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全姉連会報 第１５号 
 

表紙イラスト：絶巨主様（TKSpower） 

タマ姉を愛する者達の間では知らぬ者は居ない、サークル TKSpower の絶巨主様に表紙

を描いていただきました！ 

見よ、この挑発的な視線！ わがままな胸！ やんちゃなフトモモを！ 

 

特集 この小さいお姉ちゃんコミックがスゴイ！ 
『ヘタレ姉』（春夏アキト） 

 同人から飛び出したヘタレお姉ちゃんが可愛すぎてつらい。ついに商業誌に進出！ 

『ちいさいお姉さん』（原作・マツダ靖 作画・ゆとり） 

 ゲーム好きのお姉ちゃんは今日もほろ酔いで弟くんと一緒にゲーム♪ 

『ひよりすと』（魔神ぐり子） 

 マスコット的な可愛さを振りまくお姉ちゃん。しかしその周りの人々はアレな人ばかりで……

『リコーダーとランドセル』（東屋めめ） 

 子どものような小さいお姉ちゃん。しかし、その弟は規格外に大きすぎて！？ 

『私がお姉ちゃんなんだからね！』（鰻丸） 

 小さすぎる姉と大きすぎる妹。凹凸姉妹の日常を微百合テイストで。 

 

姉ゲー 『もっと姉、ちゃんとしようよっ アフターストーリー』（CandySoft） 

 もっと姉しよ延長戦！ 前作のエンディング後をたっぷりと見せてくれます。 

姉ゲー 『姉キス＠Home ～恋するお姉ちゃんとえっちな日常～』（LoveJuice）

 新たな義姉の登場に火の付いた姉３人。過激なアプローチに主人公も自分も枯死寸前。 

姉ゲー 『アネイロ』（ALcot ハニカム） 

 甘甘お姉ちゃんと照れ屋のお姉ちゃん。どっちの姉色に染まる？ 

姉ノベル 『初恋相手が弟だけど、お姉ちゃんはヘンじゃありません！』 

（著・天姫あめ／イラスト・音音）

 実姉至上主義の姉作家×姉漫画家が奇跡のコラボ。これを読まずに姉ノベルは語れない。

姉ノベル 『お姉ちゃんのムコになれ！』（著・青橋由高／イラスト・悠樹真琴） 

 姉３人からおムコさんになってとせがまれる弟。姉系はお任せ、信頼の青橋印の姉ノベル。

姉コミック 『不老姉弟』（師走ゆき） 

 片時も離れられない、離れたくない運命の姉弟。登場人物も姉弟ばかり！？ 

 

全姉連のレビューは「姉萌え」至上主義。評価基準は、「姉萌えか否か」。 

本文中で引用した画像、文章の著作権は、すべて各メーカー様、著者様にあります。 
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■可愛すぎる小さな姉と…… 

無邪気で可愛

い小さい姉と二

人暮らし。 
男なら誰もが

夢見るシチュエ

ーションが、幸

せすぎ てつら

い！ 
そんなうらや

ましい生活を綴

った同人Webコ
ミック がこの

『ヘタレ姉』で

す。 
東方系で有名

な同人作家・春

夏アキト先生が、

Web コミックと

して発表してい

る連載４コマ漫

画がすごい姉漫

画だとの評判に

なったのが 2011 年 1 月。 
第 1 シーズンとも呼べる 30 話1が毎日深

夜 0 時に更新され、“今日のヘタレ姉”チェ

ックをして寝る生活が続きました。 

                                                  
1 作者公式サイト及び pixiv にて一般公開。 

同年２月の同人誌即売会・コミティアで

は、新作を追加収録した新刊を発行2。 
さらに６月には、WEB 雑誌「コミックラ

ッシュ」上で第１シーズンが掲載、８月か

らはなんと連載が決まりました！ 
同人からスタートした小さいお姉ちゃん

４コマは、その体型に反してどんどんビッ

グになっていくのでした。 
 

■ヘタレ姉とヘタレ弟 

一期の登場人物は姉・弟・飼い猫の３人3。 
両親が長期不在の家で、高校生の姉弟二

人暮らしの日常が描かれています。 
作者の春夏アキト先生曰く、 
「小動物系のヘタレお姉ちゃんと弟の組

み合わせが大好き。身長差があるとベネ。」 
という嗜好から生まれた作品。 
さらに曰く、 
「ヘタレお姉ちゃんがヘタレてる姿は愛

らしく、無邪気にお姉ちゃんにひっつかれ

て悶える弟もそれもまた。」 
こんな思いで描かれたそうですが、その

熱い思いは 100％いや 200％漫画に表れて

います。 
真夏（まな）お姉ちゃんは、小動物系で

ちょっとドジっ子な面もあるお茶目さんで、

身長 146 センチの小さい姉。制服姿がちら

っと見えるので、おそらく高校生。 

                                                  
2 書店委託販売もあり。 
3 ちょい役で隣のお姉さんも登場。 

ヘタレ姉 。 
 

著者 春夏アキト（happyflametime） 

サイト http://happyft.sakura.ne.jp/ 
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普段は偉そ

うにしたり威

張ったりしな

い優しいお姉

ちゃんではあ

るが、ときどき

弟の前でお姉

ちゃんらしい

威厳を見せよ

うとして、あえ

なく失敗して

しまうのが、

「ヘタレ姉」た

るゆえん。 
しっかりし

てそうで、どこ

か抜けている

お姉ちゃんの

行動が良いオ

チになってい

て、読んでいて

最も和むところ。 
一方の弟、衛太郎は身長 187 センチの長

身で、姉との身長差は 41 センチ。 
性格は隠れシスコン。表面上は健全な弟

を演じているが、どこをどう切ってもシス

コン。お姉ちゃんの笑顔、寝顔、匂い、体

温……すべてが彼にとっては甘い毒。 
姉の生態観察が趣味で、姉いじりするこ

ともあるが、たいていは姉の可愛い行動に

鼻血を出して悶絶する毎日。実は弟こそが

最強で最弱のヘタレ！ 

 

実際、こんなに無邪気なお姉ちゃんと一

緒に暮らしていたら、どうにかなっちゃう

気持ちはよく分かる、分かるぞ衛太郎！ 
弟がお出かけするとトコトコ付いて行き

たがる姉。気を許して無防備に湯上がりや

寝姿を弟にさらす姉。年上らしく頼もしい

所を見せようとして失敗しオロオロ照れる

姉。風邪をひいてしまい弟に甘える姉。弟

が落ち込んでいるのを見たら優しく慰めて

くれる姉。 
146 センチの小さな体に詰まったお姉ち

ゃん精神が湧き出る湧き出る湧き出る！ 
でも、肝心な場面で弟に頼ってしまう不

完全さが人間的に魅力なのです。 
お姉ちゃんの目から見て、弟は頼れる相

手であり、仲良しの姉弟と映っているよう

ですが、ブラコンと決め付けるにはちょっ

とためらいが残ります。 
なにも弟への愛が足りないってことじゃ

なくて、この漫画は姉のブラコンの色合い

が強くなると話が終わってしまうような気

がするから。お姉ちゃんの無垢な性格、無

意識のスキンシップに弟がドギマギして落

とされるところに最大の姉萌えが息づいて

いるのです。 
衛太郎には悪いけど、お姉ちゃんはしば

らくこのままでいてもらって、弟の生殺し

状態をもう少し楽しませてもらいます。 
…などとのんきに考えていたら、話が進

むごとにお

姉ちゃんが

だんだんと

弟萌えに堕

ちていく様

子が見え隠

れ。 
ああ、も

う結婚しち

ゃえばいい

じゃない！ 
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■ゲーム系ちいさいお姉さん 

タイトルその

まんまです。 
ちいさいお姉

さんが主役で、弟

は対照的に背が

高い。そんな姉弟

と周囲の人々を

描いた、ゆったり

まったり日常系

４コマ漫画です。 
電撃プレイス

テーション付録

の電撃４コマに

連載されている

こともあって、お

姉さんはゲーム

好きの設定。漫画

の中でもゲーム

をする場面がち

ょくちょく見ら

れるのですが、お

姉さんの趣味の

一つとして描かれているだけで、中心的な

テーマはあくまで姉弟と友人たちのふれあ

い。そして、ちいさくて可愛いお姉さんの

生態観察です！ 

■ちいさいお姉さんとノッポな弟 

主人公の望月灯姉さんと弟の講くんは実

の姉弟で、母親はもう亡くなり、父親は単

身赴任のため二人暮らし。 
この二人のほか、女性モデルの居候（期

間限定）、その女性マネージャー、姉さんの

同僚 OL、弟くんのバイト先の先輩が 2 巻

までに登場。限られた登場人物の中、姉さ

んを中心とした比較的狭い世界で、ゆっく

りとした展開の漫画です。 
 
まずは灯姉さんの紹介から。 
20 歳。身長 142

センチ。弟の身長

が 185 センチな

のと対照的で、小

ささが一層目立

ちます。 
職業はアパレ

ルメーカー勤務

の OL さん。ただ

し、仕事のシーン

は出てきません。 
姉さんの趣味はゲーム。プレステのコン

トローラーやPSPを握りしめて楽しむ姿が

よく登場し、ゲームのし過ぎで弟にあきれ

られたり、「だめだよ、姉さん」と止められ

たりすることもしばしば。 
まあ、ゲームは趣味の一つに過ぎなくて、

むしろ姉さんがお酒を飲んではしゃぐのが

好き、ってところの方が印象が強いのです。 

ちいさいお姉さん 
 

著者 原作・マツダ靖 作画・ゆとり 

発行 アスキー・メディアワークス 

発売日 2011 年 4 月 27 日 
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ゲームをし

ながら飲み、気

の合う友達と

しゃべりしな

がら飲み……。 
酔った姉さ

んは、いつもよ

りますます陽

気に、もう少し

飲むと絡み酒

に、さらに飲む

とだだっ子に

なって手が付

けられなくな

ります。酒飲み

姉さん＝ダメ

人間、みたいな

図式もありま

すが、灯姉さんの場合は可愛さが増大する

酔い方なので特別。 
思うに、姉さんは小柄で童顔でちょこま

か動く小動物系なのに、少しも妹キャラっ

ぽさを感じさせないのは、大人の象徴であ

る酒のせいかも知れません。未成年の弟く

んには飲めない酒が飲めるってトコもおね

ーさんらしさを感じさせる良い要素。ちい

さくったって、お姉ちゃんはお姉ちゃんな

のよー、と胸を張る姿が似合うのです。 
一方、弟の講くんは

というと、16 歳で 182
センチな高校２年生。

口数が少なく、表情の

変化も少ないが、無自

覚な優しさを持ち、家

事も一通りこなして

しまう、真面目でよく

できた弟。ゲームと酒で生活が乱れがちな

姉の健康を気遣う姉思いのイケメン君です。 
酔ってくだを巻くお姉ちゃんの相手をす

るのも、飲み過ぎたお姉ちゃんを介抱する

のも、全部弟の役目。 
弟から見れば世話の焼ける小さいお姉さ

んでも、ばかにしたり、ましてや子ども扱

いすることなど決してしない。姉のありが

たいお話にはきちんと正座。これ、マナー。 
 

■ブラコン・シスコンはなくても… 

お互いに弟思い、姉思いの二人ですが、

ブラコン、シスコン要素はほとんどありま

せん。 
「好きな娘い

ないの？」と、姉

さんが弟のコイ

バナに興味津々

になる話があり、

付き合っている

子はいないと聞

くと、もてるんだ

からもったいな

い！ と一喝。お

姉ちゃんとして

は、弟に良い恋を

してもらいたい

というスタンス

のようです。 
これを惜しい

と思うかどうかは読み手次第。 
ブラコン、シスコンを持ち出すと、この

漫画の重心がずれてくるでしょうし、そも

そもそういう志向の作品ではないので、マ

イナス評価はしません。 
第２巻では、二人が中高生の頃の過去を

振り返るストーリーがあり、今では陽気な

姉さんが孤立感を深めていたことや、弟が

泣き虫だったことが明らかになります。 
そこから立ち直っていく過程で生まれた

姉弟二人の信頼感。ブラコン、シスコンは

なくても、この強い絆があるから、本作は

立派な姉漫画たりえているのです。 
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■みんな夢中！可愛いお姉ちゃん 

誰もが振り返り、なでなでして可愛がり

たくなるフェロモンをまき散らす、小動物

系の小さな姉・ひよりお姉ちゃんと、その

弟、妹、周囲の人物がドタバタ繰り広げる

日常コメディ４コマ。 
主人公ひよりお姉ちゃんは、22 歳の社会

人（ＯＬ）。身長 145 センチ。弟・草介は高

校生で 182 セ

ンチ、妹・なつ

めは中学生で

160 センチの身

長と比較する

までもなくち

っちゃいお姉

ちゃん。 
不在がちの

両親に代わっ

て、弟妹の面倒

を見ているよ

くできたお姉

ちゃんですが、

ちょっと天然

気味で、底抜け

に人が良くて、

２頭身キャラ

が似合いすぎ

るマスコット

的存在。 

そんな可愛いお姉ちゃんだから、家族は

もとより、同僚、弟妹の同級生達からも慕

われている……のは間違いないとしても、

中には変ｔ…いや特殊性癖をお持ちの登場

人物もちらほら。 
この作品、ほのぼのコメディと思ったら

ヤケドしますよ？ 
 

■ひよりお姉ちゃんと愉快な弟妹 

ひよりお姉ちゃんは、事実上一家のお母

さん役のような立場なのでブラコン要素は

薄め。もちろん、家族を大切に思ってくれ

ていますが。 
一方で、弟・草介は、自分より二回りも

小さいお姉ちゃんを事あるごとに可愛いと

思ってしまうの

に、男子高校生

特有の気恥ずか

しさや照れが先

行して、素っ気

ない態度を取り

がち。でも、内

心は小心者かつ

心配性で、小さ

なお姉ちゃんに

万が一の事がな

いか心配になる

とオロオロして

失敗してしまう

のが定番のオチ

です。 

ひよりすと 
 

著者 魔神ぐり子 

発行 芳文社まんがタイムコミックス 

発売日 2010 年 12 月 7 日 
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そして、末

っ子の妹・な

つめ。 
中学生の妹

という設定に

愛らしさや癒

しを求めては

いけない。彼

女はズバズバ

物を言う性格

で、エロ本が

大好きという

オバサンかつ

オッサン的な

趣味の妹なの

です。 
草介とは犬

猿の仲で、事

あるごとによ

く衝突してい

るが、ひより

お姉ちゃんの

ことが大好きということに関しては一致し

ているので、ケンカをしていてもお姉ちゃ

んの言う事にはきちんと従う。そんな微笑

ましい一面も。 
ちなみに、彼

女の身長は 160
センチと普通

でも、けしから

んサイズの乳

を持ち、子ども体型なひよりお姉ちゃんの

妬みの的。この漫画に関しては、おっぱい

攻撃は彼女の担当です。 
彼女もお姉ちゃんが大好きな点では弟と

妹で一致しているのですが、そのエロ性格

のせいから来る行動はむしろ男子中学生。 
お姉ちゃんのパンツにうっとりしたり、

お姉ちゃんのセーラー服姿を妄想したり、

お姉ちゃんと一緒のお風呂を想像して鼻血

を垂らしたり 
姉萌え読者

が感情移入し

てしまうのは、

弟よりもむし

ろ妹の方かも

知れません。 
このあらぬ方向に向いた倒錯的変態的な

ドタバタ（しかも当の本人が変態と自覚し

ていない）が本作の中心的な笑いになって

いるわけですが、真性の変態キャラは草介

の同級生の一郎太。 

 

これで比較的おとなしめの変態セリフ。 
一郎太もまたひよりお姉ちゃんのファン

なのですが、正々堂々開き直った変態っぷ

りは、いっそすがすがしい。 
彼がひよりお姉ちゃんの弟でなくて本当

に良かった。 
 

■撫で撫でしたくなるお姉ちゃん 

本作では、派手でオープンな性格のママ、

草介を慕う男の娘、同級生のチャラ男、ひ

よりお姉ちゃんの同僚など、様々な人物が

登場し、賑やかな漫画となっています。 
小さな子猫はどこへ行っても可愛がって

もらえるように、天然で純真なひよりお姉

ちゃんが行く先々で愛されるのは、小柄な

マスコット体型だからこそ。 
お姉ちゃんなのに、かがんで撫でたくな

る愛らしさは、長身のクールな姉キャラに

はない魅力。こんなお姉ちゃんなら、ちょ

っとくらい変態になっても仕方ないね！ 
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■見た目は大人、中身は子ども 

小柄で童顔の女子高生・宮川あつみお姉

ちゃんと、背丈、体格、顔のどれをとって

も大人なのに小学生の弟・あつし。 
外見と中身がバラバラで、凸凹な姉弟２

人のおかしな毎日を綴った、まんがライフ

オリジナル連載の４コマコメディ漫画です。 
４コマ誌には、特定の職業をテーマにし

たもの、特殊な趣味・嗜好をテーマにした

ものなどがありますが、身体的な特徴をテ

ーマにしたものも定番で、背が高い・低い

もよく使われるネタ。 
平均より体が小さい女性を主人公にした

漫画もありますが、何と言ってもこの漫画

は弟・あつし君が小学生離れした大人びた

容姿になっているのが特徴です。 
ガッチリ体型にすらっと伸びた長い脚、

トレンチコートをなびかせながらのキメ顔。

しかし背中に背負うのは、リコーダーとラ

ンドセル……。 
単に弟が大き

いだけなく、あく

まで中身は小学

生ってところが

重要なポイント。

図体がデカいの

をいいことに威

張ったりするこ

とはなく、姉に対

しては年相応の

弟として、ねーちゃんねーちゃんと呼んで

後ろから付いてくるような子どもです。 

 
見た目は大人、頭脳は子ども。このアン

バランスさが、今までの姉漫画にはなかっ

た新鮮な感覚。 
小さくて可愛いお姉ちゃんに萌えるだけ

でなく、弟の見た目のせいで巻き起こす騒

動も楽しい姉弟４コマ漫画です。 
 

■弟くんの受難 

宮川あつみお姉ちゃんは高校２年生、身

リコーダーとランドセル 
 

著者 東屋めめ 

発行 竹書房バンブーコミックス 

発売日 2010 年 4 月 17 日（第 2 巻） 
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長 137 センチ。 
両親、親類縁者

そろって体が小

さい家系（弟だけ

が例外）。 
もっと背が高

くなりたいと思

っているが、半ば

あきらめ気味。逆

に、背の小ささを

利用するしたた

かさも持ってい

て、コンプレック

スはない様子。弟

に付き添って出

かけた先で、妹や

娘に間違われる

のには、もはや慣

れっこ。 
外見こそ小学

生のようでも、中

身は立派な高校

生。弟の面倒見が

よくて、しっかり者。 
もとから姉なので、「小さい子が無理して

お姉ちゃん風を吹かせる」みたいなことは

なく、姉意識はごく自然。弟は見た目が大

人でも、姉にしてみれば弟であることに変

わりなく、食事やお菓子を作ってあげたり

することもあれば、弟を叱ることもある、

良くできたお姉ちゃんなのです。 
対する弟のあつし君は、小学５年生で身

長 180 センチ。高身長で、かなりイケメン

に描かれ、どう若く見ても大学生。外見で

小学生らしさを感じさせることは完全に放

棄されています。 
それなのに、内面は完全に小５。友達と

公園を駆け回り、算数の宿題に頭を悩まし、

ヒーローと昆虫が好きな普通のお子さま。 
背の高さを利用してカッコつけようなん

て意識も、大人っぽくなろうという意識も

ゼロです。 
弟くんの最大の悩みは、不審者扱いと職

務質問。 
クラスの女の

子と一緒に下校

したり、公園で遊

んでいるだけで

不審者として通

報→パトカーで連行がこの漫画の定番オチ。 
あつし君、２巻までに一体何回通報と連

行されたのやら。 
同級生だけで

はなく、お姉ちゃ

んと一緒に手を

つないで歩いて

いるだけなのに、

おまわりさんこ

っちです状態になってしまうのも悲劇！ 
毎回、弟クンの受難が思いも寄らない所

に潜んでいて、笑って楽しく読める姉漫画

です。 
 

■姉弟カップル化希望！ 

女性読者を意識してか、話の重心がイケ

メンのあつし君寄りですが、あつみお姉ち

ゃんも小さな体でとても魅力のある姉で、

脇役も味のあるキャラ揃い。 
欲を言えば、姉弟でもっとイチャついて

くれたら、と思

うのですが、２

巻ではゲスト作

家によるトリビ

ュートページが

多数掲載されて

おり、貴弟の不

純な妄想を代弁

してくれること

でしょう。 
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■小さい姉とおっき～い妹と 

小学生に間

違われるほど

幼児体型の高

校生お姉ちゃ

んと、およそ小

学生とは思え

ない身長を持

つモデル体型

の妹。そして、

それぞれの同

級生達が登場

する凸凹コメ

ディ漫画です。 
トップの表

紙画像に見え

ているのは、右

がお姉ちゃん

で左が妹。 
妹がかがま

ないと表紙に

入りきらない

ほどの比率なのは、大げさなものではなく

て、本編もこんな感じなのです。 
姉と弟の場合、男である弟の方が背が高

くなっても不思議ではないのですが、姉妹

の場合はそうとは限らないわけで、まして

高校生の姉が小学生の妹に背を抜かれるな

んてことは……。 
このギャップが『わたおね』のコメディ

部分を支える大きな要素であり、お姉ちゃ

ん最大の悲劇でもあるのでした。 
 

■小柄なツンデレ美空お姉ちゃん 

年上であるお姉ちゃんを敬うのは当然。

ってことで、背の順

ではなく歳の順で

お姉ちゃんから紹

介。 
高槻美空お姉ち

ゃんは高校１年生。

公式の身長設定は

ないが、どう見ても

140 センチ以下。 

中身は立派な女子

高生だが、残念なほ

どに幼児体型。妹が

小学生離れした体型

なだけ、並ぶと余計

に小さく見えてしま

うのが困りもの。 
いつも子供扱いさ

れてしまう自分の体

型にはコンプレック

スを抱いていて、妹

の発育した体を見てはため息をつく毎日。 
同級生の仲良し三人組は、小さな子猫を

私がお姉ちゃんなんだからね！ 
 

著者 鰻丸 

発行 Flex Comix 

発売日 2011 年 6 月 10 日（全 2 巻） 
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なで回すかのように彼女を可愛がったりい

じったり。しかし、本人にとっては子供扱

いされているようで不満な様子。 
まだ小学生の妹には手を焼かされるが、

「あの子、体は大きいけど中身は年相応だ

からね。甘えん坊で困るわ。大変だけどや

っぱりお姉ちゃんだからね。体は小さいけ

ど姉としての誇りはちゃんとあるのよ。」と、

姉の自覚は十分なのです。 
性格は、周囲からツンデレとからかわれ

るほどツンデレ。スタイルの良い妹をうら

やんで、「妹だなんて思ってないんだから

ね！」なんて感じの分かりやすいツンデレ。 

もちろん、内心では妹のことは大好きで、

姉としてきちんと面倒を見るし、困った時

にはお姉ちゃんが守ってあげるから精神も

持っている姉なので、素直じゃないお姉ち

ゃんだな～と微笑ましく眺めるのがベスト。 
 

■特大の妹、小鳥ちゃん 

妹の小鳥ちゃんは小学５年生。身長は軽

く 170 センチ以上。並のグラビアアイドル

顔負けの巨乳小学生。 
自分のスタイルがどれほどセクシーか、

小学生の彼女に

は十分理解でき

ていないようで、

無防備にぶるん

ぶるん胸を揺ら

して周囲の視線

を釘付けにさせ、

背中のランドセ

ル で 「 え え ー

っ！？」と驚かれ

るのがお約束。 

体の大きい弟は特に嬉しくなくても、大

きい妹は夢があるというか、小鳥ちゃんの

たわわに実った早熟な果実に欲望を抑えき

れないというか…… 
はっっ、こともあろうに模範的な成人男

性である私が小学生の女児を不純な動機で

見てしまうとはっ…… 
しかも小鳥ちゃんは妹キャラ。全姉連の

代表ともあろう者が、妹のムチムチ水着姿

や裸エプロンに欲情するなどという不祥事

を起こしてしまったら、総裁の地位が……。 
でも、抗いがたいこの魅惑の躰。 
そうそう、小鳥ちゃんは大のお姉ちゃん

っ子で、お姉ちゃんとすりすりしたり、耳

をはむはむしてスキンシップするのが大好

きな甘えん坊。 

そうだよ！ 同じ姉好きなシスコンとし

て妹の小鳥ちゃんに共感しているだけで、

決していやらしい目で見ているわけではな

いんです！ 
……これで許してもらえませんかね？ 
 

■ツンデレとおっぱいの板挟み 

素直じゃないツンデレ姉の妹思いの心に

触れて楽しみ、小学生離れした極上バディ

の小鳥ちゃんに夢と希望と背徳感を味わう。 
小さいお姉ちゃん系の姉漫画なのに、視

覚的にも満足できてしまう、欲張りなハイ

ブリッド仕様の作品です。 
うっかり妹に目が移っても、この漫画に

限っては不問に付す！ 
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■もっと姉しよ延長戦 

2010 年発売『もっと姉、ちゃんとしよぅ

よっ！』から１年。「アフターストーリー」

と題し、一条家の生活が帰ってきました！ 
『もっと姉しよ』本編は、狙った姉との

仲を深め、時には遠回りもしながら最後に

はゴールイン＋簡単な後日談というオーソ

ドックスなスタイルだったのですが、各ル

ートともお姉ちゃんと主人公の二人が将来

の道すじを決める未来志向のエンディング

で幕を閉じていたので、もうちょっと続き

見せてよ！ と思ったのは事実。過去から

未来へずっと続く姉弟関係を描く姉ゲーな

ら、一つの通過点に過ぎない告白を経たあ

との続きを見たいと思うのは自然なこと。 
そんな姉ゲーファンの心を掴むベストな

形で本作が登場しました。 
 

■エンディングのその後…… 

ゲームをスタートすると、本編で攻略対

象だったお姉ちゃんを選択することができ、

「走馬が帰ってきてから１年後」の話が始

まります。 
各ルートとも、番外編的にハメを外して

はしゃぐこともなければ、ただれた H シー

ンが続くだけのようなこともありません。 
本編の雰囲気そのままに、ただ、意中の

姉と一歩進んだ関係になったことだけが変

化した一条家＆明日原家と学園生活。楓子

姉さんは甘い物に目がないし、鈴音お姉ち

ゃんの芸人気質には磨きがかかるし、ミサ

お姉様の有能な仕事ぶりと女王様精神は健

在。千鳥・麒麟児・流動の男組との連帯感

もまったく失われていません。 
主人公・走馬は相変わらず堅くて真面目

な男ですが、悲観的な性格は引っ込み、前

向きに生きる弟に。１年経って、もう少し

砕けても良かったかなとも感じますが、

重々しい雰囲気は薄れました。 
１ルートの平均プレイ時間は1～1.5時間

程度。ちょうどよい長さで、中身も詰まっ

ており、物足りなく感じることはないはず。 
なお、こちらはあくまでアフターストー

リー集なので、もっと姉しよ本編をプレイ

していることが大前提です。 
 

■キャラクター 

・一条楓子 
本編で走馬の心を開かせた、慈愛に溢れ

る楓子お姉ちゃん。今も一家の家事の大部

分をこなすお母さん的な立場は変わらなく

て、良い奥さんの見本のような姉。 
いつも身を一歩引いていた印象のある楓

子姉さんでしたが、正式に恋人としても付

き合うことになった結果、他の女性と話を

する走馬にヤキモチ焼いたり、走馬を独占

しようとしたりと人間味ある面が表れてき

て、より親しみが湧いて来ました。 

もっと姉、ちゃんとしようよっ！  

      アフターストーリー 

メーカー CandySoft 

ジャンル 新・姉属性イチャイチャ恋愛アドベ

ンチャー 

発売日 2011 年 6 月 24 日 

 

もう若くないし、とか……世間知らずだし、と

か。これからも走馬くんの前には、魅力的な女

の子がいっぱい出てくるし、とか。 

変なことばっかり、考えちゃう……っ 
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・一条灯華 
外では若き立派な学園長先生として、家

ではぐだーっとしたお姉ちゃんの二面性の

ある生態は、１年経っても変わることはな

いのでした。 
二人きりの時だけ見せる甘えん坊な性格

はさらに強くなり、甘甘生活が今再び。 
お互いに甘えあいながらも、締める所は

締めるようになったのが成長した部分でし

ょうか。 
 
・一条境 

本編では最も熱いストーリーを見せてく

れた境姉さん。平和を取り戻した後の生活

と、友人のみさきさんやコマ達を巻き込ん

だ軽い一波乱が読めます。このアフタース

トーリーで姉さんの闘いは真に終わりを迎

えるのでした。 
姉妹一の恥ずかしがり屋であまり感情を

見せない境姉さんが、ある人に嫉妬して驚

くべき姿を見せるシーンに度肝を抜かれま

した。Ｍっ弟は正座してプレイせよ。 
 
・一条鈴音 
 家ではムードメーカーのお笑い芸人お姉

ちゃんは、走馬と正式に結ばれてもお淑や

かになることなんてなく、ますます芸に磨

きがかかる始末。恋人的なムードは期待す

べくも無いのですが、バカを言い合って楽

しむ仲の二人にはこれが一番お似合い。 

 

 走馬のサポートもあって、仕事はちょっ

とずつ上向きに。本編では恋人関係が強調

された面もありましたが、夢に向かって頑

張る姉と支える弟、の構図が前面に出て、

姉ゲーらしさがアップしました。 
 
・一条澪緒 

 １年経っても激変はしなかった澪緒お姉

ちゃんですが、ちょっと髪を伸ばし、恋人

同士の営みだってレベルアップしました。 
 とはいえ、まだまだ子どものように見ら

れてしまう悩みは抜けきらなくて、そこを

どう解消してあげるかが、弟として走馬の

腕の見せ所。エンディング後のＣＧは至高

の一枚でした。 
 
・明日原ミサ 
 「お隣さんちの弟」から大出世した走馬

が、今や無くてはならないパートナーにま

で登り詰めたことは大きな変化。お姉様の

言うことは絶対であり、逆らうことなんて

できやしない関係は以前のまま。プライド

の高いお姉様から一人前の男として頼られ

る満足感と、男前な姉御肌にいじられる悦

びがミックスされて、そりゃもう大変なこ

とになっています。 
 楓子姉さんとの口喧嘩や、酔って絡まれ

イベントもきちんと用意されていますよ！ 
 
・明日原アルル・クララ 
 今作内では、ある意味最も修羅場なスト

ーリー。本編では決着していなかった部分

に一つの答えが出されました。 
 
・クローディア・ギグス 
 先輩にあたるのに、学園自治会の要職を

任された走馬を支えようとする大和撫子魂

がますますパワーアップ。「あなた様のおそ

ばに控えることができるのです。これ以上

の喜びがありましょうか」などと言われて

しまうと、姉にご奉仕する立場になれてい

る弟としてはくすぐったくてもう！ 

■もっと、もっと姉しよ！ 

 もう一度、『もっと姉しよ』の空気を吸え

ることができて大満足の１本でした。本編

経験者は迷わずプレイ！ 

うっさいな～。もう初々しさどうこうは諦め

ろ！ もう昔のあたしには戻れん！ 
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 主人公・福居美里は個性的な 3 人の姉に囲まれて、仲

良くにぎやかな日々を送っていた。 

 ある日、父親の再婚で一歳年上の姉ができて!? 

 家族に溶け込めない人見知りの義姉・悠香を放ってお

くことができない主人公。 

 そんな弟に、平常心ではいられない 3 人の姉。 

 義姉に姉弟の仲を見せ付けるように、ベタベタ甘えて

くる長女。無関心なフリをしつつ、裏では強引にエッチ

を求めてくる次女。弟への恋心に気づき、葛藤しつつも

自分を止められない三女。 

 家で、学園で、繰り広げられる姉の誘惑。 

 美里の学園生活と福居家の平穏は守られるのか、それ

とも……!? 

 

■姉ゲーブランド確立！？ 

お姉ちゃんが３人いるだけでもお腹いっ

ぱいなのに、さらにもう一人義理のお姉ち

ゃんができてしまうとか、姉マニアなら必

ず目に留まる設定の姉ゲーが登場。 
LoveJuice は、前作『オレの姉ちゃん～

オレは姉ちゃんのオモチャじゃないっ！

～』を製作したブランド。お姉ちゃん３人

設定を立て続けに採用するとは、かなり姉

属性のスタッフがいると見た！ 
 

■ライバル出現！ 姉に異変？ 

母は他界し、父は不在がちの一家。 
甘い長女、強気な次女、天然気味の三女

のもとで弟生活を謳歌するのが主人公。 

平穏な日々を送る４人姉弟のもとで、父

の再婚により新たな義姉が一緒に暮らすこ

とになり、姉弟関係に変化が生まれ……と

いうプロローグで始まります。 
義姉が登場するまでの姉弟は、どこにで

もありそうな、ごく普通の４人姉弟。 
……まあ、そんなこと言っても筆者には

お姉ちゃんなんて一人もいませんしー、従

姉や隣のお姉ちゃんなんてのもいませんの

でー、「普通の姉弟」ってのは二次元基準な

んですけどねー。泣けるわー……。 
恨み言はさておき、特別変わった所のな

いお姉ちゃん達が、義姉の出現をきっかけ

にそれぞれのスタイルで弟との関係を深め

てしまうというのが大きな流れ。 
甘い姉にはストレートに迫られ、強気な

姉には強引にのし掛かられ、天然な姉は逆

に弟の方からアプローチをかけたりと、姉

の個性がＨシーンの方向性に反映されて分

かりやすい。 
日常シーン代わりとでも言うように、Ｈ

シーンで姉弟関係が表れているので、Ｈの

興奮と姉萌えのドキドキ感が一体化！ と

なっていました。 
 

■サービス満点の実用性 

ゲーム全体をプレイしてとにかく感じた

のは、Ｈシーンの豊富さ。Ｈの連続で話を

つないでいると言っても過言ではないくら

い。コンプリート後にシーン回想の数を数

えると、その数 60！ かなり多い部類なん

姉キス＠Home 
  恋するお姉ちゃんとえっちな日常 

メーカー LoveJuice 

ジャンル ３＋１人のお姉ちゃんと毎日いちゃ

いちゃするＡＤＶ 

発売日 2011 年 5 月 27 日 
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じゃないでしょうか。 
日常のやり取りやストーリー展開を経て、

ようやくＨにたどり着くのが草食系だとす

るなら、のっけからＨ山盛りの、がっつり

抜いてナンボな実用志向の本作は肉食系。 
最近のエロゲはエロが少ないとお嘆きの

貴弟、たまには男の本能を爆発させたい（姉

限定で）と煩悩の溜まった貴弟も大満足。 
これだけＨが多くても、ただ男と女がヤ

ってるだけとは感じさせず、姉と弟のイチ

ャイチャ感が意識されているのは好印象。

主人公は軽いシスコンなので、姉には従順。

下克上を企むようなこともなく、感情移入

もしやすいです。 
実用志向でありながら、各ルートごとに

短い後日談（もちろんここでもＨ付き！）

も用意され、ストーリー性も感じさせます。 
個人的には、感覚的に７～８割を占める

共通ルートで姉全員とそれぞれＨシーンを

繰り返し、個別ルートはその延長、みたい

な構成は馴染みにくいのが正直な所。一人

の姉に狙いを定めたら、他の姉からちょっ

かいを出されながらも狙った姉と添い遂げ

る、みたいなスタイルの方が一途な弟っぽ

くていいじゃないですか？ 
 

■キャラクター 

・珠子（長女） 
長女にして末っ子の

ような甘えん坊の性格

を持つ、身長 150 セン

チの小柄な可愛い系ブ

ラコンお姉ちゃん。 
一家の家事を担いながら、主人公の通う

学園の美術家担任でもあり、その姿は女教

師と言うよりお姉ちゃん先生。素直な性格

から、学園でも主人公を弟扱いして可愛が

るが、他の生徒も既に慣れっこ。 
義姉の登場に最も危機感を抱き、姉妹一

大胆になる姿が見どころです。 
 

・梢（次女） 
ちょっと勝ち気で、

スーツ姿がよく似合う、

仕事のできるオンナ。

しかし、家事はからっ

きしのガサツ女子。 
弟をこき使う横暴姉設定だが、作中では

具体的なシーンは少なく、逆に優しい面が

印象的。結果、「乱暴な姉ちゃんだけど、本

当は優しくて、実は俺の大事な人だったん

だな」と美味しいトコを持っていってしま

いました。 
 

・詠美（三女） 
 天然な面もあるが、

まじめな常識人。教育

実習生として主人公と

ともに学園に通う。 
明るくて健康的な姉

だが、照れ屋でムッツリお姉ちゃんでもあ

り、弟の着ていたシャツをくんくん……後

は言わなくても分かりますよね？ 
 
・悠香（義姉） 
 もとは学園の先輩だ

ったのが、親の再婚で

義姉にジョブチェンジ。 
 人見知りで意地っ張

りな性格が災いし、な

かなか姉弟の輪に入れない彼女の心をどう

解きほぐすかがストーリーの中心です。 
 

■姉ボリュームたっぷり 

どのルートも最後まで姉弟を意識した内

容で、安心して読み進めることができます。 
ハーレムも当然完備。万全の体調と枯れ

る覚悟を持って臨んでいただきたい！ 
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「なんだか懐かしい――」 

 若い身空に何処か不釣合いな台詞を零すのは目の前の

学園に入学が決まった主人公、日比野 航。 

 両親の海外転勤に付き添う形で日本を離れて早数年。

その期間、一度も帰国していなかっただけに、その思い

もひとしおで。 

 だけれど、本命は別にある。 

 それは、仲の良かった姉・日比野 薫子と姉同然の幼馴

染み・樟木 瑛菜との再会―― 

 海外転勤が決まった時には薫子と瑛菜はすでに全寮制

の学園に進学ずみ。まだ保護者が必要な航は両親に着い

て行く事になり、結果離れ離れになったけど。 

「今日ようやく、会えるんだ」 

 年上だけど何処か危なっかしい、世話を焼きたくなる

薫子と、負けん気の強い意地っ張りな、姉よりも姉らし

い瑛菜。 

「航ちゃん！」「航！」 

 再会を喜び合い、感動を分かち合い、これから賑やか

な日常が始まる―― ……はずだった？ 

■姉色に染まっちゃえ！ 

数年ぶりに帰国し、全寮制の学園に入学

した先で再会した実の姉と幼なじみ姉に囲

まれる、学園系の姉ゲーです。 
学園モノだと、大して興味もない同級生

や下級生がセットで付いてくるから、姉ゲ

ー度が薄まるんだよな……、の心配は無用。

『アネイロ』はお姉ちゃん２人とずーっと

一緒。準レギュラーの先輩キャラ、冷やか

し役の同級生と、女教師も登場しますが、

あくまでサブ。本筋はお姉ちゃん（のどち

らか）の色に染まっちゃえ！ という姉弟

ラブコメなのです！ 

■いつでもどこでも３人一緒 

メインヒロインは、実姉の薫子お姉ちゃ

ん（科学部所属）と、姉同然の幼なじみ・

瑛菜姉さん（占星術部所属）の二人。 
ストーリーの柱は、それぞれ部員１人（＝

姉）で廃部寸前の部活を救うため、お姉ち

ゃん達と頑張ろう、というもの。 
雰囲気は終始明るく、鬱展開はゼロ。ク

セのないテキストで、そつなくまとまった

印象のギャルゲーですが、もっとも目立っ

た特徴は、「姉２人の仲が良くて、いつも一

緒」ということでしょう。 
実の姉と幼なじみの姉。本当によく２人

でつるんでいます。学園の行き帰り、お昼

休み、寮生活…… どの場面でも２人のお

姉ちゃんが登場して、弟に構ってくれます。 
放課後の部活動こそ別々ですが、１日ご

とに弟が両部を行き来して活動する約束が

あったり、一方の姉の部活中にもう一方の

姉が押しかけて干渉したり。 
他のゲームなら、個別ルートに入ると他

の姉の存在感が急激に減少するところ、本

作ではそれがほとんどありません。「お姉ち

ゃんが２人いるんだから、いつでもどこで

も２人と一緒にいたい」と思う素直な弟心

を当たり前のように実現。 
「航ちゃーん、大好きだよー！ぎゅっ」

と薫子姉さんが抱きつけば、「こっ、こら、

ダメよ！」と瑛菜姉さんが無意識に牽制し

て、結局弟は両手に姉状態。そんな夢のパ

ターンが毎日のように！ 
しかし、これだけ姉２人の仲が良くて、

アネイロ 

メーカー ALcot ハニカム 

ジャンル 姉色に染まるイチャラブＡＤＶ 

発売日 2011 年 6 月 24 日 
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両方とも弟のことを深く想っていると、個

別ルートでは三角関係がこじれて、もしや

血を見ることに……などとブルっていまし

たが、まったくの杞憂。どちらの姉もお互

いの良き理解者で、盗った盗られたの感情

は見せず、応援する立場に回ってくれます。 
ええ、似合わないんです、このゲームに

そういった負の感情は。姉２人はそれぞれ

姉弟の関係を心地よく感じていて、ただど

ちらかの姉が弟との恋愛感情を発見して恋

人要素が付加されるだけ。これからも３人

で笑ったり泣いたりして一緒に過ごしてい

くのは変わらない。 
「そんなのは絵空事。人間の感情なんて

もっとドロドロしたものだ」と言う人もい

るかも知れませんが、そんな人間描写は本

作が求めるものではありません。甘甘お姉

ちゃんと照れ屋の姉さんに挟まれて、３人

仲良く一緒の毎日を楽しむ。これでいいじ

ゃないですか！ 
 

■キャラクター 

・日比野薫子 
主人公の一つ年上の

実姉。おっとりふわふ

わで天然気味。甘えん

坊な面もあるが、時々

キリッとした姉の顔も

覗かせ、芯の強さを感

じるお姉ちゃん。 
学園では科学部所属。

ロボット工学に秀でていて、こう見えても

お姉ちゃんは天才科学者なのです。 
そして、言うまでもなくブラコン。人前

でもお構いなしに「お姉ちゃんだよ～～！」

と抱きつき、周囲が止めるのも聞かず「だ

って、私はブラコンだよっ！！」「姉弟だか

ら大好きで良いんだよ」と照れも隠しもし

ないオープンブラコンお姉ちゃんでした。 

弟を溺愛する甘甘ブラコン姉の大物です。 
このタイプのお姉ちゃんに弱いと自覚の

ある弟は大いに期待せよ！ 
 

・樟木瑛菜（くすのき えな） 
ちょっと強気な、占

星術部所属の金髪碧眼

の幼なじみ姉。 
その金髪から女王様

系にも見えますが、実

際は純情で奥手。薄い

虚勢が破られると顔を

赤くして照れまくる可

愛い姉さんです。 
薫子姉さんがシッポをぶんぶん振って弟

にじゃれつく犬系なら、瑛菜姉さんはすま

した顔をしてチラチラ様子を窺う猫系。人

前ではなかなか素直になれない一面もあり

ますが、薫子姉さんと張り合って大胆にな

ってしまうお茶目な面も。 
主人公と姉弟同然、との設定に嘘はない

のですが、もう一歩距離感の詰めがあって

も良かった気もしますし、個別ルートでは

恋人要素の方が強かったりもします。しか

し、個人的には貴重な金髪碧眼姉属性を満

たしてもらったので大満足なのでした。 
 

■シスコンと冷やかされても 

学園モノなので同級生からシスコン爆発

しろと妬まれます。リアルで負け組の姉な

し貴弟も、本作でひとときの勝ち組気分♪ 

・一時間も航ちゃんとこうして手を繋いでた

ら、ドキドキしすぎて昇天しちゃうよ…… 

・弟が嫌いな姉がいるだろうか！ 否、そんな

の存在しない！ 

・航ちゃんのベッドって、凄く良い匂いがする

んだよ！？ 

・お姉ちゃんはね、弟の為なら変態にだってな

れるんだよ！ 
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才色兼備な最高の姉・白浪華恋が帰郷したことを、弟

の英路は素直に喜べずにいた。 

自分が勤める学園に、お堅い学園長として赴任してき

た華恋だが、あいかわらず英路への過剰な愛情を発揮し

たからだ。 

昔から弟への愛を隠そうともしない姉だったが、英路

はどちらかといえば年下が好きなのだ。 

しかし、ついに華恋に押し切られ、禁断の校内姉弟恋

愛に突入してしまい…。 

 

■天姫あめ×音音＝最強タッグ 

姉ゲーの『姉 Summer! 』シリーズや『姉

婚』を手がけた「あるてみす。」ブランドの

ライター、天姫あめ先生。 
成年コミックでばりばり姉モノを描かれ

る音音先生。 
実姉こそ至高と説きつづける最強の実姉

系作家二人が夢のタッグ！ 
天姫流のウィットに富む心地よいテンポ

の文章は弟を愛するお姉ちゃんの想いに溢

れ、音音タッチの美麗なイラストは弟への

愛情がにじみ出る姉を描いて読者の官能を

高めてくれます。 
白浪英路は教師。ある年の入学式、学園

に赴任してきた学園長は十年ぶりに再会し

た姉・華恋だった、というストーリー。 

スーツの似合う才色兼備の姉は成熟した

オトナの魅力を漂わせる女性です。 
弟に対しては、姉弟の力関係を示すため

自分の意のままになるよう押さえつけるこ

ともあるが、弟に恋した姉の弱みが程よく

中和。なんだかんだで主人公には甘く、弟

に求められると、張っていた意地もゆるん

でしまうところが実に愛らしい。 
憎まれ口を叩く弟に前言撤回させようと

強く迫り、根負けした弟が素直になると、

 

と、大いに照れるところが愛しくてたまり

ません。 
タイトル通りに初恋相手が弟と公言する

姉が、「小さい女の子が好きだ」と言って逃

げる弟を落とそうとするのが基本スタイル

の本作。どう見ても姉属性の読者をターゲ

ットにしているはずなのに、なぜそんな主

人公に？ との思いは最初の方こそ疑問で

したが、いずれ真の意味は分かります。 
両親の他界による姉弟の別れ。実の姉弟

で一線を越えることの背徳感。これらの要

素も匂わす程度に、しかし重要なスパイス

として組み込まれ、単なるイチャラブに陥

らせません。 
タブーはタブーとして描くが、出口のな

い悲壮や絶望は感じさせないサラッとした

ライト感は天姫先生特有の作風。次の姉ゲ

ー界を担うライターとして目が離せません。 

「お、弟に好きとか言われたら、嬉し恥ずかし

くて真っ赤になっちゃうでしょ！」 

初恋相手が弟だけど、お姉ちゃんは

ヘンじゃありません！ 

著者 天姫あめ 

イラスト 音音 

発行 ぷちぱら文庫 
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沙月「弟くんナシじゃ生きられないよ」 

希望「お前は私の婿になるんだからな」 

流音「とーぜん、私を選ぶんでしょ！」 

甘えん坊ダメ長姉に、女教師のクール次姉、金髪ツン

ツン末姉まで逆求婚！ 

巨乳で水着で黒ストで、夢のような誘惑バトル＆ダダ

甘ハーレム☆ 

選べないなら、３人まとめてお嫁になさい！ 

 

■青橋先生の姉モノ最新刊 

美少女文庫に姉作家あり。 
その名は青橋由高。 
などと、今さら全姉連の大多数の同志諸

弟には分かりきったことから始めてみまし

たが、今度の姉作品も非の打ち所がない一

冊となっています。 
青橋先生は姉にとどまらず幅広いジャン

ルを手がけておられますが、姉モノがもっ

とも筆が進んでいる様子。 
本書を手に取ってすぐに感じるのはその

厚み。通常、美少女文庫は 300 ページ弱で

あるところ、本書は 351 ページ。これでも

100 ページほど削ったというのだから驚き

です。 
このずっしり感は、まるでお姉ちゃんの

豊満なバストを掴んだときのよう。まずは

触感から楽しませてくれるでしょう。 

■ブラコン姉３人とシスコン弟 

 青橋先生による直前の姉ノベル２作『い

ちゃいちゃラブラブお姉ちゃん』『好き好き

大好きお姉ちゃん ベタ甘☆カフェ同棲』は、

いずれも１人のお姉ちゃんに溺愛され甘や

かされるスタイルでしたが、今作は『あね

スポッ！』『あねらぶ』のように３人のお姉

ちゃん達に代わる代わる可愛がられるスタ

イルです。（あ、今挙げた作品全部、全姉連

推薦図書ね。分かってると思うけど！） 
 どちらのスタイルが好みかは、完全に

個々人の趣味になりますが、三人姉の場合

は、「一冊で３つの味が楽しめる」「愛する

弟を他の姉に取られまいとする駆け引き」

「夢の３人姉ハーレム」、これらがポイント。 
もちろん、本作は全部入り。本の厚さだっ

てはち切れんばかりになる訳です。 

 

 いきなりこんな出だしで紹介される主人

公は、両親が早世したため叔父宅で生活す

る高１男子。その叔父宅には、互いに腹違

いの３姉妹がいて、４人姉弟の末っ子とし

て育てられた勝ち組。 
 ３人の姉達はそれぞれ個性的だが、皆揃

って生活能力が低く、弟がいなければ満足

に食事もできない。 
 ある日、一人の姉が運良く抜け駆けに成

功。それに勘づいた別の姉が熱愛現場を押

 光原龍之介は、シスコンである。 

 それはもう、どこに出しても恥ずかしいクラ

スの超絶シスコンである。 

お姉ちゃんのムコになれ！ 
 

著者 青橋由高 

イラスト 悠樹真琴 

発行 フランス書院美少女文庫 
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さえ、最後の姉も巻き返しに成功して宣戦

布告という流れになっています。 
 あたしはこの部分が他の姉より有利だか

ら、とか、あの姉ならきっとこうだろうと

か、家族同士ならではの駆け引き、他人同

士では気付かない細かな変化を読み取った

りするところが、家庭内恋愛の味わい。 
 加えて、「ずっと夢に見ていた、愛しい弟

と結ばれる喜び」が三者三様よく表れてい

て、青橋先生さすが良いお仕事をされてい

ます。 
 

■登場人物 

・沙月（長女・26 歳） 
 長髪の黒髪（出不精で髪を切らない）、引

きこもり（面倒がって外に出たがらない）

の成年向け漫画家。 
 虚弱体質で、極端に生活能力が低く、洗

濯や部屋の掃除はもちろん、食事に至るま

で全面的に弟がお世話しないと生存が危ぶ

まれるダメお姉ちゃん。あーんして食べさ

せてもらったり、弟に添い寝を所望して抱

き枕代わりにする姿は子どもっぽいが、最

近はちょっと歳も気にしだした大人の女性。 
 弟に対しては甘える事でストレートに愛

情表現し、可愛い可愛いと言って主人公を

愛でてくれます。 

 
 実は甘えん坊のダメ姉で終わらないのが

長女の意地みたいなもので、これでも弟妹

達の気持ちには敏感。そして、最愛の弟と

同じくらい妹たちも愛しています。人間と

して、また性的対象として……？ 
 彼女の描く漫画が「姉と弟」モノと「百

合姉妹」モノ限定なのも、そんな個人的嗜

好から。 
 弟くんはお姉ちゃんのおムコさんになっ

て欲しいなと思う一方で、ブラコンで不器

用な妹たちをアシストしたり、果ては姉妹

丼すら狙ってしまうのは、さすが長女の器

と言うべきか？ 
 
・希望（次女・24 歳） 
 主人公の通う高校の新米体育教師を務め

ている姉。 
 かつては強豪の競泳選手として活躍し、

その凛々しいスタイルと竹を割ったような

性格は、若い女性から「お姉様ぁ」と人気

を集めるクールビューティー。しかし、壊

滅的に不器用で、靴紐が上手に結べず、背

中ホックのブラが苦手という、弟の世話な

しに生きていくのが困難な姉第２号。 
 体育会系的な口調で、時には弟の事を「バ

カ者！」と一喝することもあるが、心は姉

妹一と言えるほどの超絶ブラコン。 
 希望お姉ちゃんは自分の気持ちを素直に

表現できない、恥ずかしがり屋で奥手なム

ッツリブラコンなのです。 
 弟に美貌を褒められても、 

 

 と素っ気ないのですが、背けた顔はにや

けている、何とも厄介なブラコン姉さん。 
 そんな性格だから、弟に告白することな

どほぼ絶望的なわけですが、ある事をきっ

かけに姉さんは（彼女にしては）大胆な行

動に出ます。それに続くラブシーンが圧巻。

凛々しさの仮面に隠された純粋に弟を想う

姉心が……と言えば体よく聞こえますが、

「ふん、お前なんぞに褒められても嬉しくもな

んともない。むしろ迷惑だ、バカ者が」 

沙月「お姉ちゃんの絵を見てハアハアしちゃ

う？ 勃起しちゃう？」 

龍之介「ま、ま、また……沙月お姉ちゃんはす

ぐにそんなこと言って！」 

沙月「照れてる龍くんも可愛くて好き」 

龍之介「うううぅ……沙月お姉ちゃん、あんま

りからかわないでよ」 

（龍くん、可愛い。食べちゃいたいくらい……

性的な意味で） 
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感激と興奮で終始舞い上がりっぱなしで、

いつもの凛々しさはどこへやら。 

 

 と年上らしくリードしようと強がった先

から、あっという間に弟に溺れてしまい、

弟からの「好きだよ」とささやかれるだけ

で昇天してしまう姿が何とも可愛いのです。 
 もう一つ付け加えると、希望姉さんは姉

妹の中でもとりわけ独占欲の強い性格。本

作では、ある設定から、各お姉ちゃんが弟 
を「私のおムコさんに」と張り合う姿が強

調されていて、希望お姉ちゃんはその筆頭。

別に姉妹でいがみ合って仲が悪いのではな

く、他の姉より私を選んで欲しいという気

持ちが強く表れているだけなので、あくま

で微笑ましい弟争い。希望姉さんと流音姉

さんが大人げなく静かに火花を散らすお昼

休みシーンは見もの。 
 そんな希望姉さんには、お前は私のムコ

なんだからなと独占される喜びを与えてい

ただきました。お姉ちゃんを独占したい欲

望がＳ的な願望だとしたら、ある一人のお

姉ちゃんに独占されたい欲望はＭ的な願望

なのでしょうか？ 
  
・流音（るね）（三女・17 歳） 
 るー姉こと流音お姉ちゃんは、主人公の

通う高校の生徒会長（ただし無能）で、自

信満々だけど寂しがり屋。 
 現役モデルをこなす東欧系クォーターの

金髪碧眼の美少女。ドリルヘアーが特徴で、

「ですわ・ですの」調。そんなお嬢様イメ

ージそのままの、麗しきお姉ちゃんです。 
 上２人のお姉ちゃんほどではないにして

も、やはり生活能力の低いお姉ちゃんで、

弟に身の回りの世話を焼かせっぱなし。あ

ーんして食べさせなさいと命じられれば弟

に拒否する権利などなくて、むしろシスコ

ンの主人公は喜んで応じるわけで。もっと

も、自分でもできることなのに、大好きな

弟に構ってもらえる時間を作るため、わざ

としている風もあり、抜け目のない姉であ

ることを窺わせます。 
 言葉を変えれば弟をこき使う姉にも見え

ますが、好きだからちょっと強く当たって

しまう的なねじれた愛情表現の形であって、

るー姉の真の姿は、弟に恋する 17 歳末っ子

の純真な乙女。物言いは偉そうにしても、

弟の素直な返事にドキッとしてしまう可愛

い一面が何度も表れます。 

 
 自信家で、強がりで、プライドが高くて、

でも心を開いた相手には優しくて繊細な心

の持ち主。金髪キャラに求められるヒロイ

ン像を大事にしつつ、負けず嫌いの性格は

姉２人に向けることで芯の強さを表し、強

気な性格は自分と弟の上下関係を際だたせ

る。あまり見かけることのない金髪お嬢様

系も立派に姉キャラたりえることを証明し

てくれるお姉ちゃんでした。 
 個人的にも金髪属性持ちなので、本当に

ごちそうさまでした。 
 

■みんなのおムコさんになります！ 

強烈なブラコン姉３人それぞれの魅力に

クラクラしますが、甲斐甲斐しく姉たちの

世話を焼くシスコンの弟クンが邪魔になら

ず、良い働きをして感情移入を助けてくれ

ます。来世では、お姉ちゃんのおムコさん

になって、面倒を見ながら一生暮らしてい

くのも良いなぁ……。 

流音「謝らなくともいいですわ。弟ですら魅惑

してしまう私の美しさが悪いんですもの」 

龍之介「うん。るー姉は綺麗だよ。ホント、ず

っと見つめていたいくらい」 

流音「なっ......あ、あなたはもう......そうやっ

てすぐ......もう、もうっ」 

「ふん、いいだろう。お姉ちゃんを好きになる

ような変態弟の面倒を見てやる」 
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 双子の恭子と大輔はいつでも一緒♥ 
 それにはある理由が…。姉弟は極度の霊媒体質で１人

だと霊に憑かれてしまうが、２人一緒だと霊を弾き飛ば

せるのだ！ 油断ならない毎日に、不老姉弟が見つける

「未練の気持ち」とは！？ 
 

■離れられない二人の姉弟！ 

 
 第１話１コマ目からべったりべたべたに

くっつく姉弟。 
 姉は不老恭子お姉ちゃん、弟は不老大輔

君。ともに高校生で 15 歳の双子姉弟が本作

の主人公です。 
 二人は常に手を握りあい、片時も離れよ

うとはしません。それは…… この姉弟は

極度の霊媒体質で、常に悪霊にまとわりつ

かれるのですが、二人一緒にくっついてい

るときだけは悪霊が寄ってこないから。 

 なので、姉弟は小さい頃からいつも一緒。 
おトイレから 

お風呂まで、 

高校生となった今でも一緒。 
 悪霊から身を守るためとはいえ、この密

着度は恋人や夫婦以上。 
 いつも一緒にいる。 
 姉弟なら当たり前の姿がこんなに強調さ

れるのはあまりないこと。他の姉漫画でも、

ここまでべったりくっついて離れない姉弟

はいないのでは！？ 
 人類の姉漫画の歴史は、「姉弟離れ離れに

なれない」という設定に到達しました。 
 

■姉弟一緒で何か問題でも？ 

 しかし、周囲の目は冷ややか。中学まで

はぎりぎり仲の良い姉弟と見なされていた

のに、高校生にもなって姉弟で手を繋いじ

不老姉弟 
 

著者 師走ゆき 

発行 白泉社 花とゆめコミックス 

発売日 2011 年 7 月 25 日 
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ゃってキモいとか、お前らデキてるんじゃ

ねーのとからかわれたりとか。母親にまで

いい加減にしなさいとたしなめられる始末。 
 周囲の無理解に肩を落とし、それでも離

れて生きていく訳には行かない二人が互い

に依存する様子は、往年の名作『羊のうた』

の姉弟と重なります。 
 もっとも、深く

思い詰めるほど

重い話ではなく、

二人は我が道を

行く姉弟で、何事

も乗り越えてし

たたかに生きて

いく強さがあり

ます。 
 いくつかのエ

ピソードを経て

姉弟の絆は深ま

り、周りの見る目も変わって、明るい日が

差してくるストーリーなので、さっぱりし

た読後感です。 
 

■各話とキャラクター紹介 

 本書は５話＋おまけストーリー構成。 
 第１話は二人の生い立ちから今の状況設

定と、それにまつわる苦労や周囲の目を描

き、お姉ちゃんの気持ちに焦点を当てた話。 
 弟に彼女の影が？ と慌てたり、「四六時

中べったりするのはやめて姉離れ・弟離れ

するのが弟のため」と、弟を持つ姉なら誰

もが一度通る道を通り、 

 
でも結局弟は大事な存在であることに気付

いて……と王道エンドを迎える話。 

 恭子お姉ちゃんは魅力的な黒髪ロングの

女子高生。 
 霊媒体質のせいで双子の弟とは離れられ

ないが、霊媒体質がなくてもこのお姉ちゃ

んは弟に構いっぱなしになっていそう。 
 第１話では、弟のピンチに体を張る場面

が何より印象的。甘えたり甘やかしたりの

ブラコンというよりは、我が半身として大

切に思う姉弟愛を強く感じさせます。 
 第２話は、交通事故で死んでしまったが

成仏できない男の子を、その姉と霊媒体質

を通じて結ぶ話。主人公だけでなく、ゲス

トキャラまで姉弟設定を持ち出すなんて、

姉属性読者が狙われているのか、著者が姉

弟信者なのか？ 
 第３話は、呪いの傘の騒動に絡めて、弟

クンが漢を見せる話。 
 弟の大輔は、姉より背が高く、やや無口

で感情の起伏があまりない、鬼太郎ヘアー

の男子高生。 
 笑ったり怒ったりせず、何を考えている

か分からない部分が大きいが、第３話では

さらりと格好いいセリフを吐いて、お姉ち

ゃんをメロメロにさせる色弟。 
 第４話と第５話は、姉弟の霊感を信じた

同級生から、「昨日死んだ姉貴に会って話を

して欲しい」と依頼される話。 
 また姉弟の登場か！ この著者、本気で

姉弟好きに違いない。 
 しかもその姉弟のエピソードが、主人公

姉弟の存在を食ってしまいそうな本格的な

もの。姉弟×姉弟で、姉属性的に大変なこ

とになっています。 
 

■二人で一人の姉弟 

離れられない姉弟という設定を最大限に

活かし、仲の良さ、強い絆、深い姉弟愛を

感じさせる素晴らしい姉コミック。二人で

一人の姉弟をたっぷり楽しんでください。 



 26

 
 
 
 
 
 

 

 全姉連会報 第１５号  

 

発 行： 全姉連 総本部（http://www.zenaneren.org/） 

発行日： 2011 年 8 月 14 日 

著 者： 全姉連総裁 

連絡先：  

表 紙： 絶巨主様 （TKSpower http://tkspower.sakura.ne.jp/） 

印 刷： 株式会社ユリクリエイト様 

 

本書発行に至るまで、全姉連を通じて多くの同志から姉ゲー情報を頂きました。 
ここにお礼申し上げます。 
本書へのご感想、ご意見、ご質問はお気軽に上記連絡先までお送りください。 
 

姉属性オンリーイベント「姉魂っ～SIS-CON!～ ２人目」は、5 月 29 日、無事に開

催されました。 
・季節外れの台風が近付く 
・着ぐるみタマ姉が訪れて（主催者も想定外）、アイアンクローを志願する参加者が続

出。急きょステージが撮影会場に。 
・とあるタマ姉系漫画家先生のスイッチが入り、そのタマ姉をスペースにお持ち帰り

してぎゅっと抱き締め合い、参加者騒然。 
・新たな企画として、ステージ上で姉系 DJ パフォーマンス開催 
・グッズ製作会社による、イベント限定姉グッズの販売を実施 
・開催記念公式 T シャツを頒布するも、昼過ぎには完売 
・アフターイベントでは、天姫あめ先生、音音先生をお招きしてのトークライブ 

 
などなど、姉萌え祭りの１日でした。 
ご参加いただいた方々、どうもありがとうございました！ 
もし、また何か機会があれば、ぜひご参加ください。 
 
 



 






