【 資 料 第 ２ 号 】

アカデミー推進部アカデミー推進課
区史編さんの取組状況等について
１

区史本編
（１）区職員等に対するヒアリングを実施
・成澤廣修区長（平成 28 年７月 21 日実施）
（２）項立て・小見出し・内容等整理と並行し、執筆中（今年度末、脱稿予定）

２

区史資料編
（１）掲載項目案に従い資料収集、データ入力及び入力内容の校正作業中
（２）グラフ化などの見せ方を検討中
（３）組見本作成中（基本版面、一部レイアウト）
（４）目次（案）
別紙１のとおり

３

区史写真集
（１）作業状況
本文のレイアウト、画像許諾の確認作業完了
序文・索引・写真提供一覧のレイアウト完了
目次・凡例・協力者一覧・奥付のレイアウト完了
校正及び校閲作業を実施
（２）写真資料の収集
提供実績（平成 28 年 12 月末現在）
26 年度
提供者数
写真資料数

27 年度

（単位：人,件）

28 年度

計

９

57

67

133

113

607

358

1,078

＊提供方法：プリント写真やデジタル写真画像などを区で複製。現物は返却

（３）区史写真集の刊行
別紙２のとおり
（４）フォト・ヒストリーの連載
区制 70 周年記念の企画として、区史編さん事業において区民等から収集した写真資
料や、歴史館所蔵のもの、過去に区報ぶんきょう用に撮影された写真の中から、文京区
の懐かしい写真１枚を紹介する「フォト・ヒストリー」を区報ぶんきょうで連載する。
〔連載期間〕
平成 28 年５月 25 日号から平成 29 年１月 25 日号まで[全９回]
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〔これまでの実績〕
回及び号

年

代

内

容

第１回 5/25 号

昭和 20 年代

丸ノ内線開通直前（S29）

第２回 6/25 号

昭和 30 年代

文京区民体育祭（S36）

第３回 7/25 号

昭和 30 年代

東京オリンピック聖火リレー隊（S39）

第４回 8/25 号

昭和 40 年代

首都高速５号線建設工事（S42 頃）

第５回 9/25 号

昭和 40 年代

都電区内走行区間全廃（S46）

第６回 10/25 号

昭和 50 年代

文京区民夏の祭典（S51）

第７回 11/25 号

昭和 50 年代

第８回 12/25 号

昭和 60 年代

第９回 1/25 号

平成元年以降

台風などによる被害（S56）
伊豆大島三原山の噴火に伴い避難島民
を受入れ（S61）
文京シビックセンター落成（H6）

※区ＨＰの区史編さん事業のページでも、同内容の情報を公開

４

文京区地域映像資料制作
映像資料調査・保存事業で収集した映像資料の中から、編集・加工し BGM やナレーショ
ンを加えた 20 分程度の映像作品『フィルムに残る文京の記憶』を制作している。26 年度

から 28 年度までの３か年にわたって計３本の作品を制作することになっており、現在３
作目となる「ぶんきょうのくらし」を制作中である。これらの作品を収めた DVD は、平成
29 年４月以降、アカデミー文京の視聴覚ライブラリーや、図書館、区内各小・中学校に
配付し広く区民等に公開予定。
○共通タイトル：『フィルムに残る文京の記憶』
26 年度「ぶんきょうの四季」
（文京区の四季の移り変わりを映像で追った作品）【完成】
27 年度「ぶんきょうの追憶」
（区内で起こった出来事に焦点を当てた作品）【完成】
28 年度「ぶんきょうの暮らし」
（区内で生活する人々の日常に焦点を当てた作品）【平成 29 年１月末完成予定】

2

別紙２

区史写真集の刊行について

１

区史写真集のタイトル
写真で綴る「文の京」 歴史と文化のまち

２

販売方法について

（１）区内書店等での販売
区内書店組合の流通会社と「書店等での『文京区史写真集』の販売及び販売代金の徴
収事務委託」に関する契約を行う。販売取扱手数料は頒布価格の 35％とする。文京区全
域を網羅するように区内外の書店等 15 店舗以上で販売を行う。委託契約は、28 年度（2/1
～3/31）と 29 年度（4/1～3/31）の２か年度に限定する。
（２）行政情報センターで頒布
行政情報センター（文京シビックセンター２階）で頒布する。

３

発売日及び販売に関する広報について

（１）発売日
平成 29 年３月 15 日（水）
※平成 29 年２月 25 日(予定)から区史写真集取扱書店において予約受付開始
（２）広報
区報（平成 29 年２月 25 日号１面 刊行に関する記事を掲載）、区ＨＰ、ＣＡＴＶ、
スクエア（文京アカデミー）などで実施する。
ポスターを区設掲示板、区史写真集取扱書店等、公共施設などに掲示する。

４

頒布価格等について
（１）書籍体裁

Ａ４判

（２）頒布価格

1,700 円

（３）印刷部数

4,000 部

【内訳】有償頒布

240 頁

3,400 部、無償頒布

600 部

無償頒布内訳：行政内部利用 172、図書館等 96、関係者提供(協力者等)260、
他自治体提供 26、予備 46
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５

刊行記念イベントについて
（１）区史写真集刊行記念 写真パネル展
①開催日

平成 29 年３月 15 日（水）～19 日（日）
午前 10 時～午後６時（最終日は午後３時まで）

②会

場

ギャラリーシビック（シビックセンター１階）

③費

用

無料

④内

容

写真集を制作するために収集した写真資料等の中から昭和の昔懐かしい
写真を中心に約 100 点をパネル化し展示する。構成の都合上掲載に至ら
なかった写真も含め展示方法を工夫した上で公開する。

⑤広

報

区報（平成 29 年２月 25 日号１面 開催記事を掲載）、スクエア（文京ア
カデミー）、区ＨＰ等において実施する。
ポスターを区設掲示板、区史写真集取扱書店等、公共施設等に掲示する。

⑥その他

展示会期間中、会場内で区史写真集を販売する。

（２）区史写真集刊行記念 上映会及び講演会
①開催日

平成 29 年３月 16 日（木）

②会

シビックホール小ホール（シビックセンター２階）

場

③対象者

区内在住・在勤・在学者

④定

員

300 名（抽選）

⑤費

用

無料

⑥内

容

ア

第１部

開場：午後２時

開演：午後２時 30 分

映像作品「フィルムに残る文京の記憶」上映会

映像資料調査・保存事業で収集した映像フィルムの中から制作した映像作品（全
３作品・約 60 分）の上映会を開催。活動弁士（坂本頼光氏）による語りと無声
映画ピアニスト（柳下美恵氏）によるピアノ伴奏付きで上映する。
イ

第２部

講演会「区史写真集を読み解く」

講師：森まゆみ氏（作家）

長年、地域雑誌『谷中・根津・千駄木』の編集人を務め、近年は作家としてご活
躍の森まゆみ氏を講師にお招きして、開催する。
⑦広

報

区報（平成 29 年２月 10 日号 参加者募集に関する記事を掲載）、スクエア
（文京アカデミー）、区ＨＰ等において実施する。

⑧その他

会場ロビーにおいて、区史写真集を販売する。
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