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好評発売中!!
■イギリス史の一次史料がオンラインで閲覧可能に
＜メディア研究・イギリス史＞
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BBC 年次報告書 1927-2002 年
BBC Handbooks, Annual Reports, and
Documents, 1927-2002
本コレクションは、1927 年から 2002 年までに英国放送協会（BBC）から発行された全てのハンドブック
および年次報告書を収録しています。英国放送協会への交付金とその用途に関する財務データに加えて、本
コレクションには公共放送の年次報告が記事や解説は勿論のこと、詳細なスケジュールや視聴率調査、業績
目標表と併せて収録されています。冊子体として刊行されたタイトルは、
‘Yearbook’
、
‘Annual’、
‘Handbook’
と、時の経過の中で、あるいは年次報告書と会計報告書が合冊された際にその名称を変えています。こうし
た書誌情報の変更があるため、各誌は年代ごとにグループ化されています。本コレクションは BBC’s Written
Archives Centre 所蔵の資料集です。また、ボーンマス大学メディアスクールの Hugh Chignell 博士によるオン
ラインガイドが併せて利用できます。
Undoubtedly one of the most important qualities of the handbooks is the way they connect the researcher to a distant
time and culture; those dating from the 1930s are of particular value.
Hugh Chignel , Bournemouth University

■同時アクセス数無制限
■大学・学術機関向け買い切り（恒久的アクセス）
■メンテナンス費用不要
■British Online Archive はコレクション毎に買い切り
となっています。2021 年 6 月現在 99 コレクションが
搭載され、今後も続々リリース予定となっています。
■複数コレクションでのご契約や全タイトル契約の
場合は特別価格の設定がございます。
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(学生数＋教職員数)

3,000～4,999

5,000～9,999

買い切り価格

10,000～19,999

20,000～29,999

30,001 以上

価格は弊社までお問い合わせください
※正式な見積価格は最寄りの弊社営業員に別途ご用命ください。

【収録コンテンツ】
※Containing 23,247 pages belonging to 116 documents housed in 2 volumes
(Contributor: BBC. Written Archives Centre)
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BBC handbooks
The BBC's handbooks were published yearly from 1928 to 1987, apart from a two-year break in
1953-1954. Alongside the Annual Report and Accounts, which the BBC is required to submit to Parliament,
these handbooks were intended to be a publicly available report of what it did and why. The handbooks'
aims have been summarised thus by Sir Ian Jacob, former Director-General (BBC handbook, 1955): "To
provide a clear and reliable guide to the workings of the BBC, to survey the year's work in British
broadcasting, and to bring together as much information about the BBC as can be assembled within the
covers of a small book." With occasional changes of title (from 'Handbook' to 'Yearbook' to 'Annual' and
back), but generally following the same format (a review of the year; information on notable programmes;
basic factual material, including the names of senior staff and governors; engineering developments;
audience trends; accounts; a copy of the BBC's charter), for its last seven years of publication (1981-1987),
the handbooks also incorporated the Corporation's statutory annual report and accounts.
BBC handbooks, annual reports and accounts, 1927-2002
With the exception of World War II, when a single report covered the
years between 1939 and 1944, the BBC's annual reports and accounts
have been a statutory requirement, submitted year by year to
Parliament, and summarising how the Corporation has spent the money
received from radio and television licence fees. From 1973 to 1987,
their publication was incorporated with the handbook. Annual reports
for that period can therefore be found in the separate series for BBC
handbooks.
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