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●文芸部の活動内容と楽しいと思う事を教えて下さい。
（梶）毎週金曜日、中村航先生の「文章表現法」の授業後に集まり、
皆が書いてきた小説や文章の批評をします。色々な仲間が小説を持ち
寄るので、様々な表現があって非常に面白いです。
（舩）自分の作品を読んでもらう機会が中々ないので、作品を読んで
もらう事自体が楽しくて…。それとプロ作家の中村先生から直接ご感
想を頂けるので、非常に嬉しいです。
（余）去年の学園祭では作品集を作って、皆で配ったり宣伝したりと
いう一連の活動が楽しかったですね。
●皆さんの読書生活と好きな作家について教えて下さい。
（梶）だいたい月に 5～ 6 冊読みます。短期間で読む方なので、1 つ
ハマったらそればかり読んでいますね。森見登美彦さんの作品は、言
い回しや会話が面白いので、全部読んでいます。
（舩）１カ月に大体 1～ 2 冊です。読むジャンルは絵本が中心で、特
に外国の絵本を翻訳したものが好きです。よく書店に行って面白いも
のはないかと探しています。
（余）１カ月に 20冊前後は読みます。私は台湾からきた留学生ですが、

中国語圏の金庸（キンヨウ）さんという作家が書
く武侠小説が特に好きです。日本でも徳間書店か
ら翻訳本が出ているのでオススメです。

●作品が出来るまでのエピソー
ドや創作の源などがありました
ら教えて下さい。
（梶）「締切」があって、それに
向かって焦りながら書く感じで
すね。自分自身の体験談を書く
事が多いので、表現の仕方も考

えながら、いかに伝わりやすく書くかとい
うのが源になっています。
（舩）いつも書き始める時に、出だしの一文
に全てをかけています。それが決まらない
と先が全く思い浮かばないので、何度も最
初の一文を一生懸命練ります。

（余）枕元に常に小さなメモ帳を置いて、寝起きに夢の話などをメモ
するようにしています。たまに「これ！」といったアイデアがある
時は、メモ帳を持ってパソコンに飛びついて、電源が立ち上がるまで
必死に夢の内容をメモして、それを書き込んでいます。

●次回の作品はどんな事を書きたいですか？
（梶）前回は自分の実体験に基づいた話だったので、今度は想像力を
膨らませて、架空のもの、この世じゃ起こり得ないようなストーリー
を書いていけたらと思います。
（舩）例えば日常の会話の中で「本当はこういう事を言いたいけど、
相手に遠慮して心の中でとどめておく」事とか多いと思うんです。小
説では、その人が何を考えてこういうセリフを言ったかなど、細かな
心理描写を書きたいと思います。
（余）恋愛話を中心に、人とはちょっと違う、ともすれば破滅に向か
うような禁断の恋を書いていきたいと思います。
●今後の目標は？
（梶）まずは中村先生に「面白い」と言ってもらう事です。
（余）「将来的に 3 年に 1 人はプロの作家を出したいね」と皆で話して
いたので、今年は何人か新人賞に応募しました。いつか賞を獲ってデ
ビューできたらいいな、と思っています。
（舩）私の目標は「読みやすい小説を書く事」ですが、私自身、読書
はあまり得意な方ではありませんでした。サークルの皆の作品を読ん
でからスムーズに読める様になったので、本が苦手な人もこのサーク
ル活動を通じて、読んだり書いたりする世界に足を踏み入れてもらえ
ればいいな、と思います。
●今後サークルに入りたい学生さんに向けて一言お願いします。
（余）活動中は出来た作品を黙々と読んでいますが、読み終わった後
は感想を言い合ったりして、明るい雰囲気で活動しています。毎年学
園祭で作品集を発表したりもするので、皆さん是非いらして下さい。
（舩）創作活動が好きな人にとって心地良い場所にしたいと思ってい
るので、一度足を運んでいただけたらと思います。
（梶）小説に限らず、表現したい作品があったら、是非「素敵文芸」に持っ
てきて下さい。喜んで読みますので、お待ちしています。

●梶山さん、舩戸さん、余さん、ご協力ありがとうございました。

おすすめの１冊を教えて下さい

『太陽の塔』
森見登美彦 著  新潮文庫
913/Mo54/ 文庫  大宮図書館所蔵

会話の掛け合いがとても面白く、大
好きな一冊です。

『三国志』
宮城谷昌光 著  文藝春秋
913.6/Mi73  豊洲図書館所蔵

古めかしいながらも薫り高い文体の
本です。大量の資料を用いて新たな
解釈を導き出す作風で、理系の人に
もおすすめしたい作家さんです。

『本当は恐ろしいグリム童話』
桐生操 著  ＫＫベストセラーズ
940.26/Ki54  豊洲・大宮図書館所蔵

中学生の時に読んで、衝撃を受け
た一冊です。解説や時代背景が 1
話ごとに書かれているので、興味
深く読めると思います。
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皆さん小説はお好きですか？
今回は文化系サークル「素敵文芸」にて小説を実際に執筆している
梶山さん・舩戸さん・余さんから、それぞれの個性溢れるお話を伺う
ことができました！
執筆の楽しさとは？ ３人が注目する作家とは？！
創作の裏側に密着
してみました。

 梶山 大介さん
情報工学科４年

  舩戸 麻里子さん
機械工学科４年

 余 慕農さん
電気電子情報工学専攻１年
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皆さんは年末年始はいかがお過ごしですか？
寒い冬、ゆっくり読書三昧なんていかがでしょうか？ 芝工大図書館
では今後も様々な企画展示を計画しています。各館特色が違うので、
ぜひ見比べてみて下さい。お待ちしています。　　　　　　（成島）

国際ラウンドテーブルセッションが
開催されました。

図書館ガイダンスを受けてみませんか？

資料の配置場所などを案内しながら、図書館の利用方法をご説明します。
また、OPAC（蔵書検索）やデータベース、電子ジャーナルの利用方法
などレポートや論文作成に役立つ講習を行っています。

芝浦図書館の蔵書には IC タグが付いているので、
一度に複数冊の貸出・返却が可能です。

芝浦図書館 12～１月の企画展示は「論文・レポートの書き方」です。
論文・レポート作りの参考に是非お役立て下さい。

資料配架見直し計画の過渡的措置として、
製本雑誌は地下書庫へ仮移動しています。

ご利用の際は、地下書庫の鍵をお渡しします。図書館スタッフまでお問
い合わせください。 ※利用受付は20時までです。ご了承ください。

ミニ図書館オープン

5号館1階にミニ図書館が開館しました！　一般
雑誌バックナンバーや新聞が置かれ、落ち着
いたスペースでゆったり閲覧できます。

11/17（火）に、豊洲キャンパスにて芝浦工業大学と紀伊國屋書店の共
催による国際ラウンドテーブルセッションが開催されました。首都圏
の大学図書館の方々が参加され、講師として米国ヴァージニア州
George Mason大学のMs．Katherine A. Perryをお招きし、「米国の学
術情報環境の現状と大学
図書館の戦略」をテーマ
にご講演いただきました。
セッションの後は皆さん
豊洲図書館を見学され、
「芝浦庵」にて茶道部に
よるお茶会が催されまし
た。ペリーさんも日本の
文化に触れることがで
き、楽しいひとときとな
りました。
茶道部の皆さん、有難う
ございました。

もうすぐ冬休み！皆さんの予定は決まっていますか？
まだという方、旅行や文芸の世界に浸ってみませんか？
図書館では『旅行』と『文藝』をテーマにした資料の展示を
開催中です。
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開館時間　豊洲・芝浦 9：00～22：00　　　短縮開館（9：00～18：00）
　　　　　大宮　　　 9：00～21：30　　　短縮開館  豊洲・芝浦（18：00～22：00）/大宮（18：00～21：30）
休館日： ＿　　　　　　　　　　　　　　　短縮開館  大宮のみ（9：00～18：00）　　
                                                                                  ※開館スケジュールは変更が生じる場合もございますのでご了承ください。
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04  図書館  ranking
 順位　　　　　　　    書          名 
 1 ハリー・ポッターと死の秘宝 （豊洲・大宮所蔵）  
  貸出冊数 10　請求記号 933.7/R78/1
 2 竜馬がゆく （大宮所蔵） 
  貸出冊数 8　  請求記号913.6/Sh15-1/ 文庫
 3 カラマーゾフの兄弟 （大宮所蔵）
  貸出冊数 7　  請求記号 983/D88/ 文庫

 

企画展示　協力サークル
★サイクリング部
自転車で出かけることを中心に、
仲間との連携や信頼を深め、行く
先々の風土を感じ見聞を広めるこ
とを目的に活動しています。

★素敵文芸
毎週部員が書いた作品を持ち寄り、
ディスカッションを行っています。
卒業生の作家・中村航先生も顔を
出してくれています。

02  企画展

理工系の研究にお勧めのデータベース（文献情報検索）
を教えてください。

教員の方や院生の方がよく利用され
ている「JDreamⅡ」です。

「J DreamⅡ」は科学技
術や医学・薬学関係の約
5000 万件の国内外文献
情報を簡単に検索でき
る、国内最大の理工系文
献データベースです。学
内イントラネットで利用
できます。

05  教えて！ 図書館
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○期間：12／1～ 1／31
○場所：大宮図書館1階
    （カウンター前・企画展示コーナー）
○概要：写真パネル展示、関連資料展示
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豊洲

豊洲

芝浦

大宮

大宮

2431

「 旅 ＆ 文 藝 」特 集「 旅 ＆ 文 藝 」特 集

本をひらいて、旅にでよう本をひらいて、旅にでよう本をひらいて、旅にでよう


