
No. タイトル 写真等 説明 時間

1
H30年度作成【復興関連】動画DVD
「大槌町立吉里吉里学園」

総合的な学習の時間をふるさと科の
時間とし、郷土学習のほか、震災の
教訓を今後に生かすための復興教
育などに取り組む様子を紹介しま
す。

2分32秒

2
H30年度作成【復興関連】動画DVD
「三陸鉄道株式会社」

震災直後に復旧し地域を支えてきた
三陸鉄道の、盛～久慈間の全線開
通までの取り組みと、開通を喜ぶ住
民の姿を紹介します。

1分52秒

3
H30年度作成【岩手の魅力】
いわて☆はまらいん特使
動画DVD「偉人局」

岩手県の「偉人局」という架空の組織
に、「原敬」が来訪し、偉人局アシスタ
ントと共に現代の盛岡の街を巡るファ
ンタジー。

9分34秒

4
H29年度作成【復興関連】動画DVD
「久慈秋まつり」

平成28年の台風第10号災害で中止
されるも翌年復活した秋まつり。被災
した山車組の復活への想いや新たな
チャレンジを紹介します。

2分45秒

5
H29年度作成【復興関連】動画DVD
「大船渡市立盛小学校の復興教育」

平成29年度の「いわての復興教育ス
クール」実践校に指定されている盛
小学校の小学生たちが、被災から立
ち上がった地元企業の姿に学ぶ様
子を紹介します。

２分

6
H29年度作成【復興関連】動画DVD
「特定非営利活動法人高田松原を守
る会」

50年後の再生を目指す高田松原の
植樹に尽力する団体の方々の想い
を紹介します。

１分55秒

7
H29年度作成【復興関連】動画DVD
「釜石シーウェーブスＲＦＣ」

釜石シーウェーブスＲＦＣの選手が抱
くラグビーワールドカップ2019™釜石
開催への想いを紹介します。

１分56秒

8

H29年度作成【岩手の魅力】いわて☆
はまらいん特使
動画DVD「岩泉編」「遠野編」

岩泉編
旅人に扮する村上弘明氏が岩泉町を訪
問し、町内の喫茶店で龍泉洞の水を飲ん
だところ、冒険家となって龍泉洞内を彷徨
いながら、茂師竜と遭遇する。
遠野編
旅人に扮する村上弘明氏が遠野市を訪
問し、市内の飲食店でジンギスカンを食
べていたところ、座敷童子の誘いにより
柳田國男となって、佐々木喜善と遭遇す
る。

岩泉編　５分
遠野編　５分

9

H28年度作成【復興関連】動画DVD
岩手復興ドラマ
DISC1：「日本一ちいさな本屋」
　　　　　「冬のホタル」完全版
DISC2：「日本一ちいさな本屋」
　　　　　テレビ放送版、メイキング
　　　　　「冬のホタル」テレビ放送版、
　　　　　メイキング

東日本大震災津波の記憶を全国へ、
世界へ、そして未来へとつないでい
く、
監修、監督を始め岩手にゆかりのあ
る制作陣を揃え、出演者や原作ス
トーリーを公募して制作・公開した２
本のドラマ

DISC1：完全版　67分
DISC2：①「日本一ちいさな本屋」
　　　　　　　テレビ放送版　28分
　　　　　②「冬のホタル」　28分
　　　　　③「日本一ちいさな本屋」
　　　　　　　メイキング　6分40秒
　　　　　④「冬のホタル」　5分45秒

復興関連動画及び岩手県魅力発信PR動画　DVD一覧



No. タイトル 写真等 説明 時間

10
H28年度作成【復興関連】動画DVD
知事と応援派遣職員の皆さん

復興を進めるために欠かせない戦力
となっている県外からの応援派遣職
員の方々を紹介します。

3分31秒

11
H28年度作成【復興関連】動画DVD
新生やまだ商店街山田・かき小屋
（山田町）

大震災前から山田町に住み、かき小
屋の復活や商店街のにぎわいづくり
などに活躍する方を紹介します。

3分2秒

12
H28年度作成【復興関連】動画DVD
震災遺構「たろう観光ホテル」（宮古
市）

震災遺構「たろう観光ホテル」で撮影
した貴重な映像を生かし、防災学習
プログラムに取り組む方々を紹介し
ます。

2分39秒

13
H28年度作成【復興関連】西宮神社
「十日戎開門神事　福男選び」
平成29年一番福

平成29年１月10日に兵庫県の西宮
神社で行われた福男選びで一番福と
なった若者の、福を分かち合いたい
という思いを紹介

2分49秒

14

H28年度作成【岩手の魅力】いわて☆
はまらいん特使　動画ＤＶＤ　「予告
編」「世界遺産・橋野鉄鉱山編」「雨ニ
モマケズ編」

近代製鉄の父と呼ばれる大島高任
が、岩手から発祥した近代製鉄の歴
史、世界遺産・橋野鉄鉱山を通じて
岩手の魅力を紹介します。
生誕120周年の宮沢賢治の「雨ニモ
マケズ」の詩にのせ、岩手の雄大な
景色を紹介します。

「予告編」15秒
「橋野鉄鉱山編」
3分51秒
「雨ニモマケズ編」
3分7秒

15
H27年度作成【復興関連】動画DVD
総集編

復興関連動画4種類をまとめたもの

16
H27年度作成【復興関連】動画DVD
小笠原満男選手

小笠原選手が東日本大震災直後か
ら様々な復興支援活動にひたむきに
取り組んだ様子を伝えています。

3分20秒

17
H27年度作成【復興関連】動画DVD
NPO法人体験村たのはたネットワー
ク（田野畑村）

漁師の船「サッパ船」で海から断崖に迫る
サッパ船アドベンチャーズや再建した番
屋での体験ツアーを提供しているNPO法
人　体験村・たのはたネットワーク。
　三陸の海の恵みと漁師の技。地元の誇
りとともに、行き先は震災前よりも元気な
地域だ。

3分23秒

18
H27年度作成【復興関連】動画DVD
赤坂さんさ（東京都）

復興支援をきっかけに結成された赤
坂さんさ。東京で練習を重ね、3年目
には30人が盛岡さんさ踊りに参加。
つながりと笑顔の輪を広げていま
す。

2分57秒

19
H27年度作成【復興関連】動画DVD
大槌復興　刺し子プロジェクト（大槌
町）

布と布を縫い合わせ強度を高める
「刺し子」。岩手県大槌町のおかあさ
んたちに仕事をと、京都のNPO法人
が刺し子製品の作成・販売を企画。
このプロジェクトは強い絆となり、仕
事、憩い、笑顔が集まる場を広げて
います。

3分27秒



No. タイトル 写真等 説明 時間

20
H27年度作成【岩手の魅力】いわて☆
はまらいん特使　動画DVD
時代劇編

世界遺産・平泉を通して、いわてに受
け継がれる、この世の全ての命の平
等と救済を願い、中尊寺を建立した
藤原清衡の想いを紹介する。
ロケ地：中尊寺(平泉町)、えさし藤原
の郷（奥州市）

3分00秒

21
H27年度作成【岩手の魅力】いわて☆
はまらいん特使　動画DVD
現代劇編

年頃の娘の告白に葛藤する父親の
心境を通じて岩手の温かい人柄を紹
介する。
ロケ地：陸前高田市

3分００秒

22
H27年度作成【岩手の魅力】いわて☆
はまらいん特使　動画DVD
CM15秒・30秒

岩手の魅力発信動画を紹介するCM 15秒、30秒

23
H26年度作成【復興関連】動画DVD
総集編

復興関連動画4種類をまとめたもの

24
H26年度作成【復興関連】動画DVD
河野和義さん（八木澤商店会長・陸
前高田市）

震災で大きな被害を受けた陸前高田市を子
供や孫たちに誇れる街づくりを進める河野和
義さん
盛り土工事が進む中の陸前高田市で、岩手
県（陸前高田市）出身の村上弘明氏（いわて
☆はまらいん特使）と希望の架け橋となるよう
未来へのビジョンについて語り合いました。

短編　3分39秒
全編　11分06秒

25
H26年度作成【復興関連】動画DVD
山本拓実さん（種市高校海洋開発
科・洋野町）

震災で自分自身も宮古市田老で被災した山
本拓実さん
自分も「復興の役に立ちたい」と思い、父親と
同じ南部ダイバーを目指して種市高校に入
学。
「震災に負けちゃだめだ！みんなで復興に向
けて頑張っていきたい！」と熱い口調で語って
くれました。

3分38秒

26
H26年度作成【復興関連】動画DVD
笹山英幸さん（鵜鳥神楽　神楽衆・普
代村）

釜石出身の笹山英幸さん。
およそ千年前から続いていた鵜鳥神楽。震災
後、中断してしまった神楽巡業。自分がその
伝統をつなぐとの強い思いで普代へ移住
神楽を見て地元に戻ってきてくれる・・そんな
熱い気持ちで復興への思いを語ってくれまし
た。

3分32秒

27
H26年度作成【岩手の魅力】いわて☆
はまらいん特使　動画DVD
総集編

魅力発信PR動画4種類とダイジェスト
版をまとめたもの。

3分

28
H26年度作成【岩手の魅力】いわて☆
はまらいん特使　動画DVD
岩手の食編（魚菜市場・宮古市）

天才外科医に扮した村上氏が学会帰りに宮
古市の魚菜市場に立ち寄る。そこに急患を診
てほしいと依頼を受け、向かった先にいた急
患は何とホヤ！ホヤを切開し、その美味しさ
を確認すると、ウニ、セイダカレイ、ホタテ、ワ
カメも診察を受けたいと依頼が舞い込む。
次々と三陸の幸を食す天才外科医は、その
味に魅了されていく。コミカルな要素を含みつ
つ、旬を迎えた岩手の海の幸をふんだんに紹
介する。

5分21秒

29

H26年度作成【岩手の魅力】いわて☆
はまらいん特使　動画DVD
岩手の地域資源編（海女さん・久慈
市）

人情派刑事に扮した村上氏が、謎のメモを解
明するために久慈駅に一人降り立つ。周辺を
聞き込み、「海女さん」にヒントが隠されている
ことに気づく刑事。海女さん、高校生海女クラ
ブ、ちびっこあまちゃんとの交流を通じて、あ
る答えにたどり着く。北三陸に伝わる「北限の
海女文化」を紹介する。

7分08秒
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30
H26年度作成【岩手の魅力】いわて☆
はまらいん特使　動画DVD
岩手の自然編（北山崎・田野畑村）

柳生十兵衛に扮した村上氏が、海岸を歩いて
いると一艘のサッパ船と漁師に出会い、船を
出してくれるよう頼む。あいにくの天候で船を
出すことができないと断られる十兵衛。船を出
せないと知った十兵衛は、刀で曇った空を切
り裂きはじめる。昨年日本ジオパークから認
定された三陸の絶景を紹介する。

5分04秒

31
H26年度作成【岩手の魅力】いわて☆
はまらいん特使　動画DVD
岩手の癒し編（大沢温泉・花巻市）

織田信長に扮した村上氏が、戦いに疲れ、山
道を歩き、古びた温泉宿と露天風呂にたどり
着く。疲れを癒そうと足早に露天風呂へと向
かう信長。疲れを癒す温泉、心和む温泉客と
の触れ合いに信長が感じたものとは。若き日
の信長を村上氏が威風堂々と演じ、温泉客と
の会話も楽しい。岩手の温泉の良さを紹介す
る。

4分45秒

32
H25年度作成【復興関連】動画DVD
ありがとうのリレー２

「ありがとうのリレー2」日本語版
全国からの応援に対して、被災地か
らの感謝のメッセージ。
http://www.iwatekara.jp/archive/tha
nks2013/thanks2_01.html

33
H24年度作成【復興関連】動画DVD
ありがとうのリレー

「ありがとうのリレー」日本語版
全国からの応援に対して、被災地か
らの感謝のメッセージ。
http://www.iwatekara.jp/archive/tha
nks2012/thanks01.html
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