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山中耕作・井上芳子・天野千振

ほか編集)、特別賞には、60年の創作活動の中から10冊の詩集をまとめた
「杉谷昭人 詩集 全」(杉谷昭人著)が選ばれました。いずれも、弊社で刊行い
たしました。なお、杉谷昭人先生は弊社の顧問として、長年編集のご指導も
いただいております。あらためて深く感謝いたします。

「このデザインが気に入って」と先方担当の

的にやり取りをさせていただいている方も

中の自費出版のお客様にいただいた言葉で

Ｋさんが言ってくださるほど良いデザイン

いらっしゃれば、初めてお会いする方もい

す。原稿をいただく前にお客様自身も推敲・

でした。

らっしゃいます。仕事上、当たり前と思わ

校正を重ねたそうで、また普段から本をた

そのデザインを担当してくれたのが、昨

れるかもしれませんが、編集部という職場

くさん読まれるそうですが、「今回の構成・

年４月入社したばかりの10代の制作部員で

にいなければ、お会いする機会も、聞かせ

校正には驚きました。なにより日本語に対

した。

てもらえないお話もたくさんあります。

ランチパスポート都城版vol.３が３
月１日発売となりました。今回、都城

今まで生きてきた中で全く触れることの

の無いなかでの仕事でしたが、Ｋさんの思い

なかった分野のお話も、一から教えていた

が先方の部署内を動かして予定通りのスケ

だく毎日です。まだまだ「編集」の入口に

ジュールで全てが完成しました。

すら立てていないのかもしれませんが、取

私自身は校正をお出しするときに、こちら

納品後の挨拶の時に「もしかしたら年度末

の方針をお伝えする文書を添えるようにし

の人事異動で動くかもしれません。もっと

ました。これまでも口頭ではお伝えしてい

こんな仕事をしたかったです」と感謝の言葉

たのですが、文字にしてみると共通認識と

を頂きました。新入社員さんに感謝です。

材する際、原稿を書く際に心がけているこ
とがあります。
「事実を、わかりやすく、魅力を伝える」。
原稿の文字数やレイアウトに日々苦戦して

して整理され、お客様が校正を見るときの

いますが、行き詰ったときに心の中で唱え

拠り所となります。また、お客様に判断し

る呪文です。
これからも精進してまいります。

ていただきたい部分や、気をつけて見てい
完成までにはもう少しかかりますが、で

ランチパスポート

おかげで打合せもスムースに進み、時間

ただきたい言葉なども示すようにしました。
きあがったときに、お客様と一緒に《感動》
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取材を受けてくださるお店や、情報を提

使い方など、勉強になりました」。現在編集

“もうひとつていねいに、もうひとつプラ

録委員会監修、西南学院大学民俗学研究会

“新しき”
に
触れる

供していただく会社のみなさま。毎月定期

スαを”という最近の社内の合言葉をうけて、

綴った「平家の里 椎葉村の昔語り 上巻 昔ばなしの部」(椎葉村の昔語り記

編集部
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コンペで獲得した商品の各所への納品・
発送が昨日（２月26日）に終わりました。

本が出来上がるまでに、本文中に登場してくる方と何度か連絡をとります。その際、

部

私的編集

コンペの結果を報告いただいた時から

言葉をいただきました。

第28回宮日出版文化賞が発表されました。椎葉村に語り継がれる民話を

１月末に発刊された『裏鳥海の「奇蹟」』は秋田県由利本荘市鳥海町が舞台です。
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「段落の置き方、句読点のつけ方、言葉の

する気持ちが伝わります」と、うれしいお
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と笑いながら言われました。
由利本荘市のライブカメラを教えてもらったので見たとこ
ろ、会社の外とのギャップがありすぎて、こんなに違うもの
かと思いました。
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除に救世主

制作室の掃

日本って広いな

制作部
Iさん

毎日のお掃除は大変ですね。皆様は床掃除、どのようにされていますか？
制作部では、毎朝室内を雑巾がけしていたのですが、これまで長い間、膝をついて
せっせと雑巾がけしておりました。小さな埃もパソコンにはダメージを与えるので、
せっせせっせと……結構な重労働でした。
そんなある日「これを使用してください」と総務より支給されたのが、おそうじハ
ンディモップ！
ホームセンターなどで目にする○○ワイパー？のようなものに、雑巾をクイッと挟
み込むだけ…というものですが、今まで雑巾がけは膝をついて行うものだと決めつけ
も楽だし、手拭きでは拭けない、奥の方まで届く届く！

使ってみると、とて

みんなで喜び、重宝し、今

では毎朝欠かせないアイテムとなりました。こういう「目からウロコ！」なもの、ま
だまだあるかもしれませんね。
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