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－ iPhone 小説によるまちおこし －
１1 月 5 日 第 3 回 iPhone ノベルなび
ノベルなび大賞
なび大賞 授賞式
授賞式と N-1 グランプリを
グランプリを開催します
開催します！
します！
京都フラワーツーリズム推進協議会（会長：御舘 統生）と京都精華大学では、2011 年 11 月 5 日
（土）に、iPhone 小説による観光振興・地域再生を目的とした第 3 回 iPhone ノベルなび大賞授賞式
と N-1 グランプリを開催します。
なお、この事業は「第２６回国民文化祭京都２０１１まゆまろチャレンジ府民企画事業」として実施す
るものです。
＜当日の主な内容＞
・ノベルなび大賞の発表・授賞式
・作家の我孫子武丸、北野勇作、遠藤徹、小林泰三（順不同・敬称略）の各氏による講評
・ソフトバンクモバイル中山五輪男氏による基調講演
・怪談ライブ
・即興小説で小説の腕を競う N-1 グランプリ
会場から２つのお題をもらって、即興で超短編小説を書き朗読をしてもらいます。
プロ作家・アマチュア作家が入り混じり、観客巻き込み型の臨場感溢れる小説グランプリ。
今回の
今回のテーマは
テーマは怪談です
怪談です。
です。

■講演会開催内容 どなたでもご参加いただけます。
開催概要
2011 年 11 月 5 日(土)
受付開始：12:00 より
開催日時 講演会：13:00 から
懇親会：18:30 頃から（別会場の出町柳駅周辺にて開催）
（出演作家は全員参加します。作家のサインはこのときにおこないます）
京都精華大学 （〒606-8588 京都市左京区岩倉木野町 137）
地図：http://www.kyoto-seika.ac.jp/access/index.php
会場
大学までの交通アクセス：http://www.kyoto-seika.ac.jp/access/index.php
京都駅から地下鉄で国際会館駅へ約 20 分、そこからスクールバスで約 5 分
講演会：無料
(事前登録制、定員になり次第締め切り)
N-1 グランプリ出場：無料 (事前登録制)
参加費
懇親会： 4,000 円程度
（事前登録制、定員になり次第締め切り。会費は当日、
懇親会場にてお支払い下さい。）
京都フラワーツーリズム推進協議会
主催
第 26 回国民文化祭京都府実行委員会
共催
京都精華大学
【講演会参加申し込み方法】
どなたでもご参加いただけます。
お申込み
11 月 4 日までに第３回ノベルなび講演会 登録フォームからお申し込みください。
http://novelnavi.net/
お問合せ 京都フラワーツーリズム推進協議会 http://novelnavi.net/otoiawase
講演内容及び講師、時間割、会場など変更になる場合がございますので、最新の情報をご確認くだ
さい。 http://novelnavi.net/
プログラム
12:00－1300 受付開始・
受付開始・開場
13:00－
・開会
開会・
開会・主催者あいさつ
主催者あいさつ
御舘 統生（おさむ） （京都フラワーツーリズム推進協議会会長）
・ノベルなび
ノベルなび大賞受賞作
なび大賞受賞作の
大賞受賞作の表彰式
・審査員による
審査員によるノベル
によるノベルなび
ノベルなび作品
なび作品の
作品の講評
ノベルなび選考委員
我孫子武丸 ：『殺戮にいたる病』等本格ミステリの旗手。
サウンドノベルゲーム「かまいたちの夜」のシナリオライター
北野勇作：『かめくん』で第２２回日本 SF 大賞受賞
遠藤徹：『姉飼』で第 10 回日本ホラー小説大賞受賞
小林泰三：『玩具修理者』で第２回日本ホラー小説大賞短編賞受賞
（順不同・敬称略）
・基調講演
「スマホ百景
スマホ百景」
百景」
中山五輪男
(ソフトバンクモバイルスマートフォン推進部部長 兼 シニアエヴァンジェリスト)
・怪談ライブ
怪談ライブ（
ライブ（Ⅰ）
京都精華大学学生有志
・怪談ライブ
怪談ライブ（
ライブ（Ⅱ）
「京都 おもてなし 怪談」
怪談」
怪談社

・N-1 グランプリ「
グランプリ「超短編怪談創作合戦」
超短編怪談創作合戦」
（１）予選会
事前に提出した 120 字の怪談を読んで、会場にいる全員が票を投じて審査
（２）決勝戦
会場から２つのお題をもらって短編怪談の創作合戦
※創作の合間に講演：我孫子武丸
（３）N-1 グランプリの表彰式
N-1 グランプリ最優秀賞（1 名）、優秀賞（1 名）
中井タクシー（中型車）による観光案内 3 時間貸切（最大 4 名様まで乗車可能）。
（中井タクシー http://nakai-taxi.com）
京料理 田ごと お食事券（5,000 円）
（田ごと http://www.kyoto-tagoto.co.jp/）
・まちおこしと怪談
）
まちおこしと怪談（
怪談（閉会の挨拶も兼ねて）
堤邦彦（京都精華大学 教授）

■N-1 グランプリ参加者
グランプリ参加者を
参加者を一般から
一般から広
から広く募集します
募集します！
します！
＜N-1 グランプリ応募方法
グランプリ応募方法＞
応募方法＞
120 字以内の怪談（予選審査用）と連絡先・筆名を下記 URL から申し込んでください。
第３回ノベルなび講演会 登録フォーム http://novelnavi.net/
＜応募資格＞
応募資格＞
（ノートパソコンを
当日会場に来れる方（
ノートパソコンを持参してください
持参してください。）
してください。）
＜N-1 グランプリ 出場登録締切＞
出場登録締切＞
2011 年 10 月 23 日 24:00
＜N-1 グランプリ運営
グランプリ運営スタイル
運営スタイル＞
スタイル＞
N-1 グランプリ出場者の作品集を当日会場で配り、会場に
いる参加者全員が一人一票を投じて予選選考を行います。
投票で票を集めた上位数名とプロ作家数名が、会場から２
つのお題をもらって、その場で短編怪談の創作合戦を行い
ます。
去年の N-1 グランプリ創作合戦の様子

●ノベルなびとは
京都を舞台にした恋物語など、全国各地域の優れた観光資源を活用した物語によって、新たな観
光の魅力を発掘・発信し、地域への誘客を促進するプロジェクトです。
主人公が物語の中で移動する舞台はすべて実在し、GPS 位置情報を持っています。現地の空気を
感じながら小説を読み、物語の舞台を訪れることで、物語も観光もいっそう楽しむことができます。
スマートフォン（iPhone）の GPS 機能、地図、ウェブとの連携を利用した案内によって、見知らぬ場所
でもスムーズに移動することができます。作品を読む、舞台を訪ねる、協賛店で消費（食べる、買う、
泊まる、遊ぶなど）することでポイントを稼ぎ、ランキングを競っていくゲーム要素や、物語や観光地
の感想を投稿や、ツイッターとの連携機能なども搭載しており、ユーザー同士のコミュニケーションも
広がります。また、ノベルなびを楽しんだ人が今度は自分も物語を書き、ノベルなび大賞に作品を
応募することができます。このように、ノベルなびは、ユーザー参加型のインターネットと実在の観光
地をつなぐ新しい形の「まちおこし」です。
ノベルなび詳細 http://novelnavi.net/
●京都フラワーツーリズム
京都フラワーツーリズム推進協議会
フラワーツーリズム推進協議会について
推進協議会について
－京の四季の花の美しさを満喫していただき、また同時に地域の素晴らしい観光の魅力も味わって
いただきたい－
・設立：2008 年 10 月 14 日
・目的：京都の四季折々の花の開花状況や地域の観光の魅力などについて、外国人観光客を含め
た多くの方々にリアルタイムに情報提供・案内を行い、観光誘客の促進と地域の振興を図っていき
ます。
・会員
社団法人京都府観光連盟、京都府、亀岡市、八幡市、社団法人宇治市観光協会、京都歴史回
廊協議会、立命館大学、京都嵯峨芸術大学、ハイアット リージェンシー京都、近畿日本ツーリスト
株式会社、エムケイ株式会社、中井タクシー、株式会社らくたび、ソフトバンクモバイル株式会社、
オリンパス株式会社、フォン・ジャパン株式会社、京都フラワーツーリズム合同会社、日本システム
開発株式会社
・オブザーバー
宇治市、城南宮、日産自動車株式会社
●京都精華大学について
京都精華大学は、芸術、デザイン、マンガ、人文の４つの学部からなる「表現の大学」です。建学理
念に「自由自治」を掲げ、学生の自主性を重んじる理想の元に 1968 年に設立されました。異なるジ
ャンルが結びつき、コラボレーションによる刺激が満ち溢れて、既存の枠組みを超えた自由な表現
から新しい社会と文化の創造をめざしています。
所在地：京都市左京区岩倉木野町 137。

＜本件に関するお問い合わせ先＞
・京都フラワーツーリズム推進協議会
http://flowertourism.net/otoiawase
電話:075-8610534 担当：御舘
・京都精華大学 企画課
http://www.kyoto-seika.ac.jp/contact/index.php
電話:075-702-5201 担当：石田

