全姉連会報 第１９号
表紙イラスト：姉月 偲様
日本姉大賞２０１２グランプリ受賞『姉ログ』（田口ケンジ／週刊少年サンデー連載）から、
近衛靄子姉さん・通称モヤ姉を描いて頂きました！
ショートコメディでありながらサンデー本誌上でも存在感を放ち、濃い姉マニアもうならせる
ブラコン描写の連続で爆進中のモヤ姉さん。この勢いならきっとメディア展開も！
表紙をやらせていただきました珠樹やよいです。
今回全姉連さんとのやり取りで IS キャラとなったのですが、
『おっぱい以外がダメすぎる姉』
（マリン）
あらためて本編に思いをはしらせてみると、実に好対照の二人ですよね。
正しくは『おっぱいもおっぱい以外もすごすぎる姉』！
姉ゲーの基本、押さえてます。
ときにアニメの温泉の回でヒロイン 5 人の前で千冬姉が

『恋もＨもお勉強も おまかせ！ お姉ちゃん部』 （マーブル CandySoft）
ビールあおって圧倒的な姉の貫禄を見せ付けたシーン、
難しいことは抜き。放課後、お姉ちゃん達と秘密の部活動で抜き抜き。
アニメではサッと消化してしまいましたが原作ではかなりしっかり描写されてまして、

『ハーベストマーチ』
（フクイタクミ）
ここがまた痺れるほどに、ナイス姉。IS
好きで未読の方は是非是非。

どうかしてるくらい心の底からお姉ちゃんだけを愛する弟クゥは姉を守るために闘う。

『私がモテないのはどう考えてもお前らが悪い！』 （谷川ニコ）
人とまともに話せなくても、弟だけは特別。この「姉弟だけの特別感」伝わりますか？

『戯姉弟』 （陸乃家鴨）
行きずりの男は、かつて生き別れた弟なのか？ 筋金入りのブラコン姉が見る結末は？

『ベニ・コンプレックス』 （著・曽我部浩人／イラスト・双龍）
お姉ちゃんは最強の大妖怪・猫又!? 紅い猫系ブラコンお姉ちゃん、弟を猫可愛がり。
リ ブ ー ト

『お姉ちゃん再起動！』 （著・佐々宮ちるだ／イラスト・いわさきたかし）
早世したお姉ちゃんに起こった奇跡。10 年の時を経て再び姉弟の歯車が回り出す……。

『ムチムチボディの隣の姉ちゃんがダイエットを始める模様です』
（著・舞麗辞／イラスト・りゅうき夕海）
となりのねーちゃんのダイエットに巻き込まれた主人公。愛と肉の詰まった１冊。

『お姉ちゃんは発情中！ 恋のキューピットに出逢ったら…… 残念、アルパカでした！』
（著・みかづき紅月／イラスト・有末つかさ）
願いを叶えるため怪しい契約をしてしまった姉。発情を抑えられるのは弟とのイチャラブ!?

『お姉ちゃんはつじょ～チュッ！』 （著・上田ながの／イラスト・田中竕）
廃神社で事故に遭った姉弟。クールな生徒会長の姉は発情の呪いに屈してしまうのか？

『ウィッチクラフトワークス』 （水薙竜）
姉は出ません。姉漫画じゃありません。これは抗議のレビュー記事です。
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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おっぱい以外が
ダメすぎる姉
メーカー

マリン

ジャンル

ブラコンでだらしない姉の精飲
生活ＡＤＶ

発売日

2013 年 3 月 29 日

主人公・虎太郎は取り立てて得意な事もないが、家庭
科の成績だけは別格に高い。調理実習はもちろん、家事

ち？

うさぎ当番をちゃんと務める子とサ

全般スキルは学生とは思えない手際のよさで、クラスの

ボって遊びに行く子、褒められるのはどっ

友人達からは、熟練した主婦のようだと噂されていた。

ち？

片付けられない姉の部屋を掃除する

弟と放置する弟、偉いのはどっち？

主人公がそんな風になったのは、一緒に暮らしている

そういうことです。

3 人のダメすぎる姉に原因があった。
（中略）
そんなダメな姉たちに、この春、新しい問題に加わっ

■「ダメすぎ」なんてことはない！

てしまった。
姉たちが発症した『クレオパトラ症候群』は弟が好き

おっぱい以外がダメすぎる姉３人を相手

すぎて発病する依存症。その発作を抑えておく治療薬と

に、姉の生活のサポートから姉の病気の特

して『弟の精液』が必要なのだということを、医師に説

効薬の補給まで面倒を見る弟のイチャエロ

明される。

生活を描く作品。
……という触れ込みでしたが、
「ダメすぎ

『姉弟でそんなことできるわけ……！？」
戸惑う弟をよそに、姉たちはこれ幸いと迫ってくる。

る姉」の部分は思いっきりウソ！

お姉ち

だが、弟の方は普段の生活に加えて好き放題精力を搾

ゃん３人とも、みんな立派な姉だもん。
生徒たちに慕われる有能な教師。

り取られては身が持たないと、抵抗する。

患者たちに安心を与える優しいナース。

そこで姉の出した提案は「自分たちのおっぱいを好き

生徒たちの信頼を集める生徒会長。

放題につかってくれていい」というものだった。

３人とも自慢の姉として誇れる人格者じ
ゃないですか！

■お姉ちゃんに尽くしたい

そりゃあ、家事をする気も能力もないと

家庭的で家事万能のお姉ちゃんか、ずぼ

か、手の付けられない酒豪とか、弟の匂い

らで弟に頼りっきりの依存症お姉ちゃんか。

フェチのムッツリさんとか、ダメな部分は

姉属性の内外問わず、前者の方に人気が

あるけど、不完全だっていいじゃない、に
んげんだもの！

あることは分かっています。が、重度のシ

そして何より、お姉ちゃん３人が極度の

スコンを患うと、ダメなお姉ちゃんの面倒

ブラコン！

を見ることに喜びを感じる（Ｍっ弟属性に

どこをどう見ても、
「ダメすぎる」要素が

顕著）ようになってくるんですよね！
まだ

ありません。明らかな不当表示を目の前に

小さい子の面倒をきちんと見るママと育児

して、プレイ中は震えが止まりませんでし

放棄をするママ、人として正しいのはどっ

た。マリンさん、本当にありがとう。

理解できないとか言わないでよ？
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ら女性。

■姉ゲーのツボ、抑えてます

程々に弟いじりや
セクハラも楽しむが、

基本スタイルは抜きゲー。そっち方面の
要求を満たすのに十分な量はありますので、

本当に嫌がることは

この点は看板に偽り無し。

しない、節度を持っ

姉ゲー的な注目ポイントは２つ。エッチ

た常識的な姉さん。

以外の日常シーンも十分に含んでいること

強度のブラコンでも、行動は抑えめなのが

と、姉３人の家族感が十分織り込まれてい

成功しています。

ること。

・柚女（二女）

一応は「ダメすぎる姉」を謳っているの
で、家の外では完璧な姉も家の中では幻滅

天使のような微笑みで

する一面があることを強調。病院では優し

優しく患者を看護する

いナースの姉が、自宅では酒瓶抱えて泣き

真面目なナース。

上戸、笑い上戸に絡み酒と自由すぎる酔っ

しかし、自宅では酒な

払い方で弟に構ってくれたりとか、そんな

しでは生きていけない

お姉ちゃんの素の姿が楽しい。

レベルの大酒飲み。
好きなおつまみは弟。よく飲みよく笑い

また、個別ルートで一人の姉とのストー
リーが進行しても、他の姉もストーリーに

よく泣く。時には性的アピールすらも。
甘えたいと言ったらいつでも甘えさせて

絡んできてくれます。ここ、重要です。だ

くれる、弟の良き理解者。

って、いくら一人のお姉ちゃんを狙っても、
他の姉が家からいなくなるわけじゃないし、

・妃乃里（三女）

むしろ冷やかされたり応援されたりしなが

同じ学園に通う真面

ら姉弟愛を育むのが家庭内恋愛の一番美味

目な生徒会長。

しいところですから。
あるルート。弟と結ばれた姉とは別の姉

学内だけでなく自宅

が、これから私は一歩引くことになるだろ

でも風紀委員的態度を

うから、あまり弟をからかって遊ぶことも

とるが、自分はこっそ

少なくなっちゃうだろうね、と寂しげにつ

り弟の洗濯前の下着をくんかくんかしてト

ぶやくシーンがあります。１人の姉と結ば

リップしている重度の匂いフェチ。
表面的には刺々しくても紙レベルの仮面。

れればそれでいい、ではなく、その時ほか
の姉は？

あっけなくブラコンの素顔をさらします。

の視点を忘れないこの姿勢、複

数姉作品の脚本として合格です。ごくわず
かに姉弟脱却を示唆するようなセリフがあ

■そつなくまとまった良姉ゲー

りますが、帳消しにします。

ブラコン要素問題なし。お互いのバラン
スも取れ、きれいにまとまった良作でした。

■キャラクター

各姉のタイプはオーソドックスながら、

・翔奈子（長女）

ブラコン加減が上手くできていて、飽きる

学園では学生の心をつかむ人気の教師。

ことなくプレイ可能。おっぱいに釣られて

しかし、自宅では家事は弟任せのぐーた

買っても損はしません！
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恋もＨもお勉強も おまかせ！

お姉ちゃん部
メーカー

マーブル CandySoft

ジャンル

お姉ちゃんに溺愛され、Ｈな事を
してくれるＡＤＶ

弟 LOVE のお姉ちゃんたちに囲まれた生活……

発売日

2013 年 5 月 31 日

主人公・源川康祐は、四姉弟の末っ子。溺愛三姉妹に
囲まれて育った弟はお姉ちゃんが大好きっ!!

当時は可哀想などと思っていたが、彼は

だが、そんな主人公もついにお姉ちゃん達を異性とし

ある面では人生の黄金期だったんだな。

て意識してしまうお年頃に…

あの頃のアイツと入れ替わりたい……

念願だったお姉ちゃん達と同じ学園に進学すれど、

そんな思いを叶えてくれる姉ゲー。

悶々とした生活を続ける主人公は勉強に身が入らず成績
不振になってしまう―

■放課後姉タイム

“私たちがなんとかしなくちゃッ!!”
そんな悩みを解消するため立ち上がったお姉ちゃん達。

シスコンであるあまり、お年頃のお姉ち

大好きな弟のために一肌、いや二肌だって脱いでがんば

ゃん３人（しかも３人とも弟大好きなブラ

っちゃう！

コン姉）が気になって成績不振に陥った主

と、学力向上を名目に“お姉ちゃん部”を結成！

人公を救うため、学園内に結成した「お姉

もちろんその部活の実態とは……

ちゃん部」。それは、弟の成績アップと煩悩

主人公のシモ恋の悩みに舞い降りた三人の女神達（お

解消の場だった！

姉ちゃん）の放課後個人授業の日々。

放課後個人授業。この七文字熟語で本作

時に攻めたり甘えたり、お姉ちゃんたちとのエロティ

のコンセプトはお分かりいただけるはず。

ックアフタースクールライフが始まる。

ミドルプライスの抜きゲーと付け加えれ
ば、もう概要の説明は終了ですね。
今まで、この手の作品は個人的評価が高

■こんな姉がいたら……つらい！

くありませんでした。姉弟関係の機微を描

姉持ちの思春期男子ってつらいんだよね

くストーリーが薄かったり、実用重視路線

（姉がいなかったので分からないけど）。

になるあまり、絵や行為の過激さ優先で（そ

だって、考えることの９割がエロいこと

れはそれで正しいのだが）、姉キャラ的な魅

を占める若い男子が、自分よりちょっと年

力が置き去りになったりするから。

上で血の繋がった女性と隣合わせの生活を

でも、現実の生活で時間と心をすり減ら

していたら、勉強など手に付くわけがない

すようになると、スナック感覚で行きずり

（姉がいなかったので分からないけど）。

的なお姉ちゃんとの一夜を過ごしたくなる

昔を思い出せば、体育会系でもないのに

時もあるんだよ！

そんな時、疲れた男の

成績がダメ過ぎる同級生がいたけど、実は

弟心を理解して癒してくれる気立てのいい

そんな理由で勉強が手に付かないだけだっ

お姉嬢を通されたら、一目で入れあげてし

たんじゃないかなぁ……。

まったってしょうがないんです。
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・源川怜（二女）

ここで他と違ったのは、姉好き男子にと
って、お姉ちゃん達のサービスがいい意味

自治会会長。
剣道部主将の文

で教科書通りに徹してくれたこと。
溺愛甘甘の姉は終始ニコニコ。クールか

武両道黒髪ロン

つ照れ屋の姉は恥ずかしがりつつ最後には

グ。凛々しいが

勇気を出して弟に告白。いたずら好きな姉

ツンケンしない、

は弟を振り回しまくり。

頼れるみんなの

変な独自色を出さず、
「お客さん、姉フェ
チ？

お姉さん。

なら、こういう姉がお好きでしょ？」

もちろん弟の

と、典型的な姉キャラを揃えて姉ゲーを仕

ことは大好きだが、エッチなことに免疫の

立てあげたその仕事には誠実さを感じます。

ない奥手な姉さんで、キスひとつでも恥じ

姉は痴女化しない。弟が思い上がること

らう姿がもう、もうっ！

もない。姉弟関係脱却は志向しない。姉ゲ

弟のためと努力を重ね、最後は年上らし

ーマニアが嫌う要素は排除。

くリードしようと頑張る姿に崇高な姉精神
を見ました。

姉と弟？
上等。だからこそ結ばれたんだ。俺達は。

・源川瑞羽（三女）
やんちゃな性格、

ブラコンの可愛いお姉ちゃん達と明るく
エッチなことがしたい。その単純な欲望を

いたずら好きの小

満たしてくれる安心作と言えます。

動物系お姉ちゃん。
彼女にとって弟
とはいい遊び相手。

■キャラクター

突然マッパになっ

・源川真優香（長女）

ては弟を照れさせ

母性豊かで家庭

て楽しむ罪な姉。

的。ちょっとおっ

ただし、弟の嫌がることは絶対にしないし、

とり型で、溺愛す

いたずらだって、好きな子に構ってもらい

る弟とのスキンシ

たくてしちゃう小学生的心理から来るもの。

ップ大好きお姉ち

友達感覚の姉が、エッチの時になって見

ゃん。

せる女の子らしい側面が特に見どころです。

３つ年上なのに、
“弟と一緒に学園

■癒しのお気楽姉ゲー

生活を過ごしたい” という理由で意図的に
留年している、何とも立派なブラコン。

期待の上を行くものはないかも知れませ
んが、期待を大きく裏切られることもない、

教師役にしてもおかしくないところ、あ
くまで学生に設定したことは評価したい。

安定・堅実路線の良作。

登下校を共にしたり、お昼休みや放課後に

姉３人のほかに、担任教師、ママとのル

教室でお姉ちゃんに会ったりするのは、姉

ートも短いながらあります。
日々お疲れの貴弟にお姉ちゃん達による

のいる生活を夢見る男子には憧れのシチュ

安らぎがあらんことを。

エーションなんですよ！
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ハーベストマーチ
著者

フクイタクミ

発行

少年チャンピオンコミックス

発行日（第１巻）

2013 年 3 月 20 日

■旅立ちまでのあらすじ
始まりは小さな村。
クゥバンテ・レンドルフ（クゥ）は、ひ
弱で内気な１０歳の男の子。何かと要領が
悪く、村の仕事を手伝っても失敗ばかり。
村人の評価も良くなく、邪魔者扱いされる
ばかりで劣等感を抱いていた。

「今まで」を捨て「何か」を見つける放浪ファンタジ

６年前に両親を病で亡くした彼は、唯一

ー開幕!!

の肉親である１７歳のノイエ姉さんと二人

自分自身ですら忌み恥じる自分の中に潜む見難く禍々

暮らし。

しい本性が“力”となって具現化できるとしたら…
キミはその“力”をどう使う？

働き者で気立ても良い姉は村の人気者。

少年クゥは答える…

姉さんに引きかえ僕は……。
姉さんの期待に応えられる人間になりた

俺はただ愛するお姉ちゃんを守る

い……。

それを邪魔する奴は全員ぶち殺す!!

姉さんのために変わりたい。
そんな心を見透かしたかのように村の青

■姉弟ロードムービー

年に誘われた、「禁じの森」への冒険。

何かを求めて、何かを探して、遠い目的

危険な森を抜けた先で、少年クゥは人間

地あるいはあてのない旅をするロードムー

を殺戮するための“力”を与えられた「騎

ビー的な物語が大好き。

士」に変化させられてしまう。
元の人間に戻る。その手がかりを探すた

一方で姉モノも大好き。

め、姉弟は旅立つ。

しかし、この２つが両立する作品って少
ないんですよね。仕方ない。姉と弟を描く
んだったら、普通は家庭を舞台にしたホー

■優しい姉、彼女を守りたい弟

ムドラマになるんですから。

こんな経緯で旅をすることになった、主

だから、姉弟２人のあてのない旅を追う

人公のクゥとノイエ姉さん。

『ハーベストマーチ』は貴重な作品。
隠された異形の力を持つが普段はか弱い

この２人が、それぞれ強力なブラコン＆

弟と、彼と旅を共にする姉との姉弟放浪記

シスコンのコンビで、互いに相手を思う気

がここにありました。

持ちがストーリーを動かしていきます。
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ノイエ姉さんは

とにかくお姉ちゃん大好きっ子のクゥ。

いつも笑顔で朗ら

村人から見下されるばかりの情けない自

か、優しくて面倒見

分を変えたい。

の良い母性的なお

姉さんのために変わりたい。

姉さん。やや大柄で、

この強い思いが、
「禁じの森」への冒険に
乗ってしまう原因となります。

まだ体の小さい弟

森の奥で得た“力”は確かに絶大な力だ

と並ぶと、その姿も
まるで母親のよう。

った。しかし、それは人間を殺戮するため

両親を失ったこ

の恐ろしい化け物の“力”。

とで、自分がクゥの

ただ、かろうじて人としての正気を保っ

ことを守り育てるという意識が芽生え、い

たクゥは、元の体に戻るための旅に出るの

ざというときは決死の覚悟で

ですが、その前後を通して、彼の行動原理

立ち向かう勇気も持つたくま

がすべて「姉のため」であることに注目し

しい女性。

て欲しい。

弟がひ弱であることも影響

森への冒険も実は

してか、クゥへの愛情のかけ

騙されていたものだ

方は溺愛気味。溺愛が過ぎて、

ったが、クゥが許せ

弟への精神的依存度が高くな

なかったのは自分が

ってしまっているのも見過ご

化け物にされたこと

せないブラコンポイント。

自体ではなかった。

そもそも今回の旅立ちも言

「化け物にされたら、

い出したのはクゥの方で、そ

姉ちゃんを傷付けて

れにお姉ちゃんが付いて行く

しまったかも知れな

ことになった形でした。

いじゃないか！」
という怒り。

やっぱり姉として弟が心配なのが半分…

これだけではない。彼が怒り狂って異形

それと…

の力を発動させる時はいつも、姉に危害を

クゥの世話をしているってこいうことが私の

加えた相手が許せないから。

存在価値のような気がするから…ね

クゥが戦うのは、世界の平和とか正義の

クゥがいなくなったらそこで私もいなくなる
それが怖くてクゥにどうしてもってお願いし

ためとかそんなもんじゃない。

て一緒に行くことになったのよ

理由はただひとつ。

私がクゥに甘えてるのよ…

愛する姉を守るため。

ダメなお姉さん

つまり、「お姉ちゃん置いていっちゃヤダヤ
ダーッ！！

■お姉ちゃんを守る騎士

お姉ちゃんも絶対一緒に付いて行

くーっ！」と駄々をこねたわけ。

２巻では、最初の村での騒動が描かれま

優しくて、強くて、時々甘えん坊のお姉

す。ここでも早速“力”を発動させて戦う

ちゃん。そんな姉を持ったら、弟だってお

ことになりますが、その理由はもちろん、

姉ちゃんのことを好きにならずにいられな

愛する姉を守るため。お姉ちゃんの騎士と

いのは当然。

して戦う姿に注目してください。
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私がモテないのはどう考えても
お前らが悪い！
著者

谷川ニコ

発行

ガンガンコミックス

発行日（第１巻）

2012 年 1 月 21 日

■弟だから恥ずかしくない
最初にこれだけは断っておきたい。
『ワタモテ』に、ブラコン・シスコンの
要素はありません。
表向きには素っ気ないけど、お姉ちゃん、
高校に行けば自然とモテると思っていた女の子…。

実はツンデレの隠れブラコンで、なんてこ

しかし、無残な現実が襲いかかって来る!

とは一切ありません。弟も同様に、実は姉

この状況をどう打破するか？女子高生の苦悩が始ま

ちゃんのことが好きで、なんてことも全然
ナッシング。まだ幼い頃、無邪気に「おね

る!

えちゃんだいしゅきー」みたいなのは別で

谷川ニコが描く、ちょっと切ない日常ライフコメディ

すよ？

ー!!

そういう思い出シーンはあります

が、逆に今のそっけない関係との対比に使
われているくらい。

■『ワタモテ』を斜から読む！

「弟が嫌いなお姉ちゃんなんていませ
ん！」を信条に、ブラコン要素が足りなき

アニメ化によって一気に知名度が高まっ

ゃ足りないで文句を言うくせに何言ってん

た、ぼっち系女子高生漫画。

の？

その生態は痛々しくもあり、切なくもあ

と我ながら思うわけですが、ブラコ

り、読者の生活歴によって感想や共感レベ

ンお姉ちゃんにニヤニヤするだけが筆者の

ルが大きく違うであろう問題作、というの

姉萌えの楽しみではないと説明するのにち

は言い過ぎかも知れないが、女子高生を主

ょうどいい例が『ワタモテ』。
主人公・黒木智子お姉ちゃん、通称もこ

役にする作品では異色中の異色。

っちは高校１年生。

同じように冴えない高校生活をくぐり抜
けた自分としては、もっと楽に生きていい

人付き合いが極端に下手で、モテたい割

んだよと声をかけてあげたくなるとか、そ

に自分から積極的に出て行くことはできな

んな感想を……書き連ねるのはよそでやれ

い。その結果、入学以来１か月以上クラス

という話。ここは全姉連である以上、彼女

の誰とも会話できず、空気と化したぼっち

の姉としての振る舞いと弟との関係だけに

女子高生。
乙女ゲー好き、厨二病の既往歴、
「私はお

注目し、
『ワタモテ』の姉漫画的な楽しみ方

前らとは違う」思考のもこっちは、他人と

について知ってもらいたい。

まともに会話ができない可哀想な子。

今回はマニアックです。
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ただし、一つ年下の弟と普通に会話がで

自意識過剰と独特のポリシーが邪魔をし

きる。

て他人と正常なコミュニケーションが取れ

姉萌えポイントはここです！

ないもこっちが、弟とは自然体で付き合え

え？

る様子。これが俺にとっての姉萌えだ！

どこ？

って言わないで！

学校では同級生とまともに話せない、コ

弟相手ならだらしなくても平気っていう

ンビニでの買い物すら危うい彼女が、弟と

姉の思考表現は、風呂あがりに下着姿で歩

はすらすら話ができる。弟には悩みも打ち

きまわるシーンが典型でしたが、こんな形

明けるし、下ネタだってぶちまける。

でも伝わるのです。原作者は絶対に意図し
ていないだろうけど、この姉弟感の出し方
は無意識の奇跡。
なぜ姉は弟に対して遠慮がなく気を使わ
にのかを突き詰めると、結局姉弟は縁の切
れることのない永遠の異性関係だからなん
でしょう。この今さらの事実を再認識させ

外では終始挙動不審なもこっちは一体誰

てくれた『ワタモテ』は素晴らしい。

なのかと思うくらい、弟の前では別人。い
や、逆か。弟の前では普通のお姉ちゃんな

■仲良し姉弟ではなくても

のに、外ではまるで別人。
弟には余計な気を回す必要はないし、変

なぜ本作を姉漫画と読み解いたのか、共

に思われたって構いはしない。だから言い

感はともかく理由はお分かりいただけたも

たいことは平気で言えるし、自分の思うが

のと信じますが、黒木姉弟がブラコン・シ

ままに弟を振り回す。

スコンではない事実は変わりありません。

他人が相手だと事務的な会話さえ絶望的

姉ちゃんは我が

なもこっちは、男子とプリクラを撮るなど

物顔で弟の部屋に

幾千の輪廻転生を経ても無理な話なのに、

侵入してジャイア

弟相手にはあっさり誘える。

ニズムを発動させ
ることもあるし、
単なる姉のワガマ
マで弟に迷惑をか
けることも多々。
弟も、限度を越えた姉の傍若無人には反
抗するし、外で姉と出会っても他人のふり

真夜中に怖い話

をしたがる。救いは、姉をウザがることは

を読んで、一人で

あっても決して憎んでいるわけではなく、

トイレに行けなく

最低限の弟の甲斐性は持っていること。根

なってしまったも

はいい弟なのです。

こっち（現役女子

『ワタモテ』＝姉萌え漫画説の支持が少

高生）も、弟相手

なかったとしても、小弟にとってこれは立

ならプライドを捨

派な姉漫画。ブラコン姉ばかりが姉属性の

てられる。

好物ではないのです。
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戯姉弟
著者

陸乃家鴨

発行

少年画報社ヤングコミック

発行日

2012 年 12 月 24 日

■擬似姉弟の背徳感
『戯姉弟』は全８話で構成される１巻完
結の作品。
主人公・未夏は信用金庫に勤める 25 歳の

ずっと
会いたかったよ、
姉さん

の独身ＯＬ。
大みそか、コンビニでわびしい年越しを
迎えようとしていたところを年下のイケメ
ンにナンパされ、なんとお持ち帰りの上、
行きずりの一夜を過ごしてしまう。

結ばれた男の名は「マサヤ」。

未夏の生き別

生き別れた弟の名も「マサヤ」。
戯れについた「姉弟」という嘘に、

れた弟と同じハ

心も身体も溺れていく佐々元未夏は、

タチであること

やがて悲しき真実にたどり着く―。

を知ると、男は

愛しい愛しい馬鹿な女――。

彼女を「姉さん」
と呼び、弟を演
じ始める。

■愛しい愛しい生き別れの弟

そのままマンションに居着いて、周囲に

「親の再婚によって新しくできた姉」

も姉弟だと認識されてしまい、ずぶずぶと

がいるなら、その反対は

同棲生活が始まってしまう……という話。
成年マークは付いていませんが、性描写

「親の離婚によって生き別れた弟」
ですよね？

中心の進行。ただし、ストーリー重視の漫

前者が夢と希望あふれる素敵フレーズな

画です。
私の弟がこんなにチャラいわけがない！

のに対し、後者は心引き裂かれんばかりの

そう思いつつも、姉さんと呼ばれて抱かれ

悲しい響き。

ると感じまくってしまうブラコン姉の業の

でも、「親の離婚によって生き別れた弟

深さがまず印象的。

との再会」と付け加えればあら不思議、こ
れは格好の姉弟萌えストーリーになります。

生き別れてから十年以上経っているとは

『戯姉弟』は、生き別れた弟を持つ姉・

いえ、この男が弟ではないと分かっている。

未夏さんが、自分のブラコン気質に翻弄さ

しかし、
「姉さん」と呼ばれると興奮してし

れる姉弟ラブストーリーです。

まう彼女の痴態が、ブラコン姉好きにはた
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母に認められるようになり、これをきっか

まらない！
「姉さん」と呼ぶに飽きたらず、男は生

けに自分が「征哉の姉」たることを強く意
識するようになっていくのです。

き別れの弟と同じ「マサヤ」を名乗りだし、
ますます擬似姉弟度がアップ。

自分の中に姉

本当は弟なんかじゃないはず……。だけ

を発見し、自分

ど、長い間満たされることのなかった彼女

と家族をつなぎ

のブラコン欲に火が付いてしまった今では

とめる弟の存在

もう止まらない。

が何よりも大事

素性も知らない男に弟の姿を重ね合わせ

なことを知った

溺れていく描写は、実の姉弟のそれとはま

彼女がブラコン

たひと味違う背徳感があります。

に走るのはもは
や必定。
たとえきっかけはゆがんだものであって

■ブラコンの発端は……

も、そこから生まれた弟愛と姉精神が本物

生き別れた弟でもない男を相手にしてい
てブラコンだなんて信じられるの？

であることは、全編を通じて伝わって来る

と思

でしょう。

いの弟さん、この点は結構大丈夫なんです
よ！

■姉がたどり着いた真実は？

マサヤが他の女性
と一緒にいる姿を見

マサヤが実の弟であるはずがない。

て嫉妬する姉さん。

でも、もしかしたら……、いややっぱり

ブラコンだと自覚

そんなわけが……。

していたが、擬似的

葛藤と疑念を織り交ぜながら、行きずり

とはいえ姉弟で身体

の男のマサヤは結局何者で何が目的なのか、

を重ねて興奮してし

生き別れた弟の征哉と関係あるのか、未夏

まうことに自分でド

の想いはどこへたどり着くのか。真実は

ン引きする姉さん。

次々と明かされていきます。

そして事後には、

シリアスな雰囲気も残しつつも鬱展開は

幼い頃の弟の記憶を

なく、種明かしも含め明るく締められるの

回想するシーンを挟み込んで「弟としちゃ

で、お姉ちゃんはいつも幸せになってほし

った」余韻を含ませたりとか、この作品な

いと願う貴弟も安心です。

らではのブラコン描写が目白押しです。
さらに上手いのは、彼女が弟を溺愛し、

■ブラコンに翻弄される姉

ブラコンになった理由をきちんと明らかに

主人公のブラコンが招いた一騒動。

しているところ。
両親の離婚によって姉弟が離れ離れにな

姉弟ストーリーを楽しめて、弟を思って

る前、母はある理由から「娘」であるにも

乱れまくるお姉ちゃんの姿にドキドキでき、

関わらず未夏に冷たく当たっていました。

最後までお姉ちゃんのブラコンネタに事欠

一方で、弟には愛情を注ぐ母。ある日、

かないという、姉属性的にも満足できる姉
漫画でした。

未夏が「娘」ではなく「征哉の姉」として

13

ベニ・コンプレックス
著者

曽我部浩人

イラスト

双龍

発行

講談社ラノベ文庫

にニャーニャー鳴いたり。孤高のようでい
て、構ってあげないとふてくされたり。
そんなイメージから、お姉ちゃんといえ
ば猫、が圧倒的に優勢。
『ベニ・コンプレックス』は、お姉ちゃ
ん＝猫派には必携となるライトノベル。

緋野慶次は古の英雄に連なる『紫禁の血脈』を持つ高
校生。隣で添い寝してる美人姉の紅子…実は八百年生き

なんたって、猫系どころか猫又出身のお

てる最強の妖怪（見た目は女子高生）にして慶次の守護

姉ちゃんが主役として、最愛の弟を可愛が

者だ。

り、誘惑するストーリーですからね！
ところで、もし弟萌えのお姉さん団体・

ある時紅子は「卒業までに嫁を見つけなければ、私が

全弟連に、弟のイメージに似合うのは猫か

お前の嫁となる」と言いだした。

犬かを尋ねたら、きっと犬派が優勢なんだ

そんな無茶なと思いつつ嫁探しを始めた慶次の前にち

ろうなぁ……。

ょうど現れたのは、一見風雅な大和撫子なのにエッチな

僕はお姉ちゃんに忠実な犬ですワン！

事にめっちゃ積極的な巳緒と、けしからんボディにして

（仰向けになりながら）

格闘とエロい事が大好物の来弥。
しかも二人はそれぞれ妖怪属性アリだった!許嫁の座
を争う紅子・巳緒・来弥と巻き込まれる慶次。

■姉がいるのに嫁探し!?

さらに紅子の封印した過去による災いまで降ってき

主人公緋野慶次は「紫禁の血脈」を受け

た!?

継ぐ高校２年生。
彼の隣に朝から裸ワイシャツで彼の布団

■お姉ちゃんといえば猫!?

に潜り込んでいるのは、御年八百年、炎使

犬派か猫派か。

いの大妖怪猫又の化身にして美少女女子高

きのこたけのこ論争と並ぶ永遠の対立テ

生姉の紅子さん、愛称ベニさん。

ーマに、アレンジを加えてみよう。

大のブラコンであるベニさんは、燃える

姉のイメージに似合うのは猫か犬か。

ような紅髪と立派な巨乳を武器に、今日も

これはもう断然猫！

猫なで声で盛んに弟を誘惑。他界した両親

自分の気の赴くままに動きまわり、遊ん

に代わり、お姉ちゃん大好きっ子になるよ

で欲しい時はすり寄ってくるくせに飽きた

う猫っかわいがりして育てた弟が愛おしく

らぷいと出て行ってしまったり、お腹が空

てたまらない。今目指すのは、過去に弟と

いたらエサをねだるというより「アタシの

交わした婚約の実現ただひとつ。

ために早く用意なさい」と催促をするよう

しかし、弟の方はイマイチ煮え切らない
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様子。おまけにベニさんとは結婚できない

にした美少女２人が言い寄って来ます。

と言い出してしまう。

それぞれワケありで、ついには嫁候補に

そこであらすじにもあるように新たな嫁

のし上がるのですが、ブラコンのベニさん

探しと相成るのですが、ここは誤解を招く

にとっては簡単に受け入れられるものでは

部分。姉がいるのに嫁探しとは何事だ！

ない。ヤキモチ焼いていじけるだけなら可

と振り上げた拳は一旦収めて収めて。

愛いもの。しまいには、弟といちゃつく嫁

弟君はシスコンです。そのことは自分で

候補たちを爆破して（嫁候補達も妖怪に準

も認めるし、ベニさんは大好きな姉だと公

じた存在なので、割と無事）弟を守ってし

言します。姉の誘惑攻撃にも慣れてはいる

まう大人げない姉の姿がそこに！

が、ちゃっかり楽しんでいる面もあって、

２人の嫁候補による主人公の奪い合いに、

この辺は珍しい設定。お約束の鈍感主人公

最強のチート姉が小姑魂を我慢できず乱入

でもなければ、姉のことなど何とも思わな

する騒動が巻き起こる中盤では、ベニさん

い不届者でもない、好感の持てる弟主人公

がブラコン可愛くって仕方ない。

です。

「慶次、無事か？

だが、姉として愛しすぎるあまり、結婚

フ

ァーストキスはとうの昔にわたしのものだが、奴

は考えられないとの理由で婚約解消を持ち

らに唇を奪われてないだろうな？

かけた慶次。その説明が実にお見事。

どうなの

だ!?」

慶次は紅子が好きだ。世界で一番愛していると声

妖怪バトルとテンポよく展開するコメデ

を大にして言える。だが、それは緋野紅子が姉だ

ィ、ちょっとしたパロディネタとお色気を

からだ。慶次はシスコンをこじらせているがゆえ

織り込んだドタバタ劇に、徐々に疑念の暗

に、緋野紅子という姉を愛しているのだ。一人の

雲が立ち込めてきます。

女性として愛するのは難しい。

なぜ大妖怪の猫又が姉となったのか？
ベニさんがひたすら口をつぐむ十年前の

そこで、婚約解消の条件として、卒業ま

災いとは？

での猶予期間を与えるベニさん。
果たして、ブラコン姉の御眼鏡に適う嫁
など見つかるのか？

貞操は守っただろうな？

明かされる真実は重く。

こうして慶次の嫁探

姉の思いは赤裸々に。

しが始まった、となります。

「おまえは……こんなにも醜いわたしを……姉と

姉原理主義者には、これでもまだ釈然と

呼んでくれるのか？」

しないものが残るかも知れませんが、最後
この後、一組の姉弟が固い絆で結ばれる

の最後で姉派の望む展開もあります。

瞬間を貴弟は目撃する。

見え見えのネタバレを言っちゃえば、結
局はお姉ちゃんという元の鞘に戻る方向に
話が進みます。当然です。そこに至る過程

■猫＆姉ノベルの傑作!!

を追うのが姉ノベル的楽しみ方の一つ。

猫チックなベニ姉さんが非常に魅力的で、
ストーリーも姉弟の関係が重要な要素にな

■お姉ちゃんに隠された真実!?

っている姉ノベルです。

姉以外の嫁探しをすることになった慶次

姉萌えを売りにすることが少ないラノベ

には、白蛇、そして蝦蟇（ガマ）をモデル

業界において貴重な傑作の一つでしょう。
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リ ブ ー ト

おねえちゃん再起動!
著者

佐々宮ちるだ

イラスト

いわさきたかし

発行

一迅社文庫

思わぬ形で実現したお姉ちゃん達との再
会と新たな生活。
ただ、単なる生き返りではないので、弟
としては戸惑うことばかり。周囲の人も巻
亡くなったじーちゃんの家にやってきた絢斗は、怪し

き込んだドタバタ劇は、お姉ちゃん２人と

い地下室でカプセルの中で眠る少女を発見する。その姿

弟との姉弟愛を中心に展開していきます。

は、大好きだった双子の姉妹、おしとやかでやさしい姉

上の姉・雪音（ゆきね）お姉ちゃんは、

の雪音だった。だが、雪音はもうとっくにこの世にいな

おっとりお淑やかな優しい姉。基本、常識

いはずで――。困惑する絢斗に、突然じーちゃんからの

人だが、ちょっとやんちゃな面があったり、

メッセージが流れる。誕生日のプレゼントって……まさ

高校生でも姉弟なら一緒にお風呂くらい当

かのおねえちゃん!?

然と思っていたり、見ていて飽きない姉。

姉萌えラブコメついに再起動（リブート）！

下の姉・朱音（あかね）お姉ちゃんは、
雪音姉とは対照的に活発な性格の体育会系。
弟にプロレス技をかけるのが得意、と言え

■姉と弟、奇跡の再会ストーリー

ば大抵の読者にはその姉スタイルが伝わる

姉萌え系ノベル振興の第一線で活躍する

でしょう。ボクっ娘で、実は純情な部分も

佐々宮ちるだ先生。その渾身の新作シリー

あって、将来的に美味しい展開の期待大。

ズがスタート！

２人のお姉ちゃんは、もともと双子だけ

あとがきによれば、最初は姉モノではな

あって、性格は違っても息が合っており、

かったのに、結局は姉を全面に出すことに

とても仲良し。お姉ちゃん同士の仲が良い

なったあたり、先生のお姉ちゃん愛を感じ

のは弟としても嬉しいもの。

ますね。

そして、言うまでもなく２人ともかなり

今作は表紙を飾る女の子でお分かりのよ

のブラコン。互いへの対抗心は控えめで、

うに、お姉ちゃん２人構成。

２人協力して弟を守り可愛がろうとする姿

主人公は高校２年生の曳馬絢斗。

勢が強く表れています。佐々宮先生の姉作

大好きだった双子の姉・雪音と朱音は自

品は、弟争奪モノよりも協力プレイの方が

分が幼い頃に亡くなり、一時は引きこもり

お得意なのでしょう、安心感があります。

になったほど重度の姉（シス）コン。

駆け足の紹介でしたが、姉と弟の関係を

最愛の姉との別れから十年。二人のこと

第一に描いた、姉系ラノベの王道ともいう

を片時も忘れることのなかった弟の前に、

べき期待のシリーズとして注目すべき作品。

奇跡が舞い降りる。

早くも続刊が待ち遠しいです。
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ムチムチボディの隣の姉ちゃんが
ダイエットを始める模様です
著者

舞麗辞

イラスト

りゅうき夕海

発行

二次元ドリーム文庫

“憧れの隣のお姉さん”は他人ですが、
“遠
慮のない隣の姉ちゃん”は家族同然です。
スタイルが良くて快活、学園のアイドル
隣に住む幼なじみ的な姉・明日香が、ミスコン出場の

的存在の姉ちゃんは、弟分である主人公を

ためダイエットをすると言い出した。

いじって遊ぶのが大好き。

とはいえ彼女がぐーたらなのはわかっているのでケチ

ある日、ミスコンに出場すると決めた姉

をつけると、アンタも付き合うのよと強制参加！

ちゃんは（特に太っているわけではないの

でもダイエット中に跳ねる姉の身体は思った以上にプ

に）ダイエット開始を宣言するが、主人公

リプリでエロくて！

も強制的に付き合わされることに。
主人公は姉に振り回されるのはうんざり
といった様子だが、健全な男子としてお姉

■ムチムチ姉との純愛イチャラブ

ちゃんのムチムチボディには興味津々。

痩せたお姉ちゃんとムチムチお姉ちゃん、

ダイエットに名を借りたエッチなプレイ

抱きしめられるならどっち、って聞かれた

ざんまいか……と思いきや、これ、意外に

ら、迷わずムチムチ派。ギュッと抱き合う

も純愛イチャイチャ系ラブコメです。

時の柔らかさは女性の武器ですよ、世のお

前半は姉ちゃんとちょっとエッチないじ

姉さま方!!

りあい中心。弟のスケベ心を見透かしてか

だから、よっぽどだらしない体型でもな

らかい混じりにサービスしたり、弟はいい

い限り、お姉ちゃんに無理なダイエットは

気になっておイタをしては逆襲されたり。

求めないし、して欲しくないタイプ。

姉ちゃんと弟がいよいよ結ばれるのは、

けど、目標に向かって頑張ろうと姉が立

今どきでは珍しく、ページ数の半分を過ぎ

ち上がったなら、弟は支えるのが義務。

てから。長い間、隣同士の腐れ縁姉弟をや

登場人物は、家がお隣同士で姉弟同然の

ってきた二人が、互いの気持ちを告白して

明日香お姉ちゃんと弟海斗。

愛しあう姿が特に秀逸。姉ちゃんは今まで

「隣のお姉さん」はディープな姉好きに

見たことのないような優しい顔を見せて弟

とって評価を下げやすい設定ですが、今回

を受け入れ、弟は皮肉屋の仮面を脱いで甘

は良い感じ。主人公が帰宅すると、そこに

えん坊の素顔を見せて姉の中に飛び込みま

は合鍵を使って上がり込んでは居間のソフ

す。もちろんその後は姉弟ラブラブプレイ。

ァでだらけている隣の姉の姿があるとか、

姉のダイエットに絡め、姉弟愛が深まる

遠慮のエの字もない関係が読み取れます。
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様子を描いた楽しくエッチな１冊でした。

お姉ちゃんは発情中！
恋のキューピットに出逢ったら……
残念、アルパカでした！
著者

みかづき紅月

イラスト

有末つかさ

発行

フランス書院

美少女文庫

てしまったことから発情の呪いがかかって
しまいます。

……ＱＰなんて名前の奴と

契約とか絶対アウトなフラグじゃん！
椎羅お姉ちゃんはミッション系お嬢様女
「エッチしたいの～、ナマで奥まで。ね、お願い！」

子高の品行方正な生徒会長。対する弟・純

強気で才色兼備な生徒会長・椎羅が自制心を失い、発

は、あまり出来の良くない高１男子。

情中！

今日も弟は自分の不始末で姉に叱られる

弟とイチャエロラブしないと、恋の神様アルパ

が、呪いの効果によって姉は強制的に発情

カ？の呪いが発動しちゃう!?
感じまくりの初体験！

させられてしまい、普段の姿からは到底想

裸エプロンは首輪付き！

過激誘惑に弟の決断は？

像できない淫らな姉に変身！

しぃ姉に捧ぐ身悶え必至の感動告白！

無い厳しい姉だと思っていたのが、実はＭ

弟には容赦

っぽい願望を持っていたことも判明しちゃ
うなど、これでもかとギャップ萌えで攻め

■清純な姉がこんな姿を……！

てきます。

一年中弟にハァハァしちゃうお姉ちゃん

しかし、それぞれの面で詰めが甘いのは
否めないか。

も嬉し恥ずかしの困りものだが（でも大好
き）、かと言って潔癖で堅物なお姉ちゃんで

一見Ｓ系の姉が実は責められることは満
更でもないのに、弟クンが及び腰。お姉ち

は味気ない。
そうだなぁ、お固い真面目なお姉ちゃん

ゃんが望むなら、誠心誠意責めるのが弟の
使命ですよ！

が、何かの拍子で発情しちゃって、内に秘
めた弟への想いを爆発させちゃうギャップ

姉弟の背徳感を煽る台詞や行動が多く散

萌えはどうよ？

りばめられているのに、実はこの姉弟……

と考えるのは姉萌えのみならずＲ１８業

だったり。

界の一つの常道。

姉が望んだ願いと、それを知って応える

危ないクスリ、怪しい催眠術、悪魔の呪
い……

弟の姿はとてもいいんだけど、せっかくの

その発情トリガーは様々。

姉弟モノの意義を薄れさせてしまう「え？

本作では、姉が「願いを叶えるための代

やっぱりそっちの意味で叶えちゃう？」的

償として、イチャエロラブ＝ＩＥＬ行為を

な方向を向いていたり。

する。ＩＥＬ不十分と判定されたら強制的

せめて、もう少しお互いにブラコン・シ

に発情させられる。」という契約をアルパカ

スコン度合いが強ければナー……と思わず

姿の自称キューピッド、通称ＱＰと契約し

にいられない１冊でした。
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お姉ちゃんはつじょ～チュッ！
著者

上田ながの

イラスト

田中竕

発行

二次元ドリーム文庫

姉より先に弟のことを紹介。
弟・夏樹はかなりのシスコン。序章タイ
トル「ねえちゃんのことが好きだ！

大好

きだ!!」では、うちの姉が見た目から中身ま
クールな生徒会長、朝倉春那。

でいかに素晴らしいか、どんなに自慢の姉

彼女に憧れる弟・夏樹は姉に熱い愛情をぶつけるが、

か、どれほど愛しているかが 10 ページに渡

軽くあしらわれてばかり。

って力説され、姉に悪い虫が付かないよう

だが、ひょんなことで“鬼巫女の呪い”を受けた春那

監視する姿が描かれます。姉持ちの弟たる
者、かくあるべしと思うんですが、ストレ

は、肉体が突発的に発情するようになってしまう。

ートに姉への愛を叫ぶ弟キャラって少ない

彼女の呪いを解くため、夏樹は姉と…!?

んですよね。これはいい。
弟からの度重なる愛の告白に、春那お姉

■熱いシスコンとクールな姉

ちゃんは拒否したりせず、私もお前が好き

前のページで紹介した『お姉ちゃんは発

だぞとクールに返すが（ここがカッコいい）、

情中！』と相前後してタイトルとネタがか

弟の望む一線を越えた関係は姉弟間ではダ

ぶった（ただし発売は本書の方が１か月先）

メだろうと優しく諭す。

お姉ちゃん突発性発情モノ。

しかし、呪いにかかった後では、そうも

真面目で優秀、セクハラや下ネタとはま

言っていられない。

るで無縁のカッコいいお姉ちゃんが好き
だ！

それが呪いのせいであることを自覚しな

でも、お年頃の弟としてはお姉ちゃ

んのエッチなところも見たい……

かった初回の発情シーンは、弟の情欲を受

そうな

け止める理解ある姉として積極的にリード

ったらもう超常的な力に頼るほかない。

し、お互いの初めてを散らす。

本作では、廃れた神社で邪気が封印され

その後は、発情スイッチが入ってしまう

た壺を割ってしまった姉に発情の呪いがか

と、
「呪いなんかに屈したりしない！」
「で、

かってしまって、さぁたいへーん（棒）！

でも、もう正気でいられない……」
「今回だ

性的なことを考えている人と視線が合う

け、今回だけだから……」と弟に頼ってし

と発情してしまい、正常でいられなくなっ

まう姿の連続。これぞ発情モノの醍醐味。

てしまったお姉ちゃん。精気を吸収すれば

惜しいのは、弟が姉弟フラグを折って恋

一旦治まるが、見ず知らずの男に頼るなん

人関係を目指す思考の持ち主であったこと。

てこともできない姉のために弟が一肌脱ぐ

さらには、お姉ちゃんがもっと過剰なブラ

ことになります。

コンだったら言うことなしでした。
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ウィッチクラフトワークス
著者

水薙竜

連載

グッドアフタヌーン

発行日

2010 年 11 月 5 日（第 1 巻）

性格は至ってクール。いかなる事態に遭
遇しても表情は不変。護るべき仄が誰かに
襲われようものなら、ちょっとだけ目つき
が変わり冷酷非情な魔女になるほかは、泣
さえない学園生活を送る高校生、多華宮仄。彼を襲う、

いたり笑ったりはゼロ。しかし、本作が上

謎の襲撃者達が現れる。襲撃にただただ戸惑う彼を助け

手いのは、無表情でも微妙な感情の変化が

たのは、爆炎を操る魔女。その魔女の正体は、多華宮君

読み取れるところ。
そして、彼女が最も輝くのは、仄を護る

の同級生、火々里綾火だった！多華宮君と火々里さんの

ため戦う魔女の一面です。彼の安全を第一

爆炎スクールライフが今、始まる！

に考え、障害となるものは徹底排除。いか

■無表情クールな炎の魔女

なる犠牲をも厭わず動く姿は、心配性で過

強くてカッコイイおねーさんが男の子を
護る姿が良いんだよ！

保護なブラコンお

強い男がか弱い女

姉ちゃんの如し。フ

を護るなんてストーリーは飽き飽きだ！

ィニッシュが仄を

本作のヒロイ

お姫様抱っこする

ン、火々里綾火さ

シーンだったりし

んは、最強の炎の

た日にはもうキャ

魔女。平凡な男子

ーッ！

高校生・多華宮仄

上げたくなるほど。

を狙う他の魔女

と歓声を

こんな素晴らしいヒロインなのに、致命

の手から護衛す

的な問題点があります。それは、

るのが彼女の使

な ん で 同 級 生 設 定 な ん だ よ ォ ォ ォ !!!!

命。

おかしいよ絶対、常識的に考えてそこは先

なぜ彼女は仄

輩とか従姉だろ!!

ウソだウソだウソだウ

の護衛を務めるのか、そもそも魔女とは一

ソだ同級生なんて絶対ウソだ認めない認め

体何者か、ストーリーに関わることはここ

ないこんなの絶対おかしいよ!!

では省略。とにかく伝えたいのは、綾火さ

さんは絶対に年上だ年上だ五、六歳は年上

んのカッコよさなんですもん！

だ色香的には二十代後半だ!!

見た目。仄とは頭一つ違う圧倒的な長身。

火々里

本当は十万

何歳みたいな設定に違いない!!

さもな

このたくましい体型が彼女の強さ、頼もし

ければ、勝手に姉と設定させていただく!!

さを体現していて、その姿を眺めているだ

そう設定しなかった作者が悪いんだよ!!

けで長身萌えの小弟は常時興奮状態。

アニメ化決定おめでとうございます!!
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祝『姉、ちゃんとしようよっ！』
『お姉ちゃんの３乗』発売⼗周年！
この２本がなければ、今の全姉連はありませんでした。
ただの内輪サイトだった全姉連をコミケの大海原に進出させ、世の中にはこんなに
姉萌えの同志がいると気付かせてくれた偉大なる姉ゲーです。
『姉しよ』のタカヒロ氏は会社を興してあっという間に人気ブランドと化し、
『おね
きゅー』の竹井 10 日先生はラノベ作家に転身して次々ヒット作を飛ばす。
どちらの先生も妹ブーム全盛時代に姉で勝負した、勇気あるクリエイター。
今、こうして豊かな姉ライフを送ることができるのも、先生たちのおかげです。
それにしてももう 10 年か!! 早いな!!
全姉連もコミケで 10 年続くとは思いませんでした。
でも、相変わらず空からお姉ちゃんは降って来ません。
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