性 1 政治の内容が濃いもの 字が大きくなったら

441 女性 1 読みやすい 文字が少なくて分かりやすかったら

445 女性 1 本当のことが書いてある 嘘を書かない

450 女性 1 色が付いている 文字の大きさ

452 女性 1 カラフルなもの 字が大きくなったら

454 女性 1 見出しがわかりやすい わかりやすい

462 女性 1 アンケートの取る記事 漢字が読めない方もいるから、フリガナをつけてほしい

463 女性 1 わからない わからない

482 女性 1 様々な話題が組み込まれている 解説面をわかりやすくする

485 女性 1 見出しをもっと内容が伝わるようにしてほしい ニュースを政治や芸能で載せるところを分けて欲しい

496 女性 1 中立的に簡単に説明してある。 もっとわかりやすくなる。

497 女性 1 面白い内容だったら 抽選とか当たれば

509 女性 1 わかりやすい 字が大きくなる

512 女性 1 わかりやすい説明がある新聞 イラストが着いて見やすくなったら

526 女性 1 身近に感じることのできる記事 もっと読みやすくなる

531 女性 1 一般的な新聞には載らないであろう記事が載っている新聞 なし

539 女性 1 わかりやすい 写真が多い

551 女性 1 特になし 特になし

560 女性 1 国際事情 事件 オンラインで無料で読める

8 男性 2 特になし 特になし

12 男性 2 面白いニュースもつけてほしい コンパクト

65 男性 2 信頼性があって、読みやすい 面白そう

89 男性 2 面白いネタ 面白く

105 男性 2 面白い 子供でも読める

112 男性 2
掲載されている内容が公正公平であること。 ひとつの問題に対する、様々な視点からの意見を比較できるように

なればと思う。

160 男性 2 スポーツやIT 面白要素が増えたら

162 男性 2 出典や元の情報がしっかりしているもの みやすくなったら

170 男性 2 分かりやすいからそのままでいいと思う。 特にない

176 男性 2 今知りたいことをメインにそのことを中心に理論が立つ 社会性をなくす

218 男性 2 特にない 特にない

228 男性 2 普通のもの 変わらなくてもよい

290 男性 2 文字が細かくなく理解できるような地域性のものなど 文章を最小限に抑える

314 男性 2 見出しに釣られてるような カラフルになったら

344 男性 2
自分に合うニュースを自動でピックアップしてくれるオンライン新
聞

カラー写真を増やして欲しい

355 男性 2 ない ない

358 男性 2 わかりやすい わかりやすさ

369 男性 2 中立な立場で報じる新聞 意見に偏りがない新聞

377 男性 2
自分の人生において知っておいた方が良いと思うもの。又は自分に
関わってくるもの。

文字の大きさを大きくして欲しい。また、空白をもう少し増やし少
ない話題でも良いので読みやすくして欲しい。

394 男性 2 都合の良いことしか書かないような事のない新聞 真実を乗せて、公平な報道をする

418 男性 2 文字を大きく 今のまま大丈夫

475 男性 2 無料で利用できるもの 興味のある内容が多いもの

486 男性 2 習慣の問題なので記事には左右されない 詳しい解説がつく

510 男性 2 無料 無料
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新聞閲読状況　( 1:紙の新聞を読んでいる　2:オンラインのみを読んでいる　3:新聞を読んでいない )

No 性別 新聞

閲読状況

Q7　どのような新聞だったら読みたいと思いますか Q8　新聞がどのように変わったら読みたいと思いますか

525 男性 2 内容を深く掘りすすめれる新聞 詳しく書かれるようになったら

553 男性 2 重要なことだけがまとめられている 週に1回などで週間新聞のようなものがあると読みたい

561 男性 2 おもしろいもの 興味が持てるもの

566 男性 2 使いやすいので 小さくなったら

568 男性 2 ネタ新聞 短くまとまっている

584 男性 2
見出しを見ただけでどのような内容なのかがはっきとわかるような
記事

文章の量を１、２行でもいいから減らす

585 男性 2 アニメが載ってる カラー

587 男性 2 漫画 どこまで読んだかわかる

597 男性 2 嘘偽りのない新聞 嘘がなくなったら読む

603 男性 2 特になし 特になし

604 男性 2 カラフルなやつ カラフル

611 男性 2 学生に利があること 文字が大きくなったら

619 男性 2 スポーツ 詳しく書く

628 男性 2 最近の事件 常に中立的立場から物事を客観視してほしい

634 男性 2 好み 自分の好み

636 男性 2 行書体が新聞と同じで字の間隔も見やすければよい 要点だけを述べれば良いと思う

639 男性 2 世の中のニュースを漫画などで分かりやすい解説している新聞 記事の内容を誰でもわかるように書いてくれたら

645 男性 2 広告などがなくて思想が偏っていない物 視野が広い

650 男性 2 特になし 動画がついたら

652 男性 2 世の中のことがよくわかる新聞 世の中のことがわかりやすくなるように

656 男性 2 様々なジャンルについて書かれている新聞。 もっとわかり易く読みやすくなったら読みたい。

662 男性 2
様々な人が寄稿できる新聞で、ニュースはシンプルなもの とりあえず社説が全面に出る新聞は週刊月刊の読み物でしかないの

で、そこんとこ辞めて欲しい

667 男性 2 分かります 分かります

673 男性 2 情報が正確 手軽に読める

682 男性 2 1つの記事に対して2人以上の専門家の意見が載っているもの 特になし

690 男性 2 ない ない

697 男性 2 面白い 面白要素が入る

700 男性 2 わかりやすくまとめてある 広告を減らす

701 男性 2 もっと詳しくなればいい。 もっと安くなること。

707 男性 2 自分の興味に合った内容があったら 全て無料

708 男性 2 面白みのある話題 見出しが面白い

713 男性 2 読みやすい 文字の大きさ

721 男性 2 親近感を感じられるもの 親近感あるようになったら

732 男性 2 趣味に関することが多いもの 読みやすい字のおおきさ

743 男性 2 若者向けの部分を読みたい 堅苦しい感じがなくなったら

767 男性 2 なんでも 今のままでいいと思います

771 男性 2 最高 最高

790 男性 2 面白い 面白い

17 女性 2 アニメ アニメ

34 女性 2 写真が多い新聞 カラー

38 女性 2 文字が大きい 文字が大きくなったら

40 女性 2 関ジャニについて もっと字を大きく

63 女性 2 わかりやすい カラー写真がたくさん

64 女性 2 毎日新聞を読むことによって得られる特典とかがあればいいと思う クイズとかなど

74 女性 2 エンタメ 字が密集してなければ

116 女性 2 わかりやすいもの 絵が多い

129 女性 2 自分好みの情報だけが書いてある新聞 読んだらポイントがたまり、LINEスタンプやアプリが買える

148 女性 2 読みやすければ読みたいとおもう 文字を大きくする

156 女性 2 なし なし

181 女性 2 ファッションの記事がある新聞 手が汚れない

182 女性 2 陸上関係 読みやすい

191 女性 2 カラフル カラフル

194 女性 2 読みやすくてわかりやすい イラストがついてたら

199 女性 2 芸能ニュース 芸能ニュースに変わってくれれば

209 女性 2
写真やグラフでわかりやすい 学校で出されるニュースを取り上げて自分の意見を書くという宿題

にも応じれるように子供向きの記事もある新聞

212 女性 2 写真が多い カラフル

242 女性 2
客観的かつ読者の興味に合う話題を取り扱う新聞 分かりやすい言葉を使って解説をすることや、画像の有効活用をす

る

248 女性 2 客観性があって様々な視点から解説したもの 面白くなれば

252 女性 2 とくに とくに

254 女性 2 いろんな情報がのっている 特に変わらなくてよい

257 女性 2 マンガがついてる 字が大きくなる

258 女性 2 簡単 小さく簡単

263 女性 2 短時間でも情報が得られる新聞。忙しいときでも読めるぐらい。 活字のきっかけになるなら読みたい

295 女性 2 文章が理解しやすくて若い人でも興味のある内容が書いてある 色がもっと付いている

313 女性 2 見出しが分かりやすく、興味を引き立てるもの。 見出しが分かりやすく、興味を引き立てるもの。

318 女性 2 内容が簡潔なもの 見出しをわかりやすく

322 女性 2 子供でも読みやすくしたらいいとおもう 子供向けがあればみるとおもう

328 女性 2 難しい言葉は、解説をつけてほしい。 枠の外でもいいので、難しい言葉の意味をつけてほしい。

336 女性 2 おもしろい 面白くなったら

339 女性 2 読む時間がないので、パパッと読めるようになっていたら読みたい 短時間で読めるように、かさばらないようになれば良いと思います

345 女性 2 マンガが多い新聞。 ポップな内容が増えたら。

349 女性 2 手軽に読める 手軽に読める
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新聞閲読状況　( 1:紙の新聞を読んでいる　2:オンラインのみを読んでいる　3:新聞を読んでいない )

No 性別 新聞

閲読状況

Q7　どのような新聞だったら読みたいと思いますか Q8　新聞がどのように変わったら読みたいと思いますか

366 女性 2 わかりやすい わかりやすい

370 女性 2 特になし 特になし

373 女性 2 読みやすい新聞 読みやすいような文字の大きさ、わかりやすい説明

392 女性 2 全部真実が書いてあること 嘘をかかない

405 女性 2 特にない 特にない

406 女性 2 若者の流行りをまとめた新聞 文字だけでなくもっと読みやすく

407 女性 2 わからない わからない

415 女性 2 カラーでわかりやすい 見やすいもの

419 女性 2 とくになし 特になし

431 女性 2 グルメ カラー

432 女性 2 自分に関係のある記事の多いもの。 無料になったら。

436 女性 2 特になし 特になし

447 女性 2 情報が早く明確な内容なら 価格が安くなったら

451 女性 2 国際関係についてよく書いてある新聞 安く購入できるようになったら

461 女性 2 実生活で実践できるような便利術が書かれている サイズが小さくなる

464 女性 2 新聞はかさばるから コンパクトになったら

468 女性 2 特にナシ 特にナシ

474 女性 2

わかりやすく時事問題を解説してくれて、ファッションとかエンタ
メ系をもっと増やして欲しい

政治や経済も大事だと思いますが、子供でもわかりやすく、読みた
いと思えるように絵だったり質問などのコーナーが多かったらいい
なと思います

488 女性 2 有名人の幸せ話について 文字が大きくなったら

502 女性 2 絵もあるかみ カラー

507 女性 2 わかりやすい 子供も読める

511 女性 2 簡単に書いてある 安い

535 女性 2 わかりやすい 個人の意見がない

538 女性 2 読みやすい面白い記事があるもの カラーが多い記事

543 女性 2
オンラインでは、見やすい、自分の見たいものがすぐに見つかるも
の。

自分の見たいものがすぐに見つかる。

563 女性 2 カラーにしてほしい カラーになってほしい

4 男性 3 内容がわかりやすく、興味がある記事があるもの 学生でも読みやすい内容にして欲しい

6 男性 3 興味のあるもの 読みやすく

30 男性 3 音声入り 電子機器みたいな感じで

31 男性 3 読みたくない 読みたくない

46 男性 3 面白い新聞 面白く変わったら

47 男性 3 信頼できる数値など。 嘘偽りを平然と記事にしないこと。

60 男性 3 中立な立場で書かれている新聞 中立な立場で書くようになったら。

66 男性 3 マンガみたいな新聞 無料になったら

83 男性 3 ない ない

90 男性 3 真実が載っている新聞 真実が載っている新聞

94 男性 3
簡潔にまとめてあり一つの出来事に対して1~2分で概ねがわかる新聞 読みやすく身近になったら読みたい

95 男性 3 特になし 特になし

103 男性 3 読みやすく興味を惹かせるタイトルの記事 読みやすさ

108 男性 3
大きさが大き過ぎて持ち運びや読むのにかさばるから小さいと読む
たいと感じる

新聞の大きさが小さくなったら

109 男性 3 研究、AI、ある言葉の意味など 簡単に読んで理解できる文章

121 男性 3 コンパクトで持ち運びがしやすいもの サイズが小さくなったら

125 男性 3 なし なし

137 男性 3 偏りのない中立的な立場からの正しい情報を載せてる新聞 見やすくなったら

142 男性 3 買いやすい テレビと連携

171 男性 3 公平 いいことも書く

175 男性 3 文字がぎっしり詰まっていない新聞紙なら読む気になれる 文字が出来るだけ少なくなること

180 男性 3 公平で興味のある話題をしてくれる新聞 公平

190 男性 3 特になし 特になし

197 男性 3 情報に偏りのないもの 会社自身の主張を入れない

219 男性 3 毎日買わなくても手軽に読める 毎日買わなくても手軽に読める

223 男性 3 内容による 技術革新

229 男性 3 特になし 特になし

235 男性 3 分かりやすい 分かりやすい

239 男性 3 無料で読みやすい 無料になる

240 男性 3 見てて面白い 見た瞬間目に止まる

247 男性 3 なし なし

269 男性 3 世間をしっかりも知れる ネット

276 男性 3
今のままでも読みたいと思うが、時間がない時間がなくても短い時
間で読み切れるような新聞

今のままでも読みたいと思う伝える内容を絞った新聞を読みたいと
思う

281 男性 3 完全に公平で公正な報道をする新聞 偏向報道がなくなる

300 男性 3 特にない 勝手に流れればいいが読みたくない

312 男性 3 簡潔な新聞 小さくしてほしい

321 男性 3 政治についてわかりやすい解説等 無料で読めるように変わる

326 男性 3 読まない 読まない

334 男性 3 経済について詳しく書いてある新聞 わかりやすい表現がされている

359 男性 3 なし なし

363 男性 3 生活する上でなるほどなと思う知恵を紹介するコーナー 政治面の中立性が上がれば

364 男性 3 特になし 特になし

372 男性 3 読もうと思わない 読もうと思わない

390 男性 3 ない ない

401 男性 3 特に読みたいとは思わない 特に読みたいとは思わない
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新聞閲読状況　( 1:紙の新聞を読んでいる　2:オンラインのみを読んでいる　3:新聞を読んでいない )

No 性別 新聞

閲読状況

Q7　どのような新聞だったら読みたいと思いますか Q8　新聞がどのように変わったら読みたいと思いますか

404 男性 3 思い浮かばない。 思い浮かばない。新聞の時代は終わった。

414 男性 3 自分の興味に合った新聞 幅広く情報を取り扱ってほしい

422 男性 3 絵が書いてあって、面白いもの。 面白くなる。

425 男性 3 わかりやすい わかりやすい丁寧なやつ

453 男性 3 特典付き 無料

456 男性 3 ページ数の少ない、話題のニュースをピックアップした新聞 ページ数が少なく

471 男性 3 新聞社の偏見を伴わない実体験者の率直な意見の内容など 事実からねじ曲がった内容が報道されないようになったら

472 男性 3 言葉遣いが固くなく、ジョークくらいは書いてあるような新聞 言葉遣いが固くなく、ジョークくらいは書いてあるような新聞

476 男性 3 読みやすい内容だったら見る このままでも読む時が来たら読むと思う

477 男性 3 なし 無料

480 男性 3 なし なし

484 男性 3 特になし 特になし

494 男性 3 とっつきやすい とっつきやすい

498 男性 3 面白い記事が載っている 面白い記事が載っている

508 男性 3 鉄道のニュースが載ってる新聞 字の大きさを大きくして、読みやすくしてほしい。

515 男性 3 面白いやつ おもしろいやつ

532 男性 3 面白味がある 特にない

534 男性 3 新聞な記事に最近のアニメなどの特集が入る 国会議員の汚職を前面に押し出す記事を書く

540 男性 3 面白そう 面白そう

541 男性 3 若者向け 若い人でも楽しめる

542 男性 3 アーティストのライブ等の情報 ちゃんとした根拠のある情報を載せるようにしたら読む

544 男性 3 事実しかない新聞 マスコミに影響されないもの

546 男性 3 特に分からない 特にない

548 男性 3 偏りがなく読みやすいもの 全ての立場の人から等しい距離にある新聞

552 男性 3 法律の事など 特に無し

554 男性 3 分かりやすく、簡潔にまとめられたやつ 誰が呼んでもわかるような

555 男性 3 若者向け 若者でも楽しめる

556 男性 3 絵などを取り入れた若者にもわかりやすく読みやすい新聞 身近なもとなのど色々な子供とかのわかる話題も載せたもの

562 男性 3 特になし 特になし

570 男性 3 中立的な視点で事実のみを伝える新聞。 世論や広告代理店の意見に流されないように変わる。

571 男性 3 なし 無し

572 男性 3 コンパクトで、カラー、字が大きい、見えやすい 小さいサイズになったら

573 男性 3 わかんない 知らない

574 男性 3 特になし 特になし

576 男性 3 写真が多く読みやすい。段落など 読みやすく写真多く

577 男性 3 分かりやすい記事 見やすい記事

579 男性 3 無料で 無料に

583 男性 3 近年のサブカルチャー 中立になったら読みたいと思う

588 男性 3 わかりやすく読みやすく興味のある新聞 もっとポップに

589 男性 3 スポーツ スポーツの記事を増やす

590 男性 3 特になし 特になし

592 男性 3 特になし 特になし

594 男性 3 お金 思わず

598 男性 3 なし なし

599 男性 3 特になし 特になし

605 男性 3 文字が少ない 読みやすくなったら

606 男性 3 特にない 特にない

608 男性 3 なし なし

610 男性 3 ない ない

614 男性 3 歴史や政治 歴史や政治

616 男性 3 クーポンなどをつけると良いと思う クーポンなどをつけると良いと思う

617 男性 3 新聞が無料ならば 無料化になったら

618 男性 3 ない ない

621 男性 3 ニュースについて、詳しく解説されている 特になし

626 男性 3 漫画 漫画掲載

627 男性 3 特になし 特になし

630 男性 3 色使いが良い カラフル

631 男性 3 特になし 特になし

632 男性 3 分からない 分からない

640 男性 3 スポーツ系 スポーツ系

642 男性 3 特になし 特になし

643 男性 3 あまりテレビでやらあいようなスポーツについて 見やすくなったら

644 男性 3 ない ない

646 男性 3 エンタメニュース 無料になったら

647 男性 3 内容が万人にわかりやすい 読みやすい

648 男性 3 スポーツ 見やすく

649 男性 3 カラー カラーになったら

651 男性 3 特にない 特になし

653 男性 3 なし なし

654 男性 3 なし なし

655 男性 3 芸能ニュースとスポーツニュースが多い新聞 カラフルになったら

658 男性 3 自分の趣味や興味のあることばかり載っているニュース 特になし

659 男性 3 プロパガンダのない新聞 中立な立場でいること

661 男性 3 簡単な内容 文字が少ない

665 男性 3 新聞という時点で読みたいとは思わない 新聞という形態である以上読みたいとは思えない

666 男性 3 興味の惹かれる記事の載せかたが見られる新聞 科学系の記事を載せる
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新聞閲読状況　( 1:紙の新聞を読んでいる　2:オンラインのみを読んでいる　3:新聞を読んでいない )

No 性別 新聞

閲読状況

Q7　どのような新聞だったら読みたいと思いますか Q8　新聞がどのように変わったら読みたいと思いますか

671 男性 3 ない ない

672 男性 3 スポーツ 自分の気になるスポーツ

674 男性 3 特にない 特にない

675 男性 3 新聞は取らない 新聞は取りたくない

676 男性 3 中立で公平 偏向報道をやめる

678 男性 3 字が大きくてだれでもよみやすい もっと写真をふやす

679 男性 3 いろいろ いろいろ

681 男性 3 分かりやすくて読みやすい お金を安くする

687 男性 3 みやすい新聞 見やすくなったら

689 男性 3 安い 安い

691 男性 3 文字が少ない 文字がすくなくなったら

692 男性 3 政治についてもっとわかりやすい記事 難しい言葉をより噛み砕いてほしいです

698 男性 3 可愛い人が出ている新聞 可愛い人がたくさん載る

699 男性 3 スマートフォンがある以上、新聞を読むことはないと思う 読みたいと思うことはない

702 男性 3 特になし よくわからない

704 男性 3 無料 無料

706 男性 3 ゲーム関係 面白くなったら

709 男性 3 無料で読み放題 無料で読み放題

711 男性 3 わからない わからない

714 男性 3 面白くて文字がでかいやつ おもしろくなったら

716 男性 3 若い人でも気軽に読める新聞 最先端

717 男性 3 カラーを多く用いてある新聞 冊子型

719 男性 3 特になし 見やすくなったら

720 男性 3 わかりやすい 文字が大きくなれば

722 男性 3 芸能と政治、経済の情報をバランスよく載っている。 多種多様な意見を載せること。

724 男性 3 スポーツ 面白い新聞

725 男性 3 おそらく絶対読まないと思う 特になし

726 男性 3 見出しが大きく少し遠くからでもはっきり見える感じ 今のサイズよりも小さくなる

727 男性 3
堅苦しい内容だけで無く、ネット、IT、ゲーム等についても、
ニュースサイトのように、記事を書いて欲しい。

現在ある、目次orメニューにもっと新しい事が加わると読みたいと
思う。

729 男性 3

新聞漢字がわかんない感じ出てきたらもし漢字ひらがな載せてほし
いそれは小学生から大人大人からお年寄りまで漢字がひらがな載せ
ておくと見ると人も増えてニュース見ると人も増えると思いますし
後もう少しで寒かなればインフルエンザなりやすい時期なってくる
時期なので新聞載せていればわかるし写真も緊急速報新聞配って欲
しいです。

インフルエンザなりやすい時期なってくる時期なので情報あると良
い新聞漢字読めない人もいるかわかんないし漢字読める人もいても
漢字わかんない時にためにひらがなのておくと良い。

730 男性 3 読むことが役立つと明確にわかる場合 もっと気軽、手軽に読めるようになったら読むかもしれない

737 男性 3 新聞はオワコン 特にない

738 男性 3 わかりやすい わかりやすくなれば

740 男性 3 事実だけを報道する、客観的な内容 贔屓をせずに、真実と事実だけを客観的に書くようになったら

745 男性 3 ユーモアあふれる内容 楽しい記事がおおい

749 男性 3 カラー刷りで、どこを見ても楽しいもの 内容に飽きない様な構成になっているもの

750 男性 3 ない ない

751 男性 3 気軽に読みやすい。わかりやすい言葉で書いてある。 カラーになる。

752 男性 3 芸能・アイドル 小さく

754 男性 3 情報の偏りがない 政治的に中立になったら

755 男性 3 アニメ。 アニメ！

756 男性 3 特にない 特にない

758 男性 3 呼んでない えがおおい

759 男性 3 真実を書いた新聞 特になし

763 男性 3 特にないです どうであれ新聞は金がかかるので読みません

764 男性 3 わからない べつにない

766 男性 3 中立性のあるもの とくになし

770 男性 3 面白い話が載っている新聞 無料になる

774 男性 3 県内で行われるイベントの予定が一覧になっている。 オススメの観光地を載せる。

775 男性 3 スポーツの結果がたくさんのっている 文字がでかくなる

777 男性 3 事件などの詳しい内容がのっているもの 新聞に詳しい番組表がのるようになったら

778 男性 3 ただ ただ

783 男性 3 読みやすい 読みやすい

784 男性 3 分かりやすいように難しい単語には解説が付いている新聞 大きな文字で詳しい解説付き

787 男性 3 専門分野に特化した新聞 サイズが小さくなったら

788 男性 3 4コマ漫画どころかジャンプ並みの連載 もっと簡潔で短く

789 男性 3 身近な話題 色がついたら見やすくなると思う

791 男性 3 スポーツ お金のいらない

793 男性 3 読みたいと思わない。 オンライン

795 男性 3
興味のある話題政治問題は知っても意味が無いと思ってる ネットで検索機能を利用して見たいものだけ見た方が時間も節約で

きて良い

796 男性 3 新聞は読まない。 読もうと思わない。

797 男性 3 特になし 特になし

798 男性 3 一人一人の趣味や思考にあった新聞 もっと小さく

800 男性 3 特にない 特にない

1 女性 3 高校生向け 気になった記事を、QRコード等で読み取り、スマホで詳しく見れる

2 女性 3 家以外の場所でも読みやすいコンパクトだったら コンパクトになって電車などでも読みやすくなる

5 女性 3 特になし 特になし

9 女性 3 とくに とくに

10 女性 3 美容に関することが載ってたら読みたい 若い人向けになったら読みたい
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新聞閲読状況　( 1:紙の新聞を読んでいる　2:オンラインのみを読んでいる　3:新聞を読んでいない )

No 性別 新聞

閲読状況

Q7　どのような新聞だったら読みたいと思いますか Q8　新聞がどのように変わったら読みたいと思いますか

13 女性 3 グルメ関係のこと 写真が増えて文字が少し減ったら。

15 女性 3 面白い、読みやすい新聞 読みやすくなったら読みたい

16 女性 3 解説が簡単なものなら読みたいと思います。 全ての情報が正しくなれば

18 女性 3 文字ばっかりじゃなくて、若い子達でも、読みやすい 若い子でも、読めるように、見やすくして欲しい

20 女性 3 新聞は読みたいと思わない 新聞を読みたいと思わない

21 女性 3 見てて面白い 写真などが増えもっと興味を引くようになれば。

22 女性 3 読みやすい文体の文書 一つの記事を短文にしてさまざまなジャンルの記事を入れる

23 女性 3
高校生でも分かりやすいような用語を使う、または説明を入れてあ
るもの。写真やカラーが入っているもの。

高校生向けのものや、現代っぽいニュースや記事が書かれているも
の。

25 女性 3 若者向けの面白い新聞 文字の大きさ

26 女性 3 よまない とくになし

27 女性 3
流行のファッションが載っている新聞興味のある分野が載っている
新聞

偏向報道が無くなったら良い読みやすくしてほしい

32 女性 3 無し 無し！

35 女性 3 なし なし

39 女性 3
若い子も興味を持つよう料理や化粧ファッションなど小さく取り上
げてほしい。

政治のことばっかりだとあまり見たくないから、面白い内容もある
と見たい。

41 女性 3 どんな内容が書いてあっても読もうとは思わない。 どのように変わっても読もうとは思わない。

43 女性 3 エンタメのみ もっとフォントをかわいいのにして欲しい

44 女性 3
難しい言葉を解説してくれたり、わかりやすい言葉にしてくれたり
してくれる新聞。

あまり難しい内容にする。

48 女性 3 分かりやすい 画像がいっぱい

49 女性 3 なし なし

52 女性 3 無料 無料

53 女性 3 主張や意見がしっかり示されている記事 紙がバラバラにならないような新聞

54 女性 3 ニュース用語をわかりやすく解説・深掘りしてくれる オンラインでも読める

55 女性 3 話題の本や映画の内容 若者でも読みやすく構成された文章

57 女性 3 そんなに文字が多くなく手が汚れないもの あまり文字の量がなく手が汚れないもの

58 女性 3 好きな芸能人が載っている場合。 紙のサイズ。

59 女性 3 短い文 もっとコンパクトに雑誌のようになったら

61 女性 3 わかりやすい言葉で書かれている わかりやすい言葉で書かれていて、難しいことには解説が付いてる

67 女性 3 わかりやすいもの おもしろくなったら

68 女性 3 iPS細胞、睡眠などの科学 好きなジャンルを好きなだけ読めるように変わる

72 女性 3 英字で書かれたニュース 低価格

73 女性 3 読みやすい 興味を引くような内容

76 女性 3 分かりやすい内容のもの 情報の種類ごとに分けて欲しい

77 女性 3 横書き。字がぎっしり詰まってない。内容は関係ない 横書き。字がぎっしり詰まってない。

78 女性 3 自分が好きな話題とかだったら 分かりやすい言葉で書いてあれば

79 女性 3 ない ない

80 女性 3 特になし 特になし

82 女性 3 写真がたくさん載ってて、わかりやすい。 写真たくさん載っててわかりやすかったら。

86 女性 3 なし なし

91 女性 3 文字が多過ぎない新聞 文字が今より少なくなりコラム等もあれば読みたい

92 女性 3 ライトな内容も多く載っている記事 上手く写真が使われていて読みやすくなったらいいと思う

93 女性 3 正しい情報を乗せる新聞 値段が安くなる

96 女性 3 芸能系の記事が多く載っていれば読んでみたいと思う 手軽に持ち運べ、いつでも読みことができる新聞

101 女性 3 ネットで見れるからいい ネットで見れるからいい

102 女性 3 おもしろい おもしろい

104 女性 3 難しい言葉ではなく簡単な言葉で書いてある 難しい言葉ではなく簡単な言葉で書いてある

107 女性 3 難しい言葉が少ない 難しい言葉が少ない

114 女性 3 げいのうじんがかいたやつ 芸能人が書いたもの

115 女性 3
芸能の記事が何ページかあれば読みたいと思います。 文字だけですごく堅苦しいので写真とか図とか大きくわかりやすく

のっているといいなと思います。

118 女性 3 文字が見やすい、明るい感じのもの もう少し色が増える

119 女性 3 分かりやすい 読みやすいようになったら

122 女性 3 字が大きいやつ 字が大きくなる

123 女性 3 安いくて信憑性のある新聞 楽しめたら

124 女性 3 自分が知りたい内容が載っている イラストやカラーで読みやすく

127 女性 3 芸能とか、興味を持てる内容なら 手軽に読みやすい文字

131 女性 3 読みやすい 情報に偏りがない

132 女性 3 特にない 特にない

134 女性 3 無料の新聞 難しい漢字が減る

136 女性 3 なし なし

140 女性 3 特にない 特にない

141 女性 3 若い人でも理解しやすい内容 読みたいと思えるレイアウトや文字の大きさになること

143 女性 3 どこに何が書いてあるか分かりやすい 分かりやすくかいてある

144 女性 3 各政党の考えなどをわかりやすくしたもの。本や映画の紹介 もう少し簡単な言葉を使った新聞

145 女性 3 カラーが比較的多く、内容を簡潔に分かりやすくまとめたもの。 字をもう少し大きくしたもの。カラーが多いもの。

146 女性 3 読みやすいもの 読みやすいもの

147 女性 3

特にないです。(家で新聞をとっていたときは)番組欄しか見ていな
かったので、今も興味がないです。必要な情報はテレビやネットか
ら得るので、新聞は必要ないです。

新聞が変わろうが変わろまいがお金を出してまで読もうとは思いま
せん。

150 女性 3 絵や字が大きくみやすい 絵や字が大きくなっている

151 女性 3
簡潔的にまとめられていて、より詳しく知りたい時に別ページに行
くようなもの

簡潔的にまとまって読みやすいもの

153 女性 3
細かい字ではなくもう少し大きい字で見やすく誰にでも分かりやす
い内容

見やすくて分かりやすかったら



2018/10/15

     日本財団：18歳意識調査  「第2回– 新聞 ー」 自由回答集

新聞閲読状況　( 1:紙の新聞を読んでいる　2:オンラインのみを読んでいる　3:新聞を読んでいない )

No 性別 新聞

閲読状況

Q7　どのような新聞だったら読みたいと思いますか Q8　新聞がどのように変わったら読みたいと思いますか

154 女性 3 大きい字 大きい字

155 女性 3 アニメの新聞 アニメ、2次元系にする

158 女性 3
文字が細かくなくて、初めて読む人でも理解しやすい内容のもの。
新聞の入門の新聞があればいいと思う。

知りたいジャンルだけ深く知ることができる新聞があれば楽しいと
思う。

159 女性 3 分からない 分からない

165 女性 3
ちょっとした豆知識などが載っている等 紙で読みたいと思うけど大きくて大変そうだから何かもう少しコン

パクトに

168 女性 3 読みたいと思わない 読みたくならない

169 女性 3 目次がある 目次がある

173 女性 3 若者が興味を持つような内容ファッション、美容、流行のもの 若者でも興味を持つような内容が掲載されているもの

177 女性 3 特にない 特にない

179 女性 3 雑誌風のやつ 色になって現代向け

183 女性 3 白黒でない新聞 カラーにしたら良いと思う

184 女性 3

１つのトピックについて詳しく書いてある。英語の勉強ができる、
など

もう少し読みやすくなったら。面白い情報なども取り入れて欲し
い。Twitterなどで見かけるようなびっくりニュースなども発信して
欲しい

185 女性 3
無料の新聞 文字がもう少し大きくなって読みやすくなれば読みたい気持ちにな

ると思う

186 女性 3 文字が細かくなくて読みやすいもの カラフル

195 女性 3 日本史についての記事があったら読む 面白いもの

196 女性 3 自分の興味のある内容が掲載されているもの 若者でも楽しんで読めるような新聞

202 女性 3 正確で分かりやすい情報 分かりやすい文章。

203 女性 3 ない ない

205 女性 3

信頼できる正しい情報情報操作されていないこと偏見がないこと中
立な立場であること数ページはグルメやスポットなどの情報がある
こと

情報操作されていないこと

206 女性 3 子供でも読めるようにわかりやすい新聞だったら読みたい 詳しくわかりやすくなったら読みたい

207 女性 3 特になし 特になし

208 女性 3 活字に触れることが出来るから読みたい カラーになる

210 女性 3 特になし 特になし

211 女性 3 特になし 特になし

213 女性 3 子供でも内容が理解しやすく、読みやすい新聞 新聞を購入するお金が安く、子供でも読みやすいものだったら。

214 女性 3 特に 見やすくなったら

216 女性 3 忙しい時でも少しのあいだに読めるようなもの 高校生でも興味がもてるような書き方

221 女性 3 若者や知識の乏しい人でもわかるような新聞 興味関心のある分野が掲載されたら

222 女性 3 読みやすい内容 公平になったら

224 女性 3 ページが少ない そのままでいいと思う

225 女性 3 ジャニーズ 時間があれば読む

226 女性 3 人を馬鹿にしない 文字が読みやすい

227 女性 3 世の中のことをわかりやすく説明する記事 読みやすい。

232 女性 3 わかりやすく、読むのに時間がかからない 読みやすい

237 女性 3 なし なし

238 女性 3
好きなアーティストや趣味についての記事なら読みたい 政治などの堅苦しい内容ばかりでなく、若い人が興味を持ちそうな

話題ならいいと思う。

243 女性 3 面白い カラー

244 女性 3
自分の興味があるような内容が新聞に載っていること。生活に役立
つ内容。重大な内容。

読みやすい記事の書き方。どの年齢層でも内容が理解しやすい書き
方の新聞。

246 女性 3 有料ではなかったら読みたい 無料化したら読みたい！

249 女性 3 短い文章 面白い

250 女性 3 持ち歩きやすいサイズ 紙の大きさ

253 女性 3 とくになし とくになし

255 女性 3 エンタメ系の内容 若者向けの内容

256 女性 3 エンタメ中心 おもしろくなったら

259 女性 3 カラーで文字が大きいもの 文字が大きく読みやすく要約されている

261 女性 3 もっと若者が興味のある記事をたくさん取材してほしい 若者が読みやすい文章にする

262 女性 3 芸能欄が多い 芸能欄をおおくしてほしい

264 女性 3 どんな場所でも気軽に見られる新聞 コンパクトになったら。

266 女性 3
カラーで若者にも興味を持ってもらえるような内容をいれたりエン
タメ欄を増やす

小学生新聞みたいな新聞。カラーで誰もが読みたくなるような内容
や見出しが書かれてるもの

267 女性 3 読みやすい 読みやすい

270 女性 3 わかりやすい わかりやすい

271 女性 3
特にない、読む時間もないしだいたいテレビとかインターネットで
済むと思っている

新聞を読んだことがないのでどんなものかよくわかってないし、ど
う変われば読むかもわからない。

272 女性 3 特になし 特になし

273 女性 3
あくまでも公平な立場で、真実のみを報道した新聞。小賢しい表現
などは使わず淡白な文章で書かれたものが好ましい。

政党についても公平に報道する。

274 女性 3 解説が多くわかりやすい カラー

275 女性 3
現在の新聞自体に問題は無いので、読む習慣を付けさえすれば読む
ようになると思う。新聞に対しての毛嫌いなどはない。

カラー

279 女性 3 手に入れやすくわかりやすい ジャンルごとに分かれている

280 女性 3 特になし 特になし

282 女性 3 自分の興味ある部分だけ買って読める 若者が読みたくなるような内容を取り上げる。読みやすい文章

283 女性 3 特になし 特になし

285 女性 3
政治ばかりではなく、芸能ニュースも多くとり入れたら若者の読者
も増えると思う。

文字を読みやすくする。子供でも読めるようなコーナーを作る。

286 女性 3 特になし 特になし

287 女性 3 文字が見やすい 文字を大きくする
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新聞閲読状況　( 1:紙の新聞を読んでいる　2:オンラインのみを読んでいる　3:新聞を読んでいない )

No 性別 新聞

閲読状況

Q7　どのような新聞だったら読みたいと思いますか Q8　新聞がどのように変わったら読みたいと思いますか

288 女性 3
政治とか経済についての様子を中高校生が読んでも分かりやすくま
とめてあるページがあると読んでみたくなると思います。

デザインが見やすくなったり、もう少しわかりやすい内容になった
ら読みたいと思います。

289 女性 3 特になし 特になし

291 女性 3 わかりやすい内容 読みやすくなったら

293 女性 3 楽しい 楽しい

294 女性 3 文章がわかりやすい新聞 スポーツに充実している新聞

296 女性 3 きょうみない 興味ない

297 女性 3 エンタメ系をもっと載せて欲しい 特になし

298 女性 3 長々と書いてなく、完結 短く要点だけ

301 女性 3 無料 無料

302 女性 3
政治経済、芸能の重要なニュースのあらましを大体網羅できて、手
軽に読めるサイズであること。

広告が減ること。

303 女性 3 なし なし

304 女性 3 経営学 もう少し図や絵をふやす

306 女性 3 中立な立場で記事が書いてあれば目を通してみたいとは思う 特になし

307 女性 3 わかりやすい内容言葉が難しかったりしない わかりやすい読みやすい

308 女性 3 写真が多い 写真が多い

309 女性 3 面白く簡潔 面白くなったら

311 女性 3 医療系についてかかれたもの 小さくなったら

315 女性 3 世間一般の意見をもっと載せて欲しい 文字のサイズをもっと大きくして欲しい

317 女性 3 若者でも興味を持てる内容がある 一瞬で何が伝えたいかわかりやすくなったとき

319 女性 3 無料ですぐに見れるような新聞 アニメなどの色んな情報を載せてほしい

320 女性 3 ゴシップ おもしろくなったら

325 女性 3 スポーツ新聞。大阪並みに些細なことでも阪神が一面になるの 新聞は読みたいが親が取らないので読めない

327 女性 3
テレビでの報道をより公平な第三者として描かれた文章が、一つだ
けではなく、複数の人で書かれているもの

比較しやすいもの

329 女性 3 材質がいいもの 全てカラー

330 女性 3 わかりやすくまとめてある 見やすい 読みやすい

331 女性 3 お金がかからない新聞 無料で読める

335 女性 3 特にない 特にない

337 女性 3 クイズ 読みたいと思わない

340 女性 3 自分の好きな内容 読みやすく

342 女性 3 韓国関連の記事。 韓国関連の記事。

343 女性 3 色がついてる 文字がでかい 文字がでかい

347 女性 3 子ども向けのもの ポップな感じだと読みたいと思う

353 女性 3 楽しい記事が多い 楽しい記事が増えたら読みたい。

365 女性 3 カラー 無料

367 女性 3 わかりやすく、字数が少なめ わかりやすい言葉

368 女性 3 面白く読みやすい 字ばかりでなく写真が多くなる

371 女性 3 好きな芸能人の特集があったら読みたいです。 安くなったら読みたいです。

375 女性 3 面白くする 読みやすくなったら

382 女性 3 なし なし

383 女性 3 医療の話題 公平中立で偏向報道しない新聞

386 女性 3

真実を書いている新聞なら。もう少しいいニュースや和むものが欲
しい。

悪いニュース(誰が汚職事件を起こしたとか政治家や官僚の天下りな
ど)ばかりを新聞で見ても別に読む気にはならない。テレビを見れば
嫌というほどその情報を見るし、わざわざ新聞でまで見たいとは思
わない。明るいニュースもたまには欲しい。

387 女性 3 イラストや写真が多いもの もっとカラフル

389 女性 3 字が小さくない。 スマホで見やすい

398 女性 3
分かっている事実だけを並べたもの。記者の意見など全く書かず、
数字のみのもの。

無駄な言葉を省いたもの

399 女性 3 わかりやすく、楽しいもの 読みやすくする

410 女性 3 字が大きい見やすい 面白い引き込まれる

413 女性 3 読まない 読まない

417 女性 3 特になし 特になし

428 女性 3 読まない 読まない

429 女性 3 自分の住んでいる地域や、通っている学校に関する内容 カラフル

430 女性 3

浮き世話が多いイメージがあり、芸能人の挙げ足とりをしているよ
うで気分が悪い必要以上の誇張で、新聞とテレビでタグを組んでい
じめをしているようですね一般人、特に未成年は、重罪でも顔や名
前を伏せたり、書き方も比較的柔らかい印象をうけます(テレビもで
すが)罪を犯した点では同じなのに。改善点としてあえて挙げるな
ら、もっと国策について載せてくれたら気になりますね個人だと調
べるのが大変ですし、選挙の時の資料知識にもなると思います撰ぶ
時だけ、公約を聞いて、理想論だと政治家全体を批判する人が多い
気がするので、もっと、国や議会がしてくれたことを取り上げて、
感謝や関心を高めるのも報道機関の役目なのではないかと思います

先程と同様

433 女性 3 特にない 特にない

434 女性 3 楽しい話題 楽しい話題

435 女性 3 特になし 特になし

437 女性 3 特にない 特にない

439 女性 3 分かりやすい内容 イラストなどを多用し、もう少し安く。

440 女性 3 場所をとらない 短時間で読める

442 女性 3 雑誌感覚の可愛い新聞 暗いニュースより明るいニュースが多い

443 女性 3
若い世代にも読みやすくしてほしい言葉が難しく、読み方もよくわ
からない

ファッション雑誌のような読みやすさ

444 女性 3 ない ない
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新聞閲読状況　( 1:紙の新聞を読んでいる　2:オンラインのみを読んでいる　3:新聞を読んでいない )

No 性別 新聞

閲読状況

Q7　どのような新聞だったら読みたいと思いますか Q8　新聞がどのように変わったら読みたいと思いますか

448 女性 3 学生新聞とかほしい 見やすくなったら

449 女性 3 読みやすいもの 読みやすいもの

457 女性 3 詳しく書いてある なんでもいい

458 女性 3 特にない 特にない

459 女性 3 読みやすいもの。写真が多い。根拠がしっかり書かれている 嘘がない

460 女性 3 読みやすい新聞 文字をもっと大きく、かみかばらばらにならないやつ

465 女性 3 クロスワードなどの懸賞がある新聞 面白いニュースを取り入れる

466 女性 3 わかりやすく書かれている記事 偏りのない記事

467 女性 3 興味のある内容があれば読みたい フォントが読みやすいもの

469 女性 3 読みやすくて理解しやすい 読みやすくて理解しやすい

470 女性 3
子どもにもわかりやすいような文章で文字を敷き詰めないで読みや
すいもの

読んだ内容のクイズなどに正解すると景品が当たるようなもの

473 女性 3 特になし 特になし

478 女性 3 美容 カラー

479 女性 3 ない ない

481 女性 3 見やすい 若い人達でも読みたくなるような見出しや書き方

483 女性 3 興味がなく読みたいと思わない 興味がなく読みたいと思わない

487 女性 3 視覚的にわかりやすい 読みやすい

489 女性 3 殺人事件が載っていない新聞 芸能人のゴシップがなくなったら

490 女性 3 字が大きめの新聞 字が大きくなったら

491 女性 3
偏った内容ではないこと、過大表現や批判的な内容ばかりではない
こと、嘘偽りを報道しないこと

過大表現や批判的な内容ばかりではないこと、嘘偽りを報道しない
こと

492 女性 3 A4サイズ以下の新聞 賛否両面から述べている新聞

495 女性 3 そもそも字を読むのが好きではない ない

503 女性 3 読みやすいもの 読みやすくなったら

504 女性 3 なし なし

505 女性 3 文字が大きいもの 文字が大きくなり、難しい単語を使わないようになったら読みたい

506 女性 3 言葉が難しすぎず、読みやすいもの 難しい言葉が減り、読みやすくなったら

516 女性 3 わかりやすい。 わかりやすい。

517 女性 3

字が敷き詰められていて読みにくいのと、文章が難しく表現されて
いるから読みにくいんだと思う。間隔を空ける、分かりやすく簡潔
にするなどの工夫をしたら私みたいな若者でも読む人が増えると思
う。

字の間隔をあける、難しい表現ではなく、分かりやすい文にするな
ら読みたいと思う。

519 女性 3 難しい言葉を詳しく説明してある 分かりやすくまとめてある

522 女性 3
政治や経済など堅苦しいイメージがあるので、地域のイベントやア
ニメなどの特集をしてほしい

堅苦しくない子供も分かりやすい内容のもの

524 女性 3 若者でもわかりやすい面白い内容の新聞 色んなことを取り上げている

533 女性 3 カラー カラーで字が大きくなって欲しい

536 女性 3 なし なし

537 女性 3 偏りのない内容、捏造していない 気軽に読めるようにする

545 女性 3 特になし 特になし

558 女性 3 好きな芸能人へのインタビュー 見やすくなったら

559 女性 3 物が増えるのでどのような内容や新聞でも読むことはない 物が増えるので読むことは無い

564 女性 3 物事を主観を入れずに報道する新聞 中立の立場で報道する

565 女性 3 ない ない


