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写真は会社内にも、ご自宅にもたくさん所蔵されていると
思います。その中で会社の歴史と関連のある写真を整理し
ておきましょう。会社と自宅のアルバムに番号を振って、貼
付・はがしが可能なポストイットに記載し、アルバムに貼り
付けます。そのアルバムの中に、関連した写真にさらにポス
トイットで番号を振ります。関連写真のないアルバムには貼
付しないので、関連写真が入っているかどうかが、外から見
てわかるようにします。ポストイットは背中と表紙の2カ所に
貼るようにしましょう。
写真に番号を貼り付けておけば、右記のような表で番号
管理をすることができます。
この機会に、会社に関係した写真は会社で保存をするよ
うにしたほうがよいと思いますが、アルバムからはがすと破
ける物もあるでしょう。また、家族の写真が入っているアル
バムは会社に持って行けない事もあるかもしれません。そ
の場合は、カメラで接写をして、データだけを会社に渡す、
という方法も考えましょう。
ビデオなども同様の方法で管理をしたらよいでしょう。
データはデジタルになっているデータがあるかどうかです。
元々デジタルで撮影している写真は「あり」になります。無
ければ、この機会に、接写可能なカメラで撮影をして、デ
ジタルデータにしておくことをお勧めします。プリント写真は
色が劣化してゆきます。

歴史を語る数々の写真
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冊子
No.

写真
No. 写真説明 年月日 所蔵場所 データ

有無

1 3
創業の頃の社屋玄関前　山田、
佐藤、鈴木の3人に、当時のパー
ト社員の加藤（左）と田中（右）

19900401 山田の自宅 なし

4 2
箱根へ社員旅行　前列中央が山
田、両隣に鈴木、佐藤。社員が
増えて、バスが2台になった

20011001 総務のロッカー内 あり

写真整理表（見本）

歴史を語る数々の写真
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「執筆、おつかれさまでした」　いかがでしたか？　
あとがきは、全体を作り終えてから書くようにしましょう。
作り始めから、途中、そして仕上がるところまでたどり着く
のは、そう容易なことではなかったはずです。行きつ戻り
つ、書く手が止まって考えあぐねたり、さまざまな思いが交
錯したことでしょう。
それはどの会社でも同じ事が起こっています。歴史を振り
返ってみると、いまにして真相がわかったり、事実が浮かび
上がることもあります。それらに気がついたときの学び、喜
びや悲しみ、驚きなど、あとがきには、貴社の社史作りを
通じて、どのようなことに気づいたのか、何を考えたのか、
途中で止まった手を、何が再び動かしてくれたのか。そのよ
うな心の軌跡を、思い出しながら、綴って下さい。
下記のようなことから、書き始めるといかがでしょう。
1）最初に社史を作ろうと思ったことと、作り終わってから
思ったことの違い

2）いつから作り出して、いつ終わりましたか。その間、どの
ように時間は過ぎていきましたか？

3）どのような発見、学び、気づきがありましたか？
4）どなたに、どういう協力をしてもらいましたか？
5）作り終わった後の感想
6）これをどのように所蔵、活用しようと考えていますか？
7）現在の会社と社員への感謝の気持ちと、今後の会社と
社員への期待の言葉

これらの中から、あなたの思いにフィットした内容を取り
上げて書かれたらよいと思います。

あとがきの作成について
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あとがきの作成について

あとがき
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あとがきの作成について
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エピローグ（本書のあとがき）

いかがだったでしょうか。社史の原稿はつくれましたか？　
自分の過去の人生と向き合うのは、多くの場合、楽しい
ことですが、それが会社の歴史となると、楽しいことばかり
ではありません。いえ、経営をしていると、厳しいことの方
が多かったのだろうと思います。
平成元年・1989年。かの昭和天皇が崩御された頃の自分
は、けっこう覚えていますよね。あれから30年。長いようで
すが、過ぎてみると短く感じませんか？　

いま、我が社でも社史の制作を進めています。「創業35
年史」です。
数多くの社史を手がけてきましたが、我が社自身の社史
をつくるのは、初めての体験です。
初めての社史では、創業者の人となりを記録しておかなく
てはなりません。多くの場合、創業者は事業を始める動機
やきっかけが、創業前の人生や人間関係から出発すること
が多いからです。それゆえ、筆者の恥ずかしい半生を書か
ざるをえなくて、勇を鼓して綴りました。それだけでも決心
が必要でしたが、さらに、いままでの多くの失敗とわずか
な成功も書くこととなり、一汗も、ふた汗もかくこととなりま
した。
今まで、お客様の立場にたって企画･編集してきたつもり
でしたが、自社で作り出してみると、知らなかったこと、今
回わかったことがあって、今更ながら、お客様に申し訳な
かった、という気持ちがこみ上げてきました。
日頃は、お客様に「勇気を出して書きましょう」と言ってお
きながら、実際、我が社が書くとなると、そう簡単なことで
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エピローグ（本書のあとがき）

はありませんでした。
どうしても、専門家として、あるべき論が先に立ち、理想
的な社史を目指そうとするきらいがあります。最初から、そ
ういうことを考えると、なかなか前に進まないのは、いずこ
も同じ。当社も、4年前のスタート時のプロジェクトチーム
の半分以上の担当者が変わりました。
そして、いま、いよいよ終盤にかかって、近年のドラマが
紡がれるところまできました。
一つひとつの工程に携わってきましたが、最終的に、ど
んな社史が出来上がるのか、読者の反応を考えると、ドキ
ドキ感とワクワク感が入り交じります。
歴史と正面から向き合おうとするのは、ほんとうに勇気の
いることです。ましてやその中心に近ければ近いほど、避け
たくなる気持ちが強まります。しかし、そこで逃げてしまっ
ては、せっかく歴史が語り出していることを、聞き逃してし
まいます。
「社史　良薬のごとし」。もっとも適確に会社の強点、弱
点を教えてくれ、今後の経営の方向性も示してくれます。
今回、時間と気力をふりしぼって書かれたこの社史を、ぜ
ひ、ご家族や社員さんに共有していただき、貴社の歴史か
ら将来へとつながるドラマが、さらに明るく、開かれた物語
となることを、お祈りして擱筆いたします。

我が社の社史の原稿をチェックした土曜日の午後
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浅田厚志
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 社史ガイドシリーズ１

『新版 企業を活性化できる社史の作り方』

四六判　232ページ

定価
（本体1,714円＋税）

第1部　社史とは何か
１．社史制作にかかる前に
２．周年記念事業と社史制作
３．社史発刊が多くなってきた理由とその背景
４．社史発行の意義と目的
５．最近の社史の傾向
６．自分史、伝記、社史、記念誌の違いについて

第2部　社史を企画するに際して
７．企画に必要な条件
８．前に出した社史と二冊目以降の社史
９．企業内担当者の役割
10．社史に関係する外部スタッフの編成
11．社史コンペの行い方
12．外注業者を選択するポイント

第3部　社史の編集・制作のすすめ方
13．資料収集・整理、活用の方法
14．内容構成案の作り方
15．社史に入れられるおもしろい企画
16．読まれる原稿を作るには
17．書きにくい内容は、どう処理するか？
18．書籍体裁の選択
19．校正恐るべし
20．発刊スケジュールも重要なポイント
21．配布の準備と発送方法

第4部　コストを知る
22．コストの内容とその管理について
23．コストの種類とその特性を知る
24．経費計上の仕方について

社史・記念誌ご担当者必携の書！
企画の基礎から応用までを系統的に解説。

既刊のご案内
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アーカイブの専門家が、資料の保存と
管理に関するノウハウをはじめアーカ
イブズ学の基礎から実践的なテクニッ
クまでを分かりやすく解説 ! !

『実践 アーカイブ・マネジメント』
―自治体・企業・学園の実務―

朝 日　 崇

四六判、並製、　228 頁
ISBN　9784883384501
本体 2,000 円＋税

アーカイブズとは
個人や組織が、活動の中で生み出した歴史的資料群や資料保存機関。
とくに歴史的資料の収集、整理、保存、活用等一貫したシステムによ
り支えられた資料群を指します。

目　次
第 1 章　アーカイブの世界に馴染もう
第 2 章　アーカイブの大事さを知ろう
第 3 章　アーカイブを実践してみよう
第 4 章　先達から学ぼう
第 5 章　これからやるべきことを見極めよう

朝日 崇（あさひ たかし）

1954 年千葉県生まれ。1978 年一橋大学社会学部卒業。
大手印刷会社にて 150 冊余の企業史編集業務に従事の後、出版文化社
にてアーカイブの企画営業を行う。その後独立し、アーカイブの啓
蒙・実践に従事。記録管理学会会員（2003 年～ 2009 年理事・学会誌
編集委員長）、日本アーカイブズ学会会員。
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『新版 よくわかる！
社史制作の Q&A77』

出版文化社社史編集部編

四六判、並製、224頁
本体 1,800円＋税
ISBN　9784883385812

事前準備 ・社史を出すと、どのようなメリットがあるのですか？
・何周年での発刊が多いのですか？
・最低、何か月あれば社史をつくることができますか？
・創業者の事績を特筆したいのですが、社史としてはおかしいですか？

企画づくり ・スケジュール管理のポイントを教えてください。
・見積もり発注の際におさえておくべきポイントは何ですか？
・編纂事務局の仕事とはどのようなものですか？

資料・
情報収集

・どのような資料を集めればよいのですか？
・古い資料がほとんど残っていないのですが、社史はつくれるでしょうか？
・写真を集めるルートにはどのようなものがありますか？

デザイン・
校正・印刷

・社長にはどの段階でチェックしてもらえばよいですか？
・校正のコツを教えてください。

取材・
原稿作成

・仮目次とは何ですか？　なぜ必要なのでしょうか？
・取材の進め方について教えてください。
・

デジタル化 ・書籍として制作した社史のデジタル化は可能ですか？
・社史で集めた資料をWEB上で利用可能にする方法はありますか？
・本格的なデジタル・アーカイブについて教えてください。
株式会社はせがわ／株式会社マルハン／朝日放送株式会社／千島土
地株式会社／株式会社なだ万／日活株式会社／塩野香料株式会社／
千葉交通株式会社／パイン株式会社／株式会社デルフィス／株式会
社サカタのタネ

体験談
（敬称略）

社史制作をするには何から手をつければ
よいのか、どんなふうに制作するのか。
社史を制作する際に湧き出る疑問に編集
部が答える形式で詳細に解説。実例も多
数収録。
各企業に合う社史を制作するためのヒン
トが凝縮された一冊。
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『成功長寿企業への道』 

浅田 厚志 著
発行：出版文化社
体裁：四六判、並製本、
　　　240ページ
定価：2,000円+税

第１章　成功長寿とは何か

第２章　成功長寿企業の経営スタイル

第３章　成功長寿企業の同族性と継承力

第４章　成功長寿企業と家族主義・実力主義

第５章　成功長寿企業と経営の６要素

第６章　成功長寿企業と社員持株会

第７章　成功長寿企業と労働組合

第８章　成功長寿企業の特徴

第９章　成功長寿企業社長10人の言説から特徴を捉える

取材とアンケート調査で見えてき
た「成功長寿企業」の経営スタイ
ルとその哲学

創業平均144年の長寿企業328社に75
の質問を行ったアンケート調査。
長寿企業10社と非長寿企業11社の経
営者への取材。
そこから得たデータを分析し、彼ら
の経営の神髄に迫る。
長寿企業の傾向が一目でわかる図版
も56点掲載。

―果たして、彼らは創業時の商
品をいまも販売しているのか？



帯なし
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