文フリ岩手アンソロ企画［2018］

文学フリマ岩手主催アンソロジーへの参加をご希望の皆さまへ
2017 年 7 月 17 日 更新
このたびは文学フリマ岩手事務局（以下、当事務局）主催アンソロジーへの参加をご希望いただき、
誠にありがとうございます。
必ず以下の内容をご確認のうえ、お申し込みくださいますようお願い申し上げます。
※会場等で参加を表明された方でも、お手数ですが改めてお申し込みください。
1. 本企画の趣旨
1.1. 目的
文学フリマは「参加者それぞれが<文学>と信じるもの」を自由に販売・配布する場です。一方で
会場に多種多様な<文学>が集うことで、文学フリマという『場』に不慣れな参加者からは「魅力的
な作品が多すぎて、どれを買ったらいいのかわからない」といった声も多く聞かれます。
そこで、当事務局が主体となって『岩手県にまつわる文学的背景』をテーマにした作品を広く公
募することで、
「この一冊を買っておけば間違いない」と宣伝することのできる作品集を制作するこ
とを目的としています。
また本書を文学フリマ岩手だけでなく、全国各地で開催される文学フリマの会場で販売すること
で『文学フリマ岩手』をアピールし、さらに前回企画の『イーハトーヴの夢列車』では執筆参加者
同士の交流も生まれており、
『文学フリマ』に新しい輪を広げることも目的の一つとしています。
1.2. 収録内容
岩手県は渋民に石川啄木、花巻に宮沢賢治を代表し、他にも言語学者である金田一京助やその他
数多くの文学者を輩出した土地です。また平泉や遠野は歴史も深く、宮沢賢治の謳う「イーハトー
ヴ」の地も岩手県の各所を題材としており、文学的背景に非常に恵まれた土地でもあります。本書
はこうした「岩手県にまつわる文学的背景」を富に含んだ、様々な種類の作品（ジャンル不問）を
収録する予定です。
2. 参加募集要項
2.1. 参加資格
不問
※ただし、作品は一次創作に限ります
2.2. 申込方法
文学フリマ公式サイト内お問い合わせフォーム（https://c.bunfree.net/inquiry）より、
『文フリ岩手ア
ンソロ企画［2018］参加申込』の旨を明記し、連絡先メールアドレス・ペンネーム・本名をご記載
のうえ、お申し込みください。
※今後の連絡は、お申し込みのメールアドレスにお送りします。
必ず参加者本人が連絡のやり取りをできるメールアドレスをご記載ください。
2.3. 申込期限
2017 年 11 月 30 日 23：59 まで
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3. 原稿の作成について
※必ず「5. 原稿作成時の注意点」をよく読み、内容にしたがって作成してください。
3.1. 本文
3.1.1. 文字数
約 20,000 文字以内
※27 字×21 行×2 段組で作成したとき、20 枚を超えないこと
3.2. 自己紹介
3.2.1. ペンネーム
目次等に掲載されます
3.2.2. 文字数
約 100 文字
3.3. メッセージ
3.3.1. 内容
※現在調整中です
3.3.2. 文字数
約 100 文字
4. 原稿の提出
4.1. 締切
2017 年 12 月 31 日 23：59 まで
4.2. 方法
Ｅメール
4.3. ファイル形式
.txt および.pdf（
「5. 原稿作成時の注意点」を参照）
例）windows OS の場合：作成した本文を「メモ帳」に貼付してください
例）mac OS の場合：作成した本文を「テキストエディット」に貼付してください
※その他の OS、ファイル形式についてはご相談ください
4.4. ファイル名
提出されるファイルには、いずれも「作品タイトル」のみを記載してください
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5. 原稿作成時の注意点
・本文は A5 判、27 字×21 行×2 段組で作成されます。
構成見本については添付ファイルを参考にしてください。
※編集時の参考とするため、上記構成で作成した原稿を PDF ファイル形式でお送りください。
ご協力をお願いいたします。
・本文データにはタイトル・著者名を記載しないでください。
必ず提出時のメールにタイトル・著者名を記載してください。
.txt データ作成時の注意点
・スペースについて：
1)カッコ以外から始まる行頭、2)感嘆符・疑問符等の直後、3)その他スペースを挿入する必要のある
箇所 には、あらかじめ「全角スペース記号」を挿入してください。
なお、行頭や感嘆符・疑問符の直後であっても、全角スペース記号の挿入されていない場合は「意
図的に挿入していない箇所（スペース記号不要の箇所）
」として判断・取り扱います。
・空行について：
本文中に意図した空行を挿入したい場合には、
「改行記号のみ」を記載してください。
スペース記号等は一切挿入しないでください。
・ルビについて：
ルビが必要な箇所については「｜親文字《ふりがな》」の形式で記載してください。
また、モノルビの場合は「文字ごとに全角スペース」を挟んでください
例）モノルビの場合：｜岩手《いわ て》
例）グループルビの場合：｜客人《まろうど》
参考）http://sai-zen-sen.jp/editors/blog/night/ruby150911.html
・半角記号の縦中横処理について：
「!!」
「!?」
「??」など「2 つ組みの半角感嘆符・半角疑問符」について、特別の指示のない限りは、
すべて「縦中横処理」を行います。
※縦中横処理の不要な場合、直後に「★」を挿入のうえ、メール本文に「★の箇所は縦中横処理不
要」の旨を必ず明記してください。
※半角感嘆符・半角疑問符が単独で使用されている場合には、縦中横処理を行いません。
寝かせたくない感嘆符・疑問符は「全角」で記載してください。
・
「★」について：
上記「半角記号の縦中横処理について」に伴い、メール本文に注記のない「★」について、すべて
「原稿本文の使用記号」として扱い、そのまま掲載します。
※メール本文に注記のある「★」については、処理完了後に削除した状態で掲載します。
・その他の記号について：
半角記号・全角記号について、特別の指示がない限りはそのまま掲載させていただきます。
上記事項について、事務局での確認・追加・削除作業等は行いません。
原稿はあらかじめ、よく確認を行ってから提出してください。
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6. 刊行までの流れ
・参加申込締切：2017 年 11 月 30 日

23：59

・原稿提出締切：2017 年 12 月 31 日

23：59

・掲載可否連絡：2018 年 1 月中旬
※事務局から作品掲載の判断についてご連絡します。
・原稿の再提出：2018 年 1 月下旬
※ご自身の提出した原稿の内容を再確認していただき、改めてご提出ください。
・組版原稿確認：2018 年 3 月上旬
※組版の仕上がった原稿の内容をご確認していただきます。
・原稿確認締切：2018 年 3 月下旬
※原稿の内容について修正がある場合はご連絡ください。以降の修正は受け付けません。
・修正原稿確認：2018 年 4 月下旬
※ご連絡いただいた内容を修正した原稿をご確認していただきます。
・アンソロ発行：2018 年 6 月 17 日 於：第三回文学フリマ岩手
7. 謝礼
完成本１冊
8. その他諸注意 ※よくお読みください
・提出いただいた作品は、すべて当事務局のスタッフ複数名により内容の確認をさせていただきます。
内容が『1. 本企画の趣旨』に反する・沿わない等の判断により掲載をお断りさせていただく場合が
ございますので、予めご了承ください。
・内容について企画趣旨に合致した作品であっても、文学フリマの出品規定に抵触すると思われる作
品は掲載をお断りさせていただく場合がございます。詳細は文学フリマ公式サイト内出店要項
（http://bunfree.net/?youkou/）
、
「販売・配布禁止物」の項をご確認ください。
・明らかな暴力表現・性的表現など、読者の不快とする作品は掲載をお断りいたします。
・特定の個人・団体を誹謗・中傷し、または政治的利用と思われる作品は掲載をお断りいたします。
・提出いただいた作品の著作権は、文学フリマ岩手事務局に帰属します。
・本要項の内容は、適宜追加・変更になる場合があります。内容の告知は Blog（文学フリマ岩手事務
局通信 http://bunfreeiwate.hatenablog.com/）で行うほか、参加申込をいただいたメールアドレスに
お知らせいたします。
9. お問合せ
本企画についてのお問合せは、文学フリマ公式サイト内お問合せフォーム（https://c.bunfree.net/inquiry）
または郵送にてご連絡ください。
郵送連絡先：〒020-0045 岩手県 盛岡市 盛岡駅西通 1-7-1
県民活動交流センター受付 レターケース 11
文学フリマ岩手事務局 宛
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10. 更新履歴
2017 年 06 月 17 日 情報公開
2017 年 07 月 17 日 「3.1.1. 文字数」
（約 20,000 文字以内）
、注釈を追記
「4.3. ファイル形式」の内容を記載
「4.4. ファイル名」を記載
「5. 原稿作成時の注意点」の内容を記載
「10. 更新履歴」を記載
その他細かな文言の修正
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