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7月- 9月

座敷わらし

ZASHIKI WARASHI

わたしの宮沢賢治 7
地球生命の未来圏

毛利衛 著/ ソレイユ出版 出版

すべての命やモノ、文化を、平等に
見つめ愛した岩手県出身の詩人 ・
童話作家、宮沢賢治。純粋に賢治
作品や彼の作品に流れる精神を愛
する人たちの声を伝えるシリーズ第
7 巻。今回は宇宙飛行士である著
者が、宇宙体験で得た新たな世界
観やポストコロナ社会の展望、賢治
作品への思いなどを綴ります。

いわてダ・ヴィンチ 2021

岩手山の花と木

住みやすい、働きやすい、岩手の魅力満載

岩手県山岳 ・ スポーツ
クライミング協会 出版

KADOKAWA 出版
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岩手山の登山道でみられる花を白・
後藤拓実（四千頭身）、浅沼晋太郎
黄・赤・青・その他の5つの色に分け、 （声優）、 佐藤璃果（乃木坂46）、
同色の花を大きさの順に並べて構成
伊藤ふたば（クライマー）など “すご
しています。さらに、 7 つの登山コー
い人” が岩手の魅力を語るほか、
スのどこでいつ頃どんな花が見られる
岩手県で活躍する 「郷土人」 をマン
かについても掲載しています。
ガで紹介。 さらに県内の最新観光情
ぜひこの本を片手に岩手山を楽しん
報、グルメスポット情報、お仕事・ 居
でみてはいかがでしょうか。
住情報もお届けする岩手の魅力満
載の一冊です。

セキネさん どうしたの︖

︻令和版︼

コミックいわて十（テン）
10th Anniversary

平泉の文化史 3

篠原ウミハル ほか 著 / 銀杏社 出版

菅野成寛 監修 / 吉川弘文館 出版

つり人社書籍編集部 編 / つり人社 出版

漫画を通じて岩手県の魅力を発
信する 「いわてマンガプロジェクト」。
その一環として発行されているオム
ニバス漫画集 『コミックいわて』 は
今年で10 周年を迎えました。人気
作家や岩手県在住のマンガ家が描
いた岩手や東日本大震災をテーマ
にした読み切り作品を多数収録し
ています。

歴史・考古・ 美術の諸分野を融合
させ、平泉文化の最新研究成果を
広く紹介するシリーズの第3 巻です。
同時代の京都の動向や造像の比
較とともに、中尊寺金色堂諸仏・経
蔵文殊五尊像・金字宝塔曼荼羅・
金色堂須弥壇の工芸意匠等の科
学調査の成果から、平泉の仏教世
界に迫ります。

釣り人による、釣り人のための渓流
釣り場ガイドが 「令和版」 にリニュー
アルしました。 美しく逞しい渓魚が
潜む、岩手と秋田の「いい川」 を取
り上げ、写真とともに解説します。
対象魚・解禁期間・遊漁料などの
情報や地図も掲載されています。

中尊寺の仏教美術

朝なのに
もう横になりたい︖
出社したばかり
なのにもう帰りたい︖
ついつい階段を
避けちゃう︖

岩手・秋田 「いい川」
渓流 - ヤマメ・イワナ釣り場 -
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図書館探検記 その 22

岩手県立図書館公式 YouTube チャンネル

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、2020 年度は通常のおはなし会をほとんど

そめちゃんがゆく︕

ゲストコメンテーター

開催することができませんでした。そこで、再開を楽しみにしてくれている子どもたちの
ために、いつでも ・ どこでもおはなし会の雰囲気を楽しんでもらえるようにと考えたのが、

セキネさん

「おはなし動画」 の配信です。そこで今回は、5 分程度の短いおはなし動画が
どうやって作られているのか、そめちゃんと一緒にのぞいてみましょう︕

おはなし
の

児童担当スタッフが、

岩手の民話や昔話の中

から、 季節感や表現のしやすさ、
楽しんでもらえるポイントが
あるかどうかなどを基準に選んで
いきます。 さらに、県内のいろいろな地域から

決め方

作って
おくもの

の製作を3 人の児童スタッフが持ち回りで
行います。登場人物を含めセットはすべて手づくり！
それぞれが各自で作業をするので、出来上がりの雰囲気が

歴代
おはなし
動画
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第

「まんべんなく」
って大変よ？

1回

おにのてがた
2020/8/9 配信開始
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総選挙
メモ

2回

2020/12/14 配信開始
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く
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3 回目の
撮影時は、マイクの
性能が上がって音を
拾いやすくなったから
足音にも気を
つかったんだって♪

ポイント

どんな「ねこのおはなし」になるのか、
楽しみにお待ちください♪

3位
ナイス
トゥー ュウ
ミーチ

1位

動画に字幕をつけるのは
必須ではないですが、

～字幕編～ バリアフリーな動画にして
多くの方に楽しんでいただく
という意味でも、とても大事な作業です。
また、 歴代の動画の中には

方言を交えた語りになっているものも

見事「ネコ」 が次の主人公に決定！ 次回は

そろり
そろり

県内各地に伝わる
笠地蔵ですが、中でも
北上や紫波には、独自に
伝わる要素があり、今回は
それを加えることで、岩手だけの
オリジナル性を出しました！

こだわり

第３回目からは、 おはなしの主人公
を子どもたちからの投票で決める

キツネ ・ ネズミ ・ ネコの中から選んでもらい、

投票箱

お地蔵さまのおんがえし

朗読する人

リハーサル中…

「むかしばなし総選挙」を開催。
3 つの候補の中から選んでもらう形式で行い、
たくさんの子どもたちに参加してもらいました。
とても好評でしたので、第４弾でも総選挙を開催。

票の重み
1

第

～

むかしばなし

天女が織ったとされる
織物は、 遠野の綾織町にある
光明寺に今も奉納されています！

撮影にかかる
時間は平均で
3 時間︕

いいよ

3回

ひと
くち

ン！

間違えてしまうと最初からやり直し。 平均して、 ひとつの
おはなしにつきだいたい 5～6回の撮影を行っています。

太鼓が
Good ！

天女の織物

ショ

みんなが一体となって一発撮りで行います。 そのため、

人形を動かす人

2021/ 7/1 配信開始

アク

人が1、2名いるとさらに順調に進み
ます。 人形を動かす人、 朗読で声を吹き込む人、

動画に登場する
お人形は全部おりがみ︕
さんさ踊りのおりがみ
もステキだよ♪

メモ

鬼が残した手形は今も
盛岡にある三ツ石神社
で見ることができます！

撮影は、 基本的に
児童スタッフ 3 名で
行いますが、手伝ってくれる

撮影本番

バラバラにならないよう、 シナリオ担当が主となって、
あらかじめ全体のイメージを伝えておくのもポイントです。

まんべんなく選ぶようにしています。
著作権のない
民話や昔話を基に
自分たちでおはなしを
編みなおしているん
だって。

シナリオ担当の
脳内イメージが
カギね？

①シナリオ
②小道具
③背景

セキネさん

2位

ありますので、自動付与ではなく
すべての字幕を手作業で入力しました。
これからのおはなし動画も
ますます楽しみに
なってきたね︕

コンチ

ワー

ネ ズミ
ャー
とキツ
ネ のことは嫌いになら な い でニ

ああ～、選ばれたい。

さっそく QR コードから
おはなし動画を
チェック！
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