あとがき

お陰さまで雑協・書協の50年史が完成し，皆さまのお手元にお届けできることにな
りました。

2004年12月に雑協・書協の合同編集委員会ならびに合同事務局編集部を立ちあ
げてから3 年，執筆を依頼してからは1年半ぐらいでしょうか，多くの皆さまのお陰で，
両協会50周年事業の中核としての「テーマ別年史」が編みあがりました。忙しいなか
を20人以上の方々に分担して執筆していただき，テーマによっては3人の方に手分け
して書いていただくということもありました。そのために，出版物の種類や立場による
視点のちがいや各執筆者の文体のちがいにより，部外者にはわからないようなところ
も多々見られました。執筆者の個性を残しながら，業界に初めて入った方にもわか
るような平易な記述にするという作業は，編集担当者の大変な努力と執筆者の寛容，
そして目を通してくださった編集委員と協力委員の方々の力がなければ，実現できな
かったと思います。今後も，よりわかりやすく実際に役だつ記述を求め続けて手を入
れてほしいと切望します。
この年史はこれで完成ということではなく，書き継がれ，編集し続けるものとして企
画されました。見方のちがい，意見のアンバランス，重要な事実の見落としなどにつ
いてのご意見ご指摘はありがたく頂戴したいと存じます。参考資料や意見や書き直し
として追加すべきものは〈50年史Webサイト〉に収容し，将来の「年史」はそこから編
集できるようにしようと考えています。
最後に，各編集委員と清田義昭氏をはじめとする執筆協力者，原稿チェックに加わ
っていただいた協力委員，ならびに原稿依頼から執筆の一部，原稿調整まで担当し
た事務局編集部の皆さまに心からお礼を申しあげるとともに，装幀・造本をお引き受
けくださった中垣信夫氏，編集制作実務の表現研究所ならびに担当の竹形和弘氏，
印刷・製本・Web制作担当の共同印刷株式会社に深く感謝申しあげます。

2007年9月
『50年史』
編集委員会
委員長 相賀昌宏
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編集委員会・執筆協力者・編集協力者一覧
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編集委員会

岩本敏（小学館），臼井幸夫（岩波書店），大森
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相賀昌宏
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委員
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秋田貞美
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金原 優
（医学書院）

恵（集英社），山了吉（小学館），渡邊隆男（二玄

古岡秀樹
（学習研究社）

社）

志村幸雄
（工業調査会）
浜田博信
（講談社）
並河 良
（光文社）
小峰紀雄
（小峰書店）
（実業之日本社）
増田義和

村松邦彦
（主婦の友社）
佐藤隆信
（新潮社）
（税務経理協会）
大坪嘉春

菊池明郎
（筑摩書房）
（ひかりのくに）
岡本 健

勝見亮助
（日本雑誌協会）
山下 正
（日本書籍出版協会）

◎編集・制作スタッフ
［総編集長］

相賀昌宏
［編集長］

勝見亮助，山下正
［副編集長・デスク］

田中光則
（書協）
［編集部］

高橋憲治，渡辺桂志，山田英樹
（雑協）
立花希一，饂口清一
（書協）
［アドバイザー］

（五十音順）
］
［執筆協力者

赤田繁夫，雨宮秀樹，上野幹夫，植村八潮，
大竹靖夫，大坪嘉春，小川史高，清田義昭，
黒須雪子，酒井仁志，志村幸雄，鈴木紀夫，
鈴木藤男，富井道宏，中町英樹，堀田貢得，
本間広政，増井元，山口二郎

佐藤善孝
（小学館）
［編集協力］

上野明雄，竹形和弘
（株式会社表現研究所）
［Ｗeb制作］

共同印刷株式会社
［装幀・造本］

中垣信夫＋井川祥子
（中垣デザイン事務所）
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