
 

民話デジタル絵本製作マニュアル 

 

       国際デジタル絵本学会 

 

第一章 目的と効果 

 このマニュアルは、総合的な学習の時間において、児童・生徒が地域の民話を採集し、

デジタル絵本化し、インターネット上で公開するためのものである。 

 

１．目的 

 平成１４年１１月に、中央教育審議会は「新しい時代にふさわしい教育基本法と教育振

興基本計画の在り方について」を発表したが、その中で教育の基本理念として次の６つを

挙げている。 

 

 

               教育の基本理念 

▲ 個人の自己実現と個性・能力の伸長、創造性の涵養 

▲ 感性、自然や環境との関わり 

▲ 社会の形成に主体的に参画する「公共」の精神、道徳心、自律心 

▲ 日本人としてのアイデンティティ（伝統、文化の尊重、郷土や国を愛する心）  
 と 国際性（国際社会の一員としての意識） 

▲ 生涯学習の理念 

▲ 時代や社会の変化に対応した教育 

▲ 職業生活との関連の明確化 

 

 他方、平成１４年度からは、「総合的な学習の時間」が設けられ、多様な観点を統合し

た教育も始まり、様々な試みが行われている。 

 「民話のデジタル絵本製作」は、この「総合的な学習の時間」の学習活動の一つとして

を子どもたちが地域の民話を採集し、これをデジタル絵本化して、インターネット上で公

開するためのものである。 

 子どもたちが地域の民話を採集し、これをストーリーを書き、絵を付けてホームページ

上で公開するという一連の学習活動は、上記の教育の基本理念の「個人の自己実現と個性

・能力の伸長、創造性の涵養」「日本人としてのアイデンティティと、国際性」を、「総

合的な学習の時間」において、実践することを目的としている。 

 

 さらに、この「民話のデジタル絵本製作」は、以下のような効果が期待できる。 

 

２．効果 

 「民話のデジタル絵本製作」の教育活動は、単に「総合的な学習の時間」の教材である
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だけでなく、以下のような効果が期待できる。 

 １）世代間交流 

児童・生徒が、地域のお年寄りから、昔のできごとや生活、体験等を聞き取り、デ

ジタル絵本化することによって、世代間交流を図ることができる。 

 

 ２）地域アイデンティティの醸成 

児童・生徒が、地域の民話や歴史を収集することで、地域の文化や歴史に関心を持

ち、地域への愛着を育むことができる。 

 

 ３）地域との交流 

地域のお年寄りから民話を採集したり、完成したデジタル絵本をお年寄りや地域の

人に見せることによって、地域の人たちの地域アイデンティティを培い、学校と地

域の交流を図ることができる 

 

 ４）創造性の育成 

採集した民話や昔話をストーリー化したり、絵を描くことによって、児童・生徒の

創造性を育むことができる。 

 
 ５）情報収集の技術の体得 

民話や昔話のデジタル絵本化の過程において、服装や器具、家屋、習慣など、それ

ぞれの時代考証を必要とすることから、図書館や博物館、民俗資料館、インターネ

ットなどを利用して調べる技術や知識を体得できる。 

 

 ６）ＩＴ技術の修得 

デジタル絵本化に際しては、ホームページの作り方、スキャナによる画像の取り込

み、画像の加工、デザインの工夫、インターネットの操作などを必要とすることか

ら、ＩＴ技術の修得が可能である。 

 

 以上のように、「民話のデジタル絵本製作」は、「総合的な学習の時間」の一テーマと

してだけではなく、様々な効果を期待できるものである。 

  なお、民話のデジタル絵本化だけを目的とする形態も考えられる。これは、採話を省い

てすでに出版されたりまとめられたりしている地域の民話を利用して、絵本向きにストー

リー化し、絵を付けるものである。しかし、世代間交流や話者の話しを聞いてまとめると

いう作業は、この教材の重要なポイントであることから、できる限り採話を取り入れるべ

きであろう。 
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２章 民話のデジタル絵本製作 

 

 １．役割分担   

   民話のデジタル絵本作成に当たっては、児童・生徒に役割を分担し、それぞれにつ   

いて責任を持って参加することを促すことが望まれる。また、デジタル絵本という   

一つの作品を共同して作り上げることから、各自の分担が終了しても、常にそれぞ   

れの立場から、全体の作業にも積極的な参加を促すべきである。例えば採話担当者   

は、ストーリー作成、作画、資料収集、ホームページ作成という流れの中で、常に   

話者の考えを伝えて行く役割を持っている。他の担当者も、同様に、自分の担当部   

分だけではなく、全体の作業に関わる必要がある。 

 

役割分担には以下の内容がある。 

 

 １）採話 

   話者のとアポイント、話者からの採話、ノートの作成と整理、話者の写真撮影 

 ２）ストーリー作成 

   採話担当者のノートや報告を元に、ストーリーを作成、絵のイメージの作成 

 ３）作画 

   ストーリーに基づいた作画 

 ４）資料収集 

   ストーリー作成および作画に際しての、歴史的資料の収集、照会、確認作業 

 ５）ホームページ作成 

   絵の読み込みと加工、ページ作成、リンク作成、インターネット上へのアップ、  

６）プロデューサー 

   全体の流れの把握、それぞれの役割を組み合わせ、全体の進行 

         

 ２．作成過程 

   民話のデジタル絵本製作は、以下のような過程が必要とされる（図１）。  

 

 １）民話の採話 

 ａ．採話のテーマ 

まず、どのような内容の民話を採集するかを決める。 

地域の生活史、遺跡・遺物にまつわる話し、歴史的事件、自然史、産業史、文化史、

技術史、開拓史、人物史、民間信仰、寓話、とんち話などの中で、どのようなテーマ

の民話を採集するか、ある程度明確にしておくと、採話の際に質問しやすい。 

怖い話し、面白い話し、悲しい話しなど、感覚的な視点で決定することも可能である。 

 

 ｂ．話者の選択と打ち合わせ 

テーマに沿った話しのできる話者を選択する。高齢であっても、話しの苦手な人もい

れば、記憶の衰えた人もいる。話し好きで、信頼できる人が望ましい。また、特定の
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知識を必要とする場合は、その内容に適した人を選ぶことは言うまでもない。 

地域によっては、「語り部の会」「民話継承の会」等があるので、そのような組織の

協力を得ることも考えられる。また、高齢者施設を訪問しての採話という方法もある。 

話者を選定したら、事前に予備調査をすることが望ましい。どのような内容を、どの

程度完成したストーリーとして話すことができるかを確認しておくとともに、リハー

サルにもなる。場合によっては、内容をまとめたり、話題を集中したりすることを要

望することも必要である。 

なお、話者の記憶力の確認には、文献等の資料で事前に調べておいた内容について、

質問し、記憶の正確さを図るという方法もある。話者が、親切心から事実にハンする

話をする場合もあるので、注意が必要である。 

 

 ｃ．採話技術の指導 

採話の技術は、話者によって異なるので、ここでは一般的な内容を述べておく。 

（１）話題を引き出す 

   直接的に、「昔のことを話して下さい」という聞き方では、話者も返答に困る   

ことが多い。できるだけ具体的な質問が望ましい。たとえば、「おじいさんが   

子どもの頃、一番好きな食べ物はどんなものでしたか」「小学校の先生は、ど   

んな人でしたか」「一番楽しかった思い出はなんですか」等と、特定のテーマ   

に絞った質問が良い。 

（２）楽しく話してもらう 

      「うわーっ、すごい」「へー」「それからどうしたんですか」等と、適度なあ   

いづちをうつなど、聞き手が興味を持っていることを示すことが、話者の励   

みになり、より内容のある話を聞き出すコツである。 

      ただし、不必要なあいづちや過剰な反応は、かえって話者をとまどわせるの   

で、節度をまもること。また、質問は、話の腰をおらないように、話が一段   

落した時点で行うこと。 

（３）ノートを取る 

テープレコーダー等による録音も必要であるが、内容の確認や質問のために、

必ずノートを取らせる。録音では、最初から聞き直さなければならないため、

ノートが有用である。 

（４）絵や写真の活用 

      話の中に出てくる、植物や動物、道具などは、写真などの映像で確認してお   

くことが望ましい。事前に準備できない場合は、絵を描いてもらうことも考   

えておく。この場合、絵の苦手な人もいるので、「たとえば、こんな形ですか」   

などと、話を元に絵を描いて、それを訂正してもらって、より正確な形を聞   

き出す方法もある。 

（５）質問 

      疑問点等は、時間がたつと忘れる場合も多いので、できるだけ話を聞いた直   

後に質問する。ただし、全ての質問に答えられるとは限らないので、答えに   

詰まるようであれば、直ぐに他の話題に変えることが望ましい。 
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 ｄ．採話に際しての注意事項 

  これは通常の授業の受け方や、目上の人への接し方と同様である。 

  きちんと挨拶をする、話者が話している時は集中して聞く、敬語を使う等である。 

   

 ｅ．アポイント 

事前に話者を選定し、事前打ち合わせをしている場合には、アポイントも児童・生徒

に担当させることが望ましい。これによって、自分たちが何を目的に、どのようなこ

とを行おうとしているのかを確認させる。また、相手の意向を尊重しながら、互いの

都合をうまく合致させるように交渉するのも、採話技術の一つである。 

 

 ｆ．お礼 

採話終了直後のお礼の言葉だけでなく、その後の進捗状況についても逐次報告し、完

成した場合には、完成品を見せるなどの行為が、協力してくれた話者へのもっとも望

ましい謝礼である。 

 

２．ストーリーの作成 

 ａ．テーマの設定 

これは、採話の前にも方向性としてある程度決定しておく必要があるが、採話終了後、

再度採話の内容を検討して決定する。 

史実や事実だけを述べるとするか、あるいは助け合いや愛情、優しさ、勇気などの社

会性や道徳的なテーマとするか、あるいはおもしろさに力点を置くかなど、様々な方

向性が考えられる。この場合、一つの作品だけとするか、あるは複数の作品を同時に

製作するか、単発の企画とするか、連続の企画とするかなども考慮するべきであろう。 

一つの作品に、いくつものテーマを設定しがちであるが、基本は絵本であるので、で

きるかぎりテーマは単一として、理解しやすいものとすべきであろう。 

また、話者の考えや意志も尊重して、話者の思いを伝えるということも重視すべき点

である。このために、採話前に、ある程度の方向性を決定しておく必要があるのであ

る。 

 

 ｂ．登場人物の設定 

テーマが確定した後、ストーリーの大枠を考慮しながら、登場人物を設定する。主人

公、脇役、引き立て役、悪役等、内容に応じた登場人物や動物を考えることが、スト

ーリーの作成にも繋がる。また、必要に応じて、語り部的な存在を設定することも可

能であるし、採話に応じてくれた話者をそのまま登場させることもできる。 

登場人物の名前は、実名を避けるのが普通であるが、伝記や史実などについては、実

名の場合もあり得る。仮名の場合は、親しみやすく覚えやすい名前とすべきである。

また、連作を考える場合には、マスコット的な役割を登場させるのもよい。 

また、それぞれの登場人物の性格づけも同時に行う。人が良くておっちょこちょい、

性格は悪いが憎めない等、イメージのはっきりする性格とすべきであろう。 
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 ｃ．ストーリーの作成 

登場人物の設定と並んで、ストーリーを執筆する。ストーリー作成の基本は、テーマ

との整合性と、無理のないストーリーの展開である。起承転結を基礎とするのがもっ

とも容易であろう。 

デジタル絵本であるので、情景描写などは、強調する場合以外では必要はないし、喜

怒哀楽などの感情を表す言葉も、できるだけ避ける方が読者の共感を呼ぶ。絵本は、

短い文章と絵によって、読み手の感情を導き出すものであることを忘れてはならない。

また、完成後の読み聞かせや発表を考えると、会話を多くすることが望ましい。 

さらに、絵本という性格であることから、残酷な内容や暴力的な内容は避け、暖かみ

のあるストーリーが望ましい。 

また、ページ数も、１５ページ前後が妥当と思われる。ページ当たりの文字数は、２

００字以内が妥当である。この字数の範囲であれば、スクロールせずに見ることが可

能である。なお、段落は多目にした方が見やすい。 

ストーリーの作成に当たっては、絵との関係を常に考慮しなければならない。同じ様

な場面が何ページも連続することは避けるべきであるし、連続性の無い展開も避けた

い。 

また、ストーリー作成に当たっては、必要な資料による確認作業も必要である。関連

する写真や、文献資料、歴史資料などを取り入れて、ストーリーの内容の妥当性を確

保すべきである。 

 

 ｄ．資料収集 

ストーリー作成においても、各種資料を収集する必要があるが、作画においては、資

料の重要性はより高い。現代の話しであればそれほど必要ではないが、過去の話しの

場合は、当時の服装、髪型、事物、自然等の資料を参考にして作画しなければならな

い。 

地域の図書館や博物館、民俗資料館などを利用したり、インターネットを利用して、

必要な資料を収集することも、この学習の重要な目的の一つである。 

 

３．作画 

 作画については、時間がかかるために複数の児童・生徒が担当することが望ましいが、

人物等のキャラクターについては、ページ毎に絵が変わると分かりにくいので、それぞれ

の登場人物の担当者を決め、全ページについて、その登場人物については描かせる方法も

ある。背景、服装、顔、器具、風景等の担当者を決め、順送りで作画して行くという方法

である。この場合、最初に、各ページの下絵を作成し、担当者が担当部分を描き込むとい

う形式となる。 

 ａ．画風の設定 

民話ということを考えると、やはり手書きが望ましい。確かにコンピューターグラフ

ィックを用いることも教育上有効ではあるが、民話のもつ暖かみなどを表現するには

適していない。また、近年流行している劇画風の作風もあるが、これも民話には適し
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ているとは言い難い。 

タブレットを用いて作画する方法も考えられるが、これは手書きとコンピューターグ

ラフィックの中間として面白い。しかし、色調などに手書きとは微妙な相違がある。 

とは言え、児童・生徒の自由な発想を尊重するならば、コンピューターグラフィック

や劇画、タブレット入力も、いちがいに否定すべきではなく、やはりストーリーとの

整合性の観点から決定していくべきであろう。その意味では、アニメーション化も否

定できないと思われる。 

また、作画の前に、完成したホームページのイメージを明確にしておく必要がある。

絵の配置が横置きか縦置きか、サイズはどの程度にするのかを、前もって決めておか

ないと、ページによって絵のサイズや配置が異なり見やすさにかけることになる。 

  ｂ．服装・家屋・器具・地形・自然等の確認 

作画に当たってもっとも留意するべき点は、ストーリーの内容に適合した絵を描くこ

とである。特に、話の内容に沿った時代背景について留意する必要がある。先に述べ

た資料収集も、作画のための資料収集でもある。 

服装、ファッション、家屋、器具、生活用品、地形、自然、文化面だけでなく、自然

や地形も変化している場合があるので、それぞれの時代の資料を収集調査し、できる

かぎり正確な絵を描く。 

 

 ｃ．登場人物のイメージ設定 

主人公をはじめ、登場人物や動物等のイメージを設定する。作画を複数の児童が行う

場合もあるが、その場合でも、一人ひとりの人物については担当を決めて、同じイメ

ージにすることが望ましい。また、先に行った登場人物の設定（２－ｂ）に適合した

イメージとする。 

絵本であるので、悪役であっても、やはり親しまれるイメージが望ましい。手書きで

あればその点問題ないのであるが、コンピューターグラフィックや劇画では、イメー

ジが強くなりすぎるおそれがあるので、注意を要する。 

 

 ｄ．ストーリーとの整合性 

言うまでもなく、絵本の絵は、ストーリーとかけ離れたものであってはならない。児

童・生徒の自主性を尊重するにしても、ストーリーの持つ雰囲気と適合させる必要は

ある。悲しい話であるにもかかわらずコミカルさばかりを強調した絵であったり、楽

しい話しであるのに暗い作風であったりということは、避けるべきであろう。 

 

 ｅ．作画 

  作画については、時間がかかるために複数の児童・生徒が担当することが望ましいが、  

人物等のキャラクターについては、ページ毎に絵が変わると分かりにくいので、それ  

ぞれの登場人物の担当者を決め、全ページについて、その登場人物については描かせ  

る方法もある。背景、服装、顔、器具、風景等の担当者を決め、順送りで作画して行  

くという方法である。この場合、最初に、各ページの下絵を作成し、担当者が担当部  

分を描き込むという形式となる。 
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４．画像取り込み 

先にも述べたように、コンピューターグラフィックやタブレット入力を用いるのであ

れば必要はないが、手書きの場合は作がされた絵をスキャナで読み込み、イメージフ

ァイルとして保存する。コンピュータグラフィックやタブレット入力の場合も同様に

イメージファイルとして保存する。通常は、ファイル名＋数字とする方が混乱がない。

例えば、表紙を「こぶとり０」、１頁目を「こぶとり１」等とする。この数字は、各

ページのテキスト・ファイルとも一致させておくと、修正しやすい。 

解像度については、できる限り高めたいところであるが、読みとりや送受信のスピー

ドを考えると、６００dpi 前後で充分である。 

 

５．画像加工 

  画像加工は、手書きの場合は原画の特徴を生かすために、最小限にすることが望まし  

い。背景色や空白部分の処理など、若干の加工も考えられるが、これは、ケースバイ  

ケースである。また、コンピュータグラフィックやタブレット入力の場合には、ホー  

ムページ上で見た結果を検討して、ぼかし、強調、色調の調整などの加工が考えられ  

る。 

 

６．ホームページ作成 

  ホームページの作成上の手順については、使用するソフトのマニュアル等を参照され 

たい。ここでは、注意点のみを挙げておく。 

   

 ａ．画像・テキストの配置 

    可能な限り、全て同じ位置に同じサイズで配置することが望ましい。文章には長短が  

あるので、サイズは変化するにしても、横書きならば横の長さ、縦書きならば縦の長  

さは一定していることが望ましい。また、できれば一画面で全てが見られることも、  

操作のしやすさに通じる。 

 ｂ．ボタンやリンクの設定 

    次ページ、前ページ、目次、トップ、ホーム等のボタンも同じ位置にあれば、カーソ  

ル移動が楽である。また、ボタンのデザインも統一されていることが操作のしやすさ  

には必要である。 

    リンクは、目次やトップページ、ホーム等へのジャンプのためで、これも操作性を考  

慮して、設定しておくべきであろう。 

 ｃ．ページ管理 

    次のページに確実に進めて、前のページに確実に戻ることができるように、ページ管  

理は注意を要する。また、必要に応じて、注釈や解説のページにもリンクさせること  

で、理解を容易にすることも考えるべきであろう。 

 ｄ．話者と制作者の写真の利用 

  表紙や解説のページに、話者や製作した児童・生徒の写真を掲載することも、話者と  

児童・生徒の励みになる。製作場面を掲載することも考えられる。 

- 8 - 



 

 

７．内容確認 

   ホームページを作成したら、公開前に話者や地域の人に見てもらい、内容の確認をし  

てもらうことも必要である。話者の意図にそぐわない内容になっていないか、事実と  

は異なる内容となっていないかなど、きちんとチェックしてもらってからｗｅｂ上で  

公開することは、話者への配慮としても必要とされる。 

   

８．インターネット上で公開 

  ａ．サーバーへの登録 

サーバーへの登録は、登録先サイトによってことなるので、それぞれのサイトやサー

バー管理担当者の方針にしたがっていただきたい。 

 ｂ．リンク 

自分たちが製作したホームページだけでなく、関連するサイトへのリンクも必要であ

ろう。ホームページ製作に利用した図書館や民俗資料館、博物館、あるいは同様の民

話のデジタル絵本サイト等へのリンクがあれば、見る人にとっても役立つ。 

 

 ｃ．カウンターの設定 

できれば、カウンターを設定してどれくらいの人が見てくれたのかを確認することが

望ましい。より多くの人が見てくれていることを知ることは、児童・生徒の大きな励

みになる。カウンターは、専用サイトを利用して、無料で設定できるし、サーバー管

理会社によっては、独自に設定してくれる場合もある。 

 

 ｄ．メール指定 

    製作したホームページを見た人からの感想を送ってもらうことも、次のステップの参  

考になる。感想や意見をメールで送ってもらうためのアドレスを、ホームページ上に  

記入しておくことも忘れてはならない。 

 

９．校内公開  

  一作だけ作った場合でも、いくつかのグループが複数の作品を作った場合でも、他の  

児童・生徒に見てもらうことで、製作への興味を喚起することができる。プロジェク  

ターを使って、読み聞かせ会的な形式で行ったり、クラス毎に授業の際にインターネ  

ットでアクセスしてもらったりして、校内でまず公開する。複数の作品を製作した場  

合は、コンテスト方式も考えられる。また、国語や社会などの授業で、感想文を書く  な

どの形態での活用も可能である。 

 

１０．地域への還元 

  ａ．話者への提示 

ホームページが完成したら、必ず話者に見てもらう。自分の話したことが、ホーム

ページ上で公開されているのを知ることは、話者にとって大きな喜びである。次の

作品を作る時の協力を促すことにも通じる。 
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  ｃ．地域住民への読み聞かせ会開催 

地域の民話のデジタル絵本であるので、地域の住民に見てもらうことは重要である。

インターネット上で見てもらうという受け身の姿勢ではなく、製作した児童・生徒

が読み手となって、大人である地域の人たちに読み聞かせをすることは、様々な効

果を期待できることである。読み聞かせ会を行って、直接感想を聞くことは、製作

した児童・生徒の励みにもなるし、地域のアイデンティティの醸成にも繋がり、学

校と地域の連携を育むという効果もある。 

  ｄ．老人ホーム等での読み聞かせ会 

地域の老人ホーム等、お年寄りの施設での読み聞かせ会も、世代間交流として面白

い試みであるし、ボランティア活動としても有効である。 

 

１１．高度化 

   これは、特に必要があるわけではないが、さらに発展させるためのものである。技術  

的にコンピューターに関する高度な知識や、語学力が必要とされるので、可能な場合  

のみ行うとする。 

 ａ．音声化 

音声化にはいくつかの手法がある。一つはマイクロソフトのウィンドウに付属する、

読み上げ機能を用いるもので、テキストファイルを連動させる形式である。またアク

ロバットリーダーを用いても可能である。 

当方のサンプルでは、１作品が、絵、音声、テキストでおよそ１００ＭＢとなり、光

ファイバーを用いても、かなり操作性が重く感じられる。 

これをクリアするために、サンプルはハドソンのＨＶＱという圧縮技術を利用してい

る。これは、圧縮しても画質がほとんど変化しないという特徴からのものである。 

現在の所、この技術を用いての圧縮はハドソンでしか行えないが、将来的には技術公

開を行う準備中であることから、この様な技術を用いることも視野に入れるべきであ

ろう。 

 ｂ．翻訳 

海外との交流を考えるならば、少なくとも英語への翻訳は必要であろう。しかし、地

域の民話の翻訳は、非常に難しい。例えば、「地蔵」「鬼」等を英語に翻訳しようと

しても、適当な訳語は無い。地域にいる英米人の英語の補助教員など、ネイティブス

ピーカーの応援を得て、検討を重ねながら翻訳することが望まれる。また、特殊な用

語については、日本語のままとして、解説を付けるという方法もある。 

さらに、今後のことを考えると、中国語や韓国語への翻訳も視野に入れるべきであろ

う。 
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第３章 授業運営例 

 以下に、実際の授業運営のための時間配分例を述べる。これは、あくまでも例であって、

実際の授業運営では延長や省略が可能である。 

  

１時間目 民話のデジタル絵本について 

  サンプル作品を３つ見る。これによって、民話とはどういうものか、どのような内容  

なのか、どういうものを作ろうとしているのかを理解させる。 

  サンプル作品は、国際デジタル絵本学会のサイトや、教材のＣＤ、あるいは先輩の児  

童・生徒が作成したものなどを利用する。 

全体の役割分担を決定する。これは、採話、ストーリー作成、作画、資料収集、ホー

ムページ作成、インターネット登録・管理、読み聞かせ、交渉等の役割が考えられる。

それぞれの担当を、一人または複数決めておく。 

２時間目 採話の方向性について 

  どの様な内容の民話が地域で採集可能かを相談する。動物にまつわる話し、戦争体験、  

昔話、体験談、産業に関係する話し、地域で活躍した人の話しなど、いくつかの候補  

を挙げて、テーマを絞っておく。 

事前に、話者と話者が話せる内容をリストアップしておくことが望ましい。 

３時間目 採話技術の指導 

話者から話を聞く練習をする。話者の役、聞き手の役を決めて、実際に児童・生徒同

士が採話の練習をすると理解しやすい。 

   言葉遣い、合いの手の入れ方など、話者が話しやすい雰囲気づくりを学ぶ。 

話者を複数とするばあいは、話者役、聞き手役も複数にすることで、個々人で対応を

変える必要があることを学ばせるのも良い。 

また、アポイントを取る担当者を決め、話者にアポイントを取る。 

４時間目 民話の採集（１） 

    話者から民話を採集する。話者を学校に招く場合と、児童・生徒が話者を訪問する場  

合がある。一作品を作る場合は、話者を学校に招いて、採話担当者が代表して話しを  

聞き、他の児童・生徒も一緒に聞く形態とする。複数の作品を作る場合は、話者を訪  

問して聞く形態も可能である。採話は時間がかかるために、５時間目も連続して設定  

しておく。 

５時間目 民話の採集（２） 

同上 

６時間目 テーマの設定 

採集した民話を元にして、どのようなテーマとするかのアウトラインを話し合う。採

話の時間に書いたノート、録音テープなどを利用し、話しの内容をまとめていく。 

７時間目 登場人物の設定・ストーリー作成 

登場人物を設定し、性格を決めながら、ストーリーを作成していく。絵についても、

おおよそのイメージを作っていく。また、各ページのイメージも決定する。 

８時間目 作画と資料収集（１） 

作画担当者はラフを描く。これと併行して、ストーリーを完成する。また、作画に必
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要な資料を手分けして収集する。 

  また、完成したストーリーを話者に見せて問題点が無いかを確認する（この項目のみ、  

８時間目に行う）。 

９時間目 作画と資料収集（２） 

  同上 

１０時間目 作画と資料収集（３）   

  同上 

１１時間目 作画と資料収集（４） 

同上 

１２時間目 ホームページ作成（１） 

スキャナでの絵の読み込みと画像加工。 

表紙、各ページの構成を画像と文書を貼り付けるだけの状態まで作成。 

リンクの設定 

ボタン等の作成 

テキスト入力 

１３時間目 ホームページ作成（２） 

  同上 

１４時間目 ホームページ作成（３） 

  同上   

１５時間目 仮アップ 

サーバー上に、仮にアップして、インターネット上で見た場合にどのように見えるか、

操作性はどうかなどのチェックを行う。また、話者や地域の人に見てもらい、修正す

べき点を確認する。 

１６時間目 修正（１） 

    １５時間目に行った仮アップの結果や話者などからの修正点を修正する。 

１７時間目 修正（２） 

サーバーへの正式アップ。リンクの設定を行う。また、カウンターやメールの指定を

行い、動作確認をする。 

１８時間目 発表 

他の学年やクラスやの児童・生徒に対して、読み聞かせ形式での発表を行う。登場人

物別を登場人物別に配役しても良い。 

話者や地域の人を招いての発表会形式も考えられる。 

 

 なお、本マニュアルの補助として、採話に基づくデジタル絵本化の実例、出版された民

話に基づくデジタル絵本化の実例、画像やテキストのファイル名を書き込むだけでデジタ

ル絵本が作成できる html のソースコード、全体の使用マニュアル、日本語と英語による音

声化作品例については、ＣＤでの配布を行っておりますので、学会宛にご連絡下さい。 

また、民話の実例については、当学会のデジタル絵本サイトをご参照下さい。 
メールアドレス idea@e-hon.jp 
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