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人は何故

作：はた

音声なしの動画作品です（閲覧には最新の Flash Player が必要です。Flash Player の入手はこちらから → 　　　　　　　　     ）

【閲覧手順：１】

このページの右下にある「Next」

ボタンを押して、次のページを開

いて下さい。そのページが作品の

閲覧ページです

【閲覧手順：２】

・次ページの左下にあるＯＮ、ＯＦＦのボタンで動画の再生・停止を行います

・最初にＯＮボタンを押すと「マルチメディアコンテンツに関する信頼性を管

理」という画面が立ち上がります。内容を確認した上で、その画面にある「再

生」ボタンを押してください。動画の再生が始まります

初版：2007 年 9 月 14 日発行
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■電網まんが倶楽部
　マンガやイラスト大好き人間のための発表の場です。小さなお子さ
んからお年寄りまで参加自由。無料。皆さんの自信作、意欲作を下記
の事務局までお送り下さい。別府大学マンガ・アニメーションコース
のクニ・トシロウ教授と高見義雄教授が選者となって、優秀な作品を
選出。事務局でデジタルブック化し公開します。詳細および最新の状
況は、下のボタンから倶楽部のホームページを開き、ご覧下さい。

■オオイタデジタルブックとは
　オオイタデジタルブックは、大分合同新聞社と学校
法人別府大学が、大分の文化振興の一助となることを
願って立ち上げたインターネット活用プロジェクト
「NAN-NAN（なんなん）」の一環です。NAN-NANでは、
大分の文化と歴史を伝承していくうえで重要な、さま
ざまな文書や資料をデジタル化して公開します。そし
て、読者からの指摘・追加情報を受けながら逐次、改
訂して充実発展を図っていきたいと願っています。情
報があれば、ぜひNAN-NAN事務局にお寄せください。

〒 874-8501   大分県別府市北石垣 82
別府大学メディア教育・研究センター

電網まんが倶楽部事務局宛

■ はた
　ども！近頃えりあしの毛がやたらと抜ける

ボウズあたまです！自己紹介文なので、なん

か書きます。

　タレ目です。メガネです。ヒゲがつながり

ます。実はもうボウズじゃなくなっちゃいました。久しく前

髪があります。見た目はがっちり中身は細めの身長 177cm の

体重 65kg です。ウエストは驚きの 66 です。自分の体型を鏡

で見たら少し気持ち悪いです。お酒はかなり弱いです。この

前チューハイ 3 杯で吐きました。タバコはしません。お金が

もったいないから。そう、ケチです。ってか、貧乏です。ス

ーパーでの買い物が軽く趣味です。こんなカンジの変態です！

電網まんが倶楽部選集：人は何故

2007 年 9 月 14 日初版発行
作者：はた
制作：川村正敏／別府大学メディア教育・研究センター地域連携部
発行：NAN-NAN 事務局
　　　〒 870-8605 大分市府内町 3-9-15 大分合同新聞社  総合企画部内

http://www.nan-nan.jp/


ここに記した内容は 2007 年時点のものです。最新の状況は、ホームページでご確認下さい。

▽自分が描いたものを面白がってくれる人がいる、喜んでくれる人がいる・・・読者の皆様から

温かい声が寄せられると、次の作品づくりの大きな原動力になります。

▽こんなものじゃ面白くない、ここはこうしないと・・・作者にとって耳に痛い批評でも、よりよ

いマンガづくりへの期待が根っ子にあるものなら、これも作品づくりの大きな原動力になります。

▽皆様からのご意見、ご感想をお待ちしています。個人情報保護のため、事務局がご意見・ご感

想の窓口になります。作者名と作品名を明記のうえ、メールかハガキでお寄せ下さい。よろしけ

れば、皆様のお名前と住所（市町村名だけでも結構です）・年齢を書き添えて下さい。

▽クリエーターが育つマチ、クリエーターの卵たちの活気あふれるマチに大分がなっていけばい

いなと願っています。創作活動を後押しする皆様からの声を、ぜひお寄せ下さい。

作者へのお便りはメールかハガキで

上記のアドレスにメールを入れて下さ

い。携帯等の場合は右のＱＲコードで

〒 874-8501  大分県別府市北石垣 82

別府大学 メディア教育 ・ 研究センター内

「 電網まんが倶楽部」 事務局



ここに記した内容は 2007 年時点のものです。最新の状況は、ホームページでご確認下さい。

紙に描いても、パソコンで描いてもＯＫ！投稿熱烈歓迎

規定のサイズ（後述）で制作したオリジナルのマンガ、イラスト、ショートムービー

応募費用、掲載費用等は一切不要です

電網まんが倶楽部の選者が応募作品の中から公開作品を選び、事務局でデジタルブックに加工し、

大分合同新聞社と別府大学が共同運営するウエブサイト「nan-nan」等で公開します。デジタルブッ

募集作品

費用ほか

応募作品の取り扱い

みんなの自信作、 意欲作を待ってます (^▽^)(^◇^)(^○^)

みんなで描いて、

　　　　　みんなで楽しみ、

　　　　　　　　　　みんなで腕をみがく 「電網まんが倶楽部」 募集要項



ここに記した内容は 2007 年時点のものです。最新の状況は、ホームページでご確認下さい。

選者

賞

著作権等

応募条件

応募方法

ク制作時に、作品中の文字の大きさなど修正を加える場合があります。選考の状況、結果につい

てはお答えしかねますのでご了承ください。応募作品は返却しません。

クニ・トシロウ、高見義雄（ともに別府大学文学部芸術文化学科マンガ・アニメーションコース教授）。

毎年 1 回、その年に「電網マンガ倶楽部 e 作品」として公開した作品の中から、人気度など

を考え合わせて大分合同新聞社が優秀な作品を選び、「大分合同新聞社賞」等の賞を贈ります。

著作権は応募者のものとします。ただし①選出作品のデジタルブック等への加工、②ウエブや携

帯電話・CD-ROM 等での公開・配布、③公開に伴う広報宣伝活動での使用、は nan-nan 事務局の

判断で自由に行えるものとします。

①独自の作品であること（ほかの人の作品の模倣・模写など、著作権侵害にあたるものが含まれ

ている作品は応募できません）、②公序良俗に反しないもの、③応募者が大分県に在住・在勤し

ていること（過去に在住・在勤していた方も可）、④募集要項に記した事項をすべて承認すること。

①作品に、②自画像イラスト、③自己紹介文、④連絡先等を添えて、「電網まんが倶楽部事務局」

へお送り下さい。①②は紙でもパソコンデータでもＯＫです。

　【紙の作品】Ａ５サイズの紙（Ａ４の半分）に、1 コマずつ描いて下さい。1 コマのサイズは、

　横 16cm ×縦 12cm 程度。コマ数は自由、何コマでもＯＫ。連載ものの場合は、そのことを明示。

　【データの作品】静止画・動画とも 640 × 480 ピクセル。データ形式は JPEG、GIF、AVI,WMV、

　MOVE、SWF。静止画の場合、コマ数は自由。動画の場合は 15 秒以上、5分以内。CD または DVD

　にデータを納めて応募する。



ここに記した内容は 2007 年時点のものです。最新の状況は、ホームページでご確認下さい。

　【自己紹介】200 字以内でまとめ、紙またはテキストデータで添付して下さい。

　【連絡先等】氏名、住所、電話番号（連絡可能な時間帯も書いて下さい）またはメールアドレス。

　この個人情報は、応募作品に関する事務局からの連絡のみに使用します。連絡先等が書かれて

　いなかったり、不十分な場合は、作品の掲載を見送ります。

応募は随時、受け付けます。作品ができた時点で応募して下さい。ただし予告なく募集を中止し

たり、応募要項を変更する場合があります。応募の前にホームページで最新状況をご確認下さい。

「電網まんが倶楽部」事務局へ、葉書き（下記住所）、またはメール（下記アドレス）で。　

応募後の選考の状況、結果についてはお答えしかねますのでご了承ください。

「電網まんが倶楽部」事務局

（〒 874‐8501 大分県別府市北石垣 82 別府大学メディア教育・研究センター 地域連携部内）

応募前の確認

応募に関する問合せ

応募作品の送付先

上記のアドレスにメールを入れて下さ

い。携帯等の場合は右のＱＲコードで
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