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未来へはばたく
　導入したばかりのイタリア製最新鋭ヘリコプター
「AW169」型機。機体にテレビカメラを備え、生中継
ができる放送機材も積んでいます。朝日新聞社航空部
は2016年で90周年を迎え、現在ヘリ5機、小型ジェッ
ト1機を保有し、空撮取材に取り組んでいます。
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　私たちが知らないところ
で亡くなっている子がもっ
といるかもしれない。ある
児童相談所の職員からこん
な話を聞き、ぞっとしまし
た。居どころが分からない
子どもの多さ、死因究明の
あいまいさ。子どもの死が
把握されていないという問
題意識が「小さないのち」
の出発点になりました。事故
や虐待など様々な問題を考
える連載にと思っています。
　思わぬ事故などで子を亡
くした親たちを取材しまし
た。「危険を知ったら悲し
い思いをする人が減るかも
しれない」と取材に応じて
くださったのが、うつぶせ
寝で亡くなった宇宙（そら）
ちゃんのお母さんでした。
　新聞に出来ることは限ら
れています。でも、人の死を、
仕方ないですませたくない
と思っています。

仕方ないで
すませたくない
東京本社特別報道部記者

山田 佳奈
（やまだ　かな）
　2004年入社。東京本社文化
くらし報道部から、15年5月に
特別報道部へ。
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　インターネットを通じて誰もがたやすく情報を入手し、発信できる。そんななか、朝日新聞社は地道な取材やこれまでの枠にとら
われない試みで、身近な問題や世界的な課題に向き合っています。未来を担う子どもたちの報道もその一つ。日常に密着してありの
ままの姿を描き、貧困やいじめ、命の問題などを様々な角度から掘り下げています。

おなかをすかせた姉妹は、母に隠れてティッシュペーパーを口にした。それでも、周囲に「助けて」と言い出せなかった=内田光撮影、「子どもと貧困　シングルマザー・上」から

読者とともに考え、新しい
ニュースを探る「フォーラ
ム面」でも「子どもと貧困」
について議論が交わされ、
多くの意見が寄せられた

子どもの命について考える
企画「小さないのち」
　連載企画「小さな
いのち」。思いがけ
ない事故で子を亡く
した遺族らへの取材に基づく
「ある日　突然」編や、児童虐待を
取り上げた「奪われる未来」編を
掲載したところ、読者や専門家ら
から多くの反響が寄せられました。
朝日新聞デジタルの特集ページで
は、記事と併せてドラム式洗濯機
を使うときや、お風呂場での注意
点など、暮らしの中に潜む危険を
動画で紹介しています。

シリーズ「子どもと貧困」
　貧困ゆえに多くのことをあきら
め、未来への選択肢を狭められ、社
会から孤立しがちな子どもたちの
割合は年々増えています。朝日新
聞では、貧困の現場を取材し、支援
へのあり方、制度の課題などを紹
介するシリーズ「子どもと貧困」
を掲載し、解決の糸口を探ってい
きます。

小さな言葉
大切に届けたい
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地球の叫びと向きあう
　「2030　未来をつくろう」は、地球規
模の課題をどのように解決できるか、
みなさんとともに考える企画です。特
集では、国連が30年までに解決を目指
す貧困や教育格差、感染症、ジェンダー
問題などと向き合う人たちを日本や世
界で取材しました。また、ゲイツ夫妻や
歌手のエルトン・ジョンさんら、国内外
のフィランソロピスト（社会貢献活動
家）や起業家が特集にメッセージを寄せ
ました。

　米国で農業を手がける大企
業とベンチャーを取材しまし
た。それぞれ本業を通じて、地
球温暖化と食料不足という大
きな課題を解決しようとして
います。バングラデシュでバッ
グを作る企業とタイでふりか

け工場をつくった僧侶も、支援
相手が自ら稼げるようになり、
自立してもらうことを重視し
ています。
　「社会の課題なんて、とても
手に負えない」。そう思う人も
多いかもしれません。でも、世

界には自らのビジネスを生か
して、大きな社会の課題に取り
組む団体や個人が多いのも事
実です。さあ、皆さんも仕事や
趣味を通じて、解決に貢献でき
る社会の課題はないか、いっ
しょに考えてみませんか。

さあ、みんなで
考えよう
東京本社経済部記者

福田 直之
（ふくだ　なおゆき）
　2002年入社。東京本社経済部
で財務省、銀行業界などを担当
し、中国への留学を経て、現在は
IT・ベンチャー業界を担当。

国際フォーラム「朝日地球会議」
　「朝日地球会議2016」は、「環境その先へ　持続可能な社会の実現」をテーマに、
2016年10月に3日間にわたり開催した朝日新聞社で最も大きな国際フォー
ラムです。国内外の第一線の研究者、政策決定者、先端の企業人やNGO関係
者などを招いて、講演やセッションを繰り広げました。10代から80代ま
延べ4,500人が来場し、より良い明日への解決策を共に探りました。

インド北部のゴート村では、子どもたちがレンガ
造りの家の中、小さな太陽光パネルとリチウムイ
オン電池、LEDを組み合わせたソーラーランタン
で本を読んでいた=編集委員・石井徹撮影

バングラデシュ・ダッカにある日本企業「マザーハウス」（東京都台東区）の工場。
手厚い待遇で従業員を貧困から救う＝福田直之撮影

インド西部グジャラート州のメトロ建設現場脇で遊んでいた子どもたち＝池永牧
子撮影
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熊本地震では朝日新聞の販売所10カ所が被災した。店舗が半壊した「ASA熊本北部」では、割れた窓ガラスをブルーシートで覆ったまま業務が続けられた=関田航撮影

2016年4月に始まった、連載「てんでんこ」。「3・11」を通して、過去にもさかのぼりながら、日本の「いま」と
「これから」を見つめ直そうと企画された

「熊本の笑顔の為に闘うばい」。震災後初のＪ２リーグ戦に臨むロアッソ熊本に、サポーターが応援幕を広
げて声援を送った＝北村玲奈撮影

被災地の保育園で歓迎を受け、もみくちゃになるくまモン
＝熊本県西原村、福岡亜純撮影

デジタル企画「＃震災わたしはいま」。読者の写真と言葉を
インスタグラムで募集し、東日本大震災5年の思いを共有した

　2016年2月、市民マラ
ソンの魅力を探る企画で熊
本城マラソンを走りまし
た。ゴールで目にした青空
の下の熊本城は忘れられま
せん。
　熊本地震が起こったのは
その2カ月後、秋田への異
動直前でした。前震後は益
城町で、本震後は南阿蘇村
で取材しました。大きな余
震が度々襲う中、がれきや
壊れた道路を乗り越え、と
にかく起こっていることを
伝えなくてはと必死でした。
　同時に、姿を大きく変え
た風景と多くを失った被災
者を前に、無力さも感じま
した。2週間後、秋田に赴
任しました。「記者として
何ができるだろう」。最後
に見た傷ついた熊本城の姿
を思い出すと共に、こと
あるごとに問い続けてい
ます。

記者としてできる
こと、問い続ける
秋田総局記者　

石川 春菜
（いしかわ　はるな）
　2015年入社。熊本総局を経て、
16年5月から秋田総局。

被災地と外を
つなぐ扉に

　2016年4月。最大震度7を2度記録する熊本
地震が発生しました。余震が続き、ライフライン
が混乱するなか、記者や販売所ASAは「今起きて
いることを伝えたい」「今日も新聞を届けたい」と、
自らができることを考えながら業務に当たりま
した。また、未曽有の被害をもたらした東日本大
震災は発生から5年がたち、写真共有SNS「イン
スタグラム」を利用した企画「＃震災わたしはい
ま」には多くのメッセージが寄せられました。
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戦闘の被害を受けたパルミラ遺跡のアラブ城。
ドローンを使って上空から撮影した

古代都市遺跡パルミラ。ＩＳが一部を破壊したベル神殿（奥）近くで、ロシア軍の地雷除去作業による煙が上がっていた＝いずれも矢木隆晴撮影
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　ユネスコの世界遺産として知られる、シリアの古代都市遺跡パルミラ。2016年4月、アサド政権軍が過激派組織「イスラム国」（IS）
から同地を奪還した後に、日本メディアとして初めて朝日新聞記者が現地入りし、ISによる破壊の傷痕を取材しました。朝日新聞社
では海外に5総局34支局の取材拠点を設け、世界の最新情報を届けています。

世界の「今」を感じる

世界を読み解く日曜版
「GLOBE」多方面に発信
　グローバル化著しい世界を読み解く日曜版GLOBE
は、月1回コンパクト版20ページの別刷りでお届け
します。海外の大型ルポや体験取材に基づく内容と、
ADC賞受賞の大胆なデザインとで、世界と日本を結
びつける挑戦です。紙面に限らず、BSテレビ、ウェブ、
ソーシャルメディア、大学の講義、読者とつながる
トークイベントと、多方面に発信します。

　2016年4月、同僚の春日芳
晃記者とシリアの世界遺産、
パルミラ遺跡をドローン（無人
機）を使って取材しました。
上空から撮影すると、被害の状
況が一目瞭然です。シリアでは
11年から内戦状態が続いて

います。過激派組織「イスラム
国」（IS）による破壊活動で、遺
跡だけでなく市民生活にも多
大な影響が出ています。町は廃
虚と化し、住居や仕事を失った
人々が近隣都市に避難してい
ました。

　紛争地では取材するか撤退
するかの判断が常に問われま
す。信頼する各方面から情報を
収集し、安全を確認します。時
には撤退も辞さず、最善の注意
を払って取材を進めています。

戦闘の被害を受けたアラブ城。ドローンを使って上空から撮影した
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シリアの遺跡を
ドローンで取材
国際報道部機動特派員

矢木 隆晴
（やぎ　たかはる）
　2000年入社。東京本社写真
部、日刊スポーツ写真部出向
などを経て、15年4月から国際
報道部へ。



　2016年は、南米初のオリンピックとなるブラジル リオデジャネイロ五輪・パラリン
ピックが開かれました。日本は五輪で世界6位となる金メダル12個を獲得。銀8、銅21と
合わせての計41個は、前回ロンドン大会の38個を上回り史上最多でした。
　次回2020年の開催地は東京。朝日新聞社は引き続き大会を支援していきます。

フィールドの
最前線で

　両腕のないスイマーのガッツポーズを見たことはありますか？　義足の
ランナーが大腿筋（だいたいきん）をどう鍛えるか知っていますか？　朝日
新聞デジタルの特集「チャレンジド」では、障がい者アスリートたちの〝超人〟
ぶりにデジタルならではのＣＧ、動画、写真、密着記事で迫ります。３年後の
東京で、きっと我々の胸を熱くさせる選手たちの世界をぜひご覧ください。
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　心が折れかけたのは2人
だけではありませんでした。
リオデジャネイロ五輪の
バドミントン女子ダブルス
決勝。最終ゲームで16-19
と追い込まれた高橋礼華、
松友美佐紀とともに、私も
同じ気持ちでした。絶体絶
命の状況から、5連続得点
による大逆転劇。目の前で
繰り広げられたプレーのす
ごさを伝えたい一心で、原
稿を書きました。
　2018年には韓国の平昌
で五輪、ロシアでサッカー
のワールドカップ（W杯）が
あります。日本でも19年
にラグビーのW杯、20年
には五輪が開かれます。
　会場で、テレビで競技を
見た人たちに、時間を置い
てからでもワクワクしなが
ら読んでもらえる記事を書
けるよう、日々努力してい
きます。

ワクワクしながら
読んでもらえる記事を
東京本社スポーツ部記者

清水 寿之
（しみず　としゆき）
　2002年入社。11年から東京本社
スポーツ部。五輪取材は12年ロンドン
大会で女子サッカー、16年リオ大会
でバドミントンや競泳などを担当。
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虫明 麻衣
（むしあけ　まい）

　6歳と3歳の子を育てながら、午前8時半～午後4時半、
週4日勤務で働いています。この働き方により、仕事と
育児のいいバランスを取ることができています。
　新聞広告の紙面調査や、SNSでの反響調査、マーケティ
ング情報誌「広告朝日」の編集業務が、主な仕事です。
　限られた時間で効率よく仕事をするため、朝一番でや
るべきことをリストアップし、スケジューリングします。
職場には育児中の同僚も多く、理解ある仲間に毎日助け
 られながら、やりがいを持って仕事をすることができて
います。

蔵岡 希久子
（くらおか　きくこ）

　文化催事を企画、開催する部署で美術チームに所属し、
展覧会の会場探しや企画の売り込み、展示作品の構成、
美術館との調整などをしています。これまでに、「トーベ・
ヤンソン展」や「現代書道二十人展」「世界報道写真展」
「ミッフィー展」などを担当しました。
　開幕初日、会場前に行列ができて、開催を心待ちにして
いたお客さまがじっくりと作品に見入っている姿を目に
するのは、一番の喜びです。1年先、2年先を見据えて現在
も企画展を仕込み中ですので、楽しみにしていてくだ
さい。

今垣 真人
（いまがき　まさと）

　入社以来、エンジニアとして社内のシステム導入や
運用に携わってきました。システムがダウンすれば、新聞
製作も情報配信もすべて止まってしまいます。いわば
会社の「急所」を預かる仕事です。
　今は報道フロアで「エンジニア兼編集部員」として、
ニュースのデジタル発信をする仕事をしています。単に
記事がいかに読まれたかというデータを提供するだけで
なく、その数字の意味や分析を示し、より深く読んでもら
うために必要なことは何かを突き詰めていきたいと思い
ます。 

今田 勇佑
（こんた　ゆうすけ）

　朝日新聞の販売所「ASA（朝日新聞サービスアンカー）」
と連携し、担当エリアの購読者を増やすのが販売局の仕
事です。月の半分以上は担当する東京都内北部のASAに
お邪魔し、経営状況を確認したり、一緒に営業戦略を立て
たりしています。
　なかでもASAとともに新しい挑戦をするのは、やりがい
がある仕事です。東京の赤羽や池袋で、イベントの際に
朝日新聞のブースを設け、名前と写真が入った記念号外
を発行しました。地元の学校などとも連携し、新聞をより
多く手に取ってもらえるよう奮闘しています 。

　朝日新聞社には“職種のデパート”と言われるほど多種多様な部門があります。真実を追求し、それを広く伝える記者から、読者
と新聞社をつなぐ販売、スポーツ・文化イベントの企画担当、デジタルコンテンツ制作、そしてそれら全ての情報伝達を支えるITシ
ステム技術者……。総合メディア企業をめざし、部門間の連携を強化しながら新たなビジネス展開に挑戦しています。

情報技術本部 情報システム部
2005年入社

メディアビジネス局 業務推進部
2006年入社

販売局 首都圏第1部
2012年入社

企画事業本部 文化事業部
2003年入社

総合メディア企業 めざす
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朝刊づくりのため、毎夜開かれる編集部門のデスク会。熱い議論が交わされる
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　私たちは、スマートフォンに慣れ親しんだ世代に
きちんと取材をした記事を読んでほしいと考え、
2014年7月に「withnews」を立ち上げました。ゼ
ロから始めたサイトは2年後、毎月500万人以上に
読まれるまでになりました。身近な疑問を記事にし
た「マタニティーマークつけたら…『ただのデブ
だろ』と言われて考えたこと」は27万人が読み、共
感の声が寄せられました。イラストを活用した「夫
婦の一生を5コマに凝縮 『30秒で泣ける』話題の
漫画作者に聞く」は186万人に読まれました。
　ヤフーなどのポータルサイトやSNS……。新聞
記事を紙以外のチャンネルに合わせて形にする
と、こんなにも多くの人が反応します。新聞社の可
能性はこれまで以上に高まっています。

　朝日新聞デジタルの人気コンテンツ「きょうも
傍聴席にいます。」は、全国の裁判所を取材する記
者が執筆する法廷ルポ。通常の新聞記事の10倍近
い行数で裁判でのやりとりを伝えます。2016年
春には書籍化され、外国語にも翻訳されました。
　連載でいつも反響があるのは被告本人の言葉。
介護疲れから両親と川で心中をはかり、一人生き
残ってしまった娘は、おぼれて苦しむ母に「ごめん
ね、ごめんね」と声をかけた、と明かしました。法
廷では録音は認められておらず、記者の聞きおこ
した肉声から、被告や被害者の叫びや悲しみ、事件
の背後にある社会のひずみなどが浮かびます。真
相に迫り、解決の道を模索したい。記者たちはそん
な思いで日々ペンを走らせています。

　デジタル上で私たちのコンテンツ（記事、写真、
動画、インフォグラフなど）をいかに多くの人に触
れてもらえるかが、ますます重要になっています。
このため記者一人ひとりが、自分たちの発信した
コンテンツについて様々な情報を知るためのツー
ル「Hotaru」（ホタル）を新たに開発しました。
　ホタルでは、コンテンツごとに、何回読まれたか
を示すページビュー（PV）、会員登録に結びついた
回数を示すコンバージョン（CV）、滞在時間といっ
た指標や、フェイスブックやツイッター、グーグル
検索など流入元のデータ、読者の属性などを一覧
で見ることができます。記者はホタルを活用する
ことで、デジタル時代にふさわしいコンテンツづ
くりに取り組みます。

新たなメディアの形、模索

コンテンツ戦略
ディレクター

藤谷 健
（ふじたに　たけし）

デジタル編集部
withnews編集長

奥山 晶二郎
（おくやま　しょうじろう）

東京本社社会部次長

三橋 麻子
（みつはし　あさこ）

Hotaru（ホタル）
デジタル時代にふさわしいコンテンツづくりを

きょうも傍聴席にいます。
デジタルから書籍化、翻訳も

withnews
毎月500万人以上がアクセス
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初の地方開催
知事に提言

　初の地方開催となった「未来メディアカフェ」が
2016年7月、長野県松本市で開かれました。国民の祝
日「山の日」（8月11日）が初めて実施される年でもあ
り、テーマは「『山の日』を語ろう!」としました。北ア
ルプスなど全国人気の山岳地域で知られる長野県は、
山岳遭難が全国最多です。今回、信州大学山岳会やワ
ンゲル部、地元高校山岳部員ら計53人が安全登山や
山岳環境保全など四つのテーマを考えました。

　登山家の野口健さんをゲストに招き、山岳専門記者
の近藤幸夫・松本支局長との対談で問題提起。８班に
分かれた学生たちが、課題解決に取り組みました。

　長野県主催の合同イベント「信州山岳サミット」も
同じ会場で開催。学生たちが「カフェ」でまとめた内
容を直接、阿部守一・長野県知事に提言しました。阿
部知事は、県の政策として提言を採り入れることを約
束しました。

「朝まで踊れる場を」。2016年6月、東京・渋谷のクラブで開催された「未来メディアカフェ」では、風俗営業法改正の中心人物となったZeebra氏（ヒップホップ・アクティビスト）、 斎藤貴弘氏（弁護士）を迎え、改正までの道程をたどった＝天田 充佳撮影

よりよい未来を
デザインする

東京で10～12月に開催された「未来メディアキャンプ2016」。応募した約40人は記者とともに、イノベーション創出の手法として知られるシステム思考やデザイン思考を体得 しつつ、七つのテーマごとに課題解決に挑んだ

　未来メディアプロジェクトとは、みなさんと一緒に
社会課題に向き合い、解決の糸口を探り、よりよい未
来をデザインする取り組みです。人々の関心の高い
テーマについて、専門家を招き、記者とともに打ちと
けた雰囲気の中で話し合う「未来メディアカフェ」や、
同じ社会課題に関心のある人たちが集い、記者を交え
たグループワーク、フィールドワークを経て、ともに
解決策を探る「未来メディアキャンプ」を開催してい
ます。

午前中に学生たちが「カフェ」でまとめた課題解決の内容を、午後の合同イベント
で知事に提言した
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新商品・ビジネスづくり新商品・ビジネスづくり
の実験工房 の実験工房 
　メディアラボは、メディアを取り巻く環境が激変するなか、2013年6月に発足した実験工房です。①新規事業創出
②出資・投資③研究開発を柱に、メンバー約40人が新商品・新ビジネスづくりに取り組んでいます。新しい技術を持つ有望
なベンチャー企業と、朝日新聞社の各事業部門を結びつける「ハブ」の役割も果たしています。

おしごとはくぶつかん

子どもの 「仕事を知りたい・見たい」に応える
　小学校のキャリア教育を支援するプロジェクトです。2016年6月
に始めました。紙の教材「おしごと年鑑」とウェブサイト「おしは
く情報館」で、子どもたちの「仕事を知りたい・見たい」という思い
に応えます。「おしごと年鑑」は全国の約2万の小学校に無料配布。
先生方からも協賛企業からもたいへん好評です。

みっけ

タイで創刊、小学生向けフリーマガジン
　タイで創刊した小学校高学年向けの学習誌（フリーマガジン）で
す。タイの子どもたちが楽しく学べるよう、朝日小学生新聞に掲載
された記事などをタイ語に翻訳して作っています。2016年9月か
ら隔月発行し、まずはバンコク中心の約130校に約10 万部を届け
ています。日本企業や自治体から協賛金が集まっています。

朝日自分史
　人生を振り返る本づくりをサポートする事業です。朝日新聞の記者経験者が取材・編集をしたり、
朝日新聞社に保存されている写真や紙面を「生涯の一冊」に組み込んだりできることが特長です。
2014年9月に東京でサービスを始め、15年11月には大阪にも拠点を 設けました。戦中戦後を駆け
抜けた看護師の回顧録など数々の作品が生まれています。このサービスのために独自開発したシス
テムを沖縄タイムス社に提供しています。

A-port

夢やアイデアの実現を支援
 　A-portは、インターネット上の不特定多数から資金を
集めるクラウドファンディングのサイトです。2015年
3月にスタートしました。新聞社の情報発信力・編集力
を強みに、夢やアイデアを実現したい人と、共感し、支
援する人をつなぎます。捕鯨をテーマにした映画制作の
プロジェクトでは、支援者1,824人から2,325万円が集
まりました。

東京本社のメディアラボ

メディアラボ WEB ACCESS   http://t.asahi.com/csrpr

アルキキ

ニュースを読み上げる アプリ
　最新の音声合成技術を使い、ニュースを音声配信するスマート
フォン向けのアプリです。シンプルな操作で、朝日新聞朝刊や朝日
新聞デジタルから選ばれた記事を機械とは思えない自然な声で読
み上げます。聞いて興味を持った記事を読むこともできます。
2016年4月にサービスが始まり、忙しい朝の通勤時などに重宝
されています。
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歩道には啄木歌碑

　2017年春に中之島フェスティバルタワー・ウエスト（西棟、大阪市北区）＝写真左＝が完成し、朝日新聞大阪本社のある中之島フェ
スティバルタワー（東棟、12年完成）とともに、高さ200メートルの国内最高峰のツインタワーからなる新しい街「フェスティバルシ
ティ」が誕生します。東西両棟合わせて1万2千人が働く、水都・大阪の新しいランドマークになります。

国内最高峰のツインタワー

　文化交流施設の中核となる東棟の「フェスティバルホール」。優れた
音響特性や広い舞台間口など、「天井から音が降り注ぐ」と称された旧
ホールの特長を引き継いで建て替えられました。クラシックからポップ
スまであらゆる分野の音楽に対応でき、年間300日超の稼働日数を達成
しました。西棟に設けられる「中之島香雪美術館」と多目的ホール「中之
島会館」とともに文化の殿堂となります。

音楽の殿堂「フェスティバルホール」

2017年夏「コンラッド大阪」開業

東京銀座朝日ビル
2017年秋に完成

　西日本初進出になる米ホテル大手、ヒルトン・ワールドワイドの最高級
ホテル「コンラッド大阪」が2017年夏、西棟の高層部に開業します。全
室50平方メートル以上の広さは国内最大級で、客室数は164。レストラン、
チャペル、スパ、フィットネスジム、プールなどを備えています。東西両
棟の低層部には、地下通路でつながる「フェスティバルプラザ」（飲食・
物販施設約50店）が完成し、街のにぎわいづくりに貢献します。

　2017年秋の竣工に向けて、
銀座６丁目の並木通りに面した
朝日新聞東京創刊の地で新築工
事が続く東京銀座朝日ビル。
１～２階は並木通りにふさわし
いショップがそろい、3～12階
には日本初進出のラグジュア
リーホテル「ハイアット セント
リック 銀座 東京」が18年初頭
に開業します。品格と格調のあ
る外観は、銀座の新しいランド
マークとなるでしょう。

　「京橋の瀧山町の新聞社　灯と
もる頃のいそがしさかな」――。
大阪で誕生した朝日新聞社は
1888（明治21）年に東京に進出し
ました。新ビル建設地はその際の
拠点で、敷地前の歩道には、1909
年に校正係として朝日新聞社に入
社した石川啄木の歌碑が設置され
ています。

客室のイメージ図

こけら落としを飾った「大阪国際フェスティバル」の公演

外観イメージ図

都市のランドマーク WEB ACCESS   http://t.asahi.com/csrpr
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朝日新聞社のあゆみ WEB ACCESS   http://t.asahi.com/csrpr

長谷川町子
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まもなく創業140年

明治
1879年 1月25日
（明治12年）

朝日新聞第1号、大阪で創刊。
総ふりがな・4ページ、定価1部1銭で
約3千部を印刷。
従業員は20人足らずだった

1888年 7月10日 「東京朝日新聞」創刊。翌年1月から
大阪では「大阪朝日新聞」に

1890年11月25日 東京朝日が日本新聞界初の輪転機を
本格稼働。付録の国会議事録など印刷

1904年 1月 5日 大阪朝日に「天声人語」欄が生まれる

1904年 3月 4日 二葉亭四迷が入社、「其面影」「平凡」を
連載、特派員として「入露記」を送る

1907年 4月 1日 夏目漱石が入社。「虞美人草」以降
「三四郎」「それから」「こゝろ」など
小説は全て朝日新聞に連載した。文芸欄
も主宰

1909年 3月 1日 石川啄木が校正係として入社。
翌年9月「朝日歌壇」選者に

1911年 6月 1日 東京朝日に、現代の記事データベースに
つながる「索引部」を創設。
その後「調査部」と改称。日本の新聞で
初めて

大正
1912年 7月30日
（大正元年）

大正改元を号外速報

1915年 8月18日 第1回全国中等学校優勝野球大会を主催、
予選に73校が参加し、代表校10校。
戦争で一時中断されたが、全国高等学校
野球選手権大会として主催を継続、
2018年に第100回大会を迎える

1915年10月10日 大阪朝日新聞で初の夕刊発行
1922年10月21日 記事審査部創設(日本の新聞で初めて)

昭和
1928年 8月27日
（昭和3年）

日本初の商業航空旅客輸送を
東京－大阪間で開始

1929年 1月 1日 創刊50周年を記念して「朝日賞」を創設。
第1回は翌年1月25日、坪内逍遥、
前田青邨らに贈賞

1935年11月25日 九州支社に続き名古屋支社で発行開始、
全国紙の体制が整う

1936年 2月26日 2・26事件。反乱軍が東京朝日新聞社屋
を襲撃

1937年 4月 6日 本社機「神風」、亜欧連絡飛行で
世界新記録樹立

1940年 9月 1日 各社発行の題号を「朝日新聞」に統一

平成
1992年8月22日
（平成4年）

東京佐川急便事件をスクープ。
自民党の一党支配体制が崩壊に向かう

1995年 1月17日 阪神・淡路大震災。被災地向けに
タブロイド判で情報紙面を週1回発行

1995年 8月10日 ネットニュースサイト「アサヒ・コム」
開設

2002年 4月 6日 週末版別刷り「be」創刊

2008年10月 6日 地球規模の話題を取材する新紙面
「GLOBE」創刊

2011年 3月11日 東日本大震災。
東京電力福島第一原発事故では7月13日
に社説特集「原発ゼロ社会への提言」、
10月3日からは「プロメテウスの罠」を
長期連載

2011年 5月18日 有料ニュースサービス
「朝日新聞デジタル」開設

2013年 1月 2日 大阪本社が中之島フェスティバルタ
ワーに移転し新聞製作開始

2013年 5月 7日 ニュース集約サイト
「ザ・ハフィントン・ポスト」日本版開設

2015年 8月 6日 全国高等学校野球選手権大会が100年
の節目を迎える

1945年11月5日 戦争責任明確化のため、社長以下幹部が
辞任。7日に「国民と共に立たん」宣言

1949年12月 1日 夕刊が復活し「夕刊朝日新聞」で
長谷川町子の漫画「サザエさん」連載開始

1951年10月 2日 女性の投稿欄「ひととき」を新設

1952年 9月 1日 朝日新聞綱領を制定。「言論の自由を
貫く」など四つの柱からなる

1955年10月 1日 南極学術探検事務局を設置。
翌年、第1次観測隊が出発

1970年 3月 1日 第１回全日本大学駅伝対校選手権大会
を開催

1976年 2月 5日 ロッキード事件の第一報を朝刊で
スクープ。田中角栄前首相逮捕など
大汚職事件に発展

1980年 9月23日 東京本社が築地の新社屋に移転。
翌日夕刊からコンピューターでの
新聞製作開始

1986年 1月 1日 ロンドンで国際衛星版を発行

1987年 5月 3日 阪神支局が襲撃され、
記者1人死亡1人重傷。名古屋寮襲撃、
東京本社銃撃、静岡支局爆破未遂など警
察庁指定116号事件に

1988年 6月18日 リクルート関連会社の株譲渡にからみ、
川崎市助役の疑惑をスクープ。
事件は政財官界に広がり翌年、米国調査
報道協会特別表彰を受けた

夏目漱石

第１回全国中等学校優勝野球大会の決勝戦

朝日新聞社機「神風」

2・26事件で反乱軍に襲撃された直後の編集局内
1949年12月1日掲載の

「サザエさん」
©長谷川町子美術館

阪神・淡路大震災
の揺れでアメのよ
うに曲がった線路
＝神戸市

東日本大震災が発生
した翌朝も火の勢い
はおさまらなかった
＝宮城県気仙沼市朝日新聞創刊号



文化支援 スポーツ支援 WEB ACCESS   http://t.asahi.com/csrpr

「法隆寺金堂壁画」調査プロジェクトを支援
　朝日新聞社は、戦後まもなく火災で焼損した「法隆
寺金堂壁画」を確実に次の世代に引き継ぐため、法隆
寺が立ち上げた「保存活用委員会」に加わり、文化庁、

関係機関が参加して進める委員会の調査プロジェクト
を支援しています。調査にあわせ、紙面やシンポジウム
を通して金堂壁画と文化財保護の大切さを伝えます。

　東京・国立科学博物館に50万人が来場した「恐竜博
2016」をはじめ、世界的に評価される前衛芸術家、草
間彌生さんの大規模個展（2017年２月22日～５月
22日、東京・国立新美術館）など、絵画から博物、キャ

ラクター展など幅広く、質の高い文化イベントを数多
く提供。東京や大阪の音楽ホールでの音楽催事ととも
に、今後もより高いお客様の満足と付加価値の創出に
挑戦し続けます。

　朝日賞は1929年の創設（現在
は朝日新聞文化財団主催）。学術、
芸術などの分野で傑出した業績を
上げ、文化や社会の発展に多大な
貢献をした個人・団体に贈ります。
大隅良典さん、大村智さんら、後に
ノーベル賞や文化勲章を受ける受
賞者も数多く輩出してします。

　マンガ文化に大
きな足跡を残した
故手塚治虫さんの
功績を記念し1997
年に創設したのが、
手塚治虫文化賞で

す。そのほか、朝日スポーツ賞、大
佛次郎賞・大佛次郎論壇賞、朝日広
告賞、木村伊兵衛写真賞などを主
催しています。

　日本高校野球連盟とともに主催
する全国高校野球選手権大会は、
2018年に第100回を迎えます。
インターネットで始めた「バー
チャル高校野球」は、試合のライ
ブ中継などさまざまな情報を提供
し、好評です。
　サッカーでも、日本代表、Jリー
グ、アジアサッカー連盟などのス
ポンサーとしてトップレベルの
サッカーをサポートするほか、30
回の歴史を持つ全国少年少女草
サッカー大会など幅広い年齢層の
大会、イベントを支援しています。

朝日賞はじめ様々な分野で表彰

質の高い文化イベントや音楽催事を提供 高校野球やサッカーをサポート

サッカーW杯予選、対シリア戦の日本代表先発メンバー
＝2016年3月、埼玉スタジアム　©JFA

「バーチャル高校野球」のライブ中継画面

サッカー日本代表戦で記者の仕事を体験する「プレスキッズ」朝日賞、大佛次郎賞、大佛次郎論壇賞、朝日スポーツ賞の4賞合同贈呈式＝2016年1月、東京・帝国ホテル
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第98回全国高校野球選手権大会の入場行進＝2016年8月、阪神甲子園球場



Reライフプロジェクト
　子育てや仕事が一段落し、第二の人生を自分らしく
生きる世代を応援する「Reライフプロジェクト」を
2016年、始動しました。月曜朝刊Reライフ面と連動
してシニアならではの悩みを解決し、人生を充実させ
るイベントやサービスを提供しています。

キッザニア
　子どものための職業体験型テーマパーク「キッザニア
東京」（東京都江東区）と「キッザニア甲子園」（兵庫県

西宮市）に出展。新聞社パビリオンで、子どもたちが
記者やカメラマンの仕事を体験しています。

　大きな成長が期待されるコンテンツマーケティング
業界において「オウンドメディア」や「ネイティブ広告」
と呼ばれる新しいデジタル広告を扱う、2013年設立
のベンチャー企業です。16年4月、朝日新聞社が発行
済み全株式を取得し、グループに入りました。朝日新
聞社の主力商品である紙面広告に、サムライトのデジ
タル広告を組み合わせるなどして、新しい価値を読者
と広告主に提供しています。

　2008年に朝日新聞社の出版本部が独立して生まれ
ました。定期雑誌はもうすぐ創刊百年の「週刊朝日」、
独自のブランドを確立した「AERA」、カメラ誌首位の
「アサヒカメラ」など13誌。書籍は「京都ぎらい」が新書
大賞、「食品の保存テク」が料理レシピ本大賞準大賞に
選ばれ、ともにベストセラーになりました。子ども
向け科学・歴史漫画の「サバイバル」は年間130万部
の大ヒットシリーズです。

生涯の学びや文化活動を後押し サムライト
2016年春、朝日新聞グループに

朝日新聞出版
「京都ぎらい」「食品の保存テク」が
ベストセラーに

主なグループ企業・関連団体
新聞・出版・WEB
●朝日学生新聞社●朝日新聞メディアプロダクション●アサ
ヒ・ファミリー・ニュース社●日刊スポーツ新聞社（東京、西日
本、北海道）●朝日新聞出版●朝日インタラクティブ●ザ・ハ
フィントン・ポスト・ジャパン●サムライト●Asahi Shimbun 
America,Inc.（アメリカ社）

文化
●朝日カルチャーセンター（札幌、新宿、立川、横浜、湘南、名古
屋、中之島、くずは、京都、芦屋、川西、北九州、福岡の各教室）
●朝日カルチャーセンター千葉

広告
●朝日広告社●朝日エージェンシー●朝日アドテック●関東朝
日広告社●東日本朝日広告社●三和広告社●朝日エリア・アド
●大阪朝日広告社●朝日広告社（小倉）●中部朝日広告（名古屋）

折込広告
●朝日オリコミ（東京）●朝日オリコミ大阪●朝日オリコミ西部
●朝日オリコ名古屋●朝日サービス（札幌）

印刷・発送
●朝日プリンテック●日刊スポーツ印刷社●トッパンメディア
プリンテック東京●トッパンメディアプリンテック関西●朝日
産業●北海道日刊スポーツ印刷社

販売関連・即売
●朝日新聞販売サービス●朝日トップス●朝日販売サービスセ
ンター（大阪）●朝日販売サービス（西部）●朝日新聞販売サービス
名古屋●朝日サポートセンター●新販（大阪）

旅行
●朝日旅行

不動産・ビル管理
●朝日ビルディング●朝日建物管理●朝日新聞リアルエステー
ト●赤坂溜池タワー管理●有楽町センタービル管理●千里朝日
阪急ビル管理

業務支援・人材サービス
●朝日新聞総合サービス

その他
●宮本商行●朝日エアポートサービス

放送
●テレビ朝日●北海道テレビ放送●名古屋テレビ放送●朝日放
送●九州朝日放送●青森朝日放送●岩手朝日テレビ●秋田朝日
放送●東日本放送●山形テレビ●福島放送●新潟テレビ21
●長野朝日放送●静岡朝日テレビ●北陸朝日放送●広島ホーム
テレビ●山口朝日放送●瀬戸内海放送●愛媛朝日テレビ●長崎
文化放送●熊本朝日放送●大分朝日放送●鹿児島放送●琉球朝
日放送●ビーエス朝日●スカイ・エー

関連団体
◆森林文化協会◆こどもの国協会◆ベルマーク教育助成財団
◆日本対がん協会◆朝日新聞文化財団◆朝日新聞厚生文化事
業団

高校生科学技術チャレンジ（JSEC）
　高校生による科学技術の自由研究のコンテスト、通称JSEC（ジェイセック）。上位入賞者は米国の国際大会Intel 
ISEF（インテル・アイセフ）に出場します。

「写真記者」を体験する子どもたち「Reライフフェスティバル」で歩き方
をアドバイスする増田明美さん（左か
ら2人目）

合唱と吹奏楽
　全日本合唱連盟とともに「全日本合唱コンクール」や「全日本おかあさんコーラス」、全日本吹奏楽連盟ととも
に「全日本吹奏楽コンクール」や「全日本マーチングコンテスト」 などの大会を主催し、音楽振興と部活動を通じ
た子どもたちの育成に力を注いでいます。

教育支援 グループ紹介 WEB ACCESS   http://t.asahi.com/csrpr
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社内制度・受賞 データで見る朝日新聞社 WEB ACCESS   http://t.asahi.com/csrpr

制度・規定
育児休業制度　
子が満２歳に達する年度末まで
＊ 復職後に利用できる託児所サービスやベビーシッター制度があり
ます。
＊ 仕事と子育ての両立を支援する取り組みで、厚生労働省の認定マー
ク「くるみん」を2007年以降取得し続けています。

介護休業制度　
１事例につき最長１年まで分割取得可

短時間勤務制度　
育児・介護に取り組む社員は、短時間勤務や始業・終業
時刻の繰り上げ・繰り下げができます。

ジョブ・リターン制度　
出産・育児・介護などのために退職した社員が復帰を
希望する場合に再雇用制度が利用できます。

自己充実休職制度　
留学・就学や社会貢献活動のほか、配偶者の海外赴任
に同行する場合も対象とした休職制度です。

自己申告制度　
春と秋に、全社員を対象とした自己申告を実施してい
ます。今後経験したい仕事や希望勤務地などをアピー
ルできるもので、この申告も踏まえて所属長による個
人面談を実施しています。

社内公募制度　
新たな事業などを中心に意欲やアイデアのある社員を抜
擢する社内公募制度も実施しています。

特別休暇　
結婚、服喪、出産（妻の出産）、子ども看護、ウェルネス
（生理時のほか不妊治療目的も含む）などに付与されま
す。結婚休暇（有給）は同性パートナーについても適用
します。

2016年の主な受賞
2015年メディア・アンビシャス大賞（活字部門）
（メディア・アンビシャス）
「子どもと貧困　シングルマザー」（「子どもと貧困　
シングルマザー」取材班）

第28回将棋ペンクラブ大賞・観戦記部門大賞
（将棋ペンクラブ）
「第73期名人戦七番勝負第2局」（佐藤圭司記者）

貧困ジャーナリズム大賞
（反貧困ネットワーク）
「中学制服代の地域格差の実態を明るみに出した一連
の報道」（錦光山雅子記者）

日本タイポグラフィ年鑑2017・インフォグラフィッ
クス部門の最優秀賞

（日本タイポグラフィ協会）
「福島第一原発　終わり
見えぬ汚染水」（担当デザ
イナー・加藤啓太郎、アー
トディレクター・末房赤彦）

プライドフォトアワード・単一写真部門２位
（プライドフォトアワード
＝性的少数者や性の多様
性をテーマにしたオラン
ダの写真コンテスト）
「 私たち家族の食卓 」
（白井伸洋カメラマン）

第23回坂田記念～ジャーナリズム賞・第2部門新聞
の部特別賞（坂田記念ジャーナリズム振興財団）
「ノモンハン戦跡付近のモンゴル東部に現存する旧ソ連
対日侵攻拠点にからむ一連の報道」（大阪本社社会部・
航空部・写真部による取材班）

創　刊 1879（明治12）年1月25日

社　主 村山　美知子

代表者 代表取締役会長　飯田　真也

 代表取締役社長　渡辺　雅隆

資本金 6億5,000万円

売上高 単体2,748億2,700万円／連結4,200億6,900万円（2016年3月期）

社員数 4,488人　(男性3,681人、女性807人／2016年3月末現在）

所在地 東京本社  〒104-8011 東京都中央区築地5-3-2
 大阪本社  〒530-8211 大阪市北区中之島2-3-18
 西部本社  〒803-8586 北九州市小倉北区室町1-1-1
 名古屋本社 〒460-8488 名古屋市中区栄1-3-3
 北海道支社 〒060-8602 札幌市中央区北2条西1-1-1
 福岡本部  〒812-8511 福岡市博多区博多駅前2-1-1

取材拠点 国内全都道府県に 43総局 235支局
  海外に 5総局 34支局
 計317拠点（2016年10月1日現在）
印刷拠点 全国27カ所

新聞発行部数（2016年3月末現在）
朝刊670万3千部
夕刊218万6千部

朝日新聞デジタルの会員数（同）
249万人（うち有料会員27万5千人）

　朝日新聞社は、企業が人権、労
働、環境、腐敗防止の4分野で国連
人権宣言などに基づいて定められ
た10原則を守り、社会的な役割を
果たすことを自主的に宣言する
「国連グローバル・コンパクト
（GC）」に参加しています。

※会社案内・CSR報告書2017へのご意見・ご感想をお寄せ下さい。
朝日新聞社　CSR推進部
〒104-8011　東京都中央区築地5-3-2
Mail: csr-t@asahi.com
FAX: 03-3541-8999

　題字の書体は中国・初唐の三大家といわれる欧陽詢
（おうようじゅん）が書いた「大唐宗聖観記」の碑から
文字を集めて作られました。図柄は、東京・北海道発
行の紙面では「朝日ににおう山桜花」の和歌にちなん
で桜を使用。大阪・西部・名古屋発行の紙面では葦を
使用しています。これは、創刊当時の主幹のあいさつ
にあった「難波津（なにわづ）によしとあしとをかき分
けて」という言葉から取ったとされています。

社旗 社旗新聞題字
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東京・北海道大阪・西部・名古屋

新聞題字
購読・配達のお問い合わせ

0120-33-0843
（受付7～21時）

■ 総局
● 支局

ヨーロッパ総局

中東アフリカ総局

中国総局

アジア総局

アメリカ総局

北海道支社

東京本社

名古屋本社

西部本社

大阪本社

福岡本部

海外
● 本支社・本部

日本
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