人公の事を意識してると悟られないよう常

さんの声がよく似合うおっとり系。知的で

に努めている先輩が、その主人公の目前で

豊乳な化学教師です。

可愛い後輩(主人公)を先生に取られまいと
必死になるシーンは感動さえ覚えます。

担任である彼女も主人公の家に押しかけ
て同棲を始めます。同棲３女教師の中で最

なお、アフターシナリオで登場するママ

も大胆かつ積極的。男の扱いは並じゃない

ンも素敵過ぎ。ぜひぜひお義母さんと呼び

玄人という所が、見かけとのギャップで萌

たい呼ばせて下さい！

えます。
かと言って甘くて優しい先生かと思えば、

・麻生鈴音 (姉役で新人教師)
母を亡くした主人公にとって、母親代わ
りで姉役で幼なじみの女性。はっきり言っ
て悪女。純情な弟の気持ちをもてあそびま
くり！突如、主人公の家に押しかけ、弟の
成長ぶりがみたいと言ってはズボンを下ろ
しにかかり、弟のことは何でも知っておか
なきゃと文字通り弟に手を出す。弟が自分
以外の女の子と親しげに話をしているとこ
ろを見れば、ジト目で圧力をかけてくる…
そんな酷い姉なのです。
そういう割に弟は弟で、鈴姉が他の男と
話をしているのを見ればムッと来たりして
いて、姉もブラコンなら弟もシスコンとい
う、羨ましいほどバカ姉弟。
あら。そんなの当たり前じゃない……
だって、私ブラコンだも～～ん♪
そんでもって、洋介はシスコンなんだ
よね～～？
……はっ！それってもしかして、近親
相姦というヤツなのでは……

たまらん！
そんないじわるな鈴姉に「……いつまで

スパルタ教師。どうスパルタなのかはゲー
ム中語られない所が怖さを倍加させます。
赤点なんて、許しませんからね～～♪
もし１人でもそんなことになったら、
わたくし……わたくし……
あぁ！これ以上は怖くて、わたくしの
口からはとても……っ！

隠れサド。

・槙 いずみ (新人教師)
鈴姉、詩乃先生とともに押しかけてくる
新任の教師。
体育教師の例に違わず、男勝りでさばさ
ばタイプ。但し、暴力はかなり控えめ。主
人公とは、この春初対面なのに、気取らな
い姉と弟といった雰囲気が味わえます。そ
んないずみ先生も、実はかなり純情なとこ
ろがあって、その顔がのぞいた時はかなり
の萌えパワーが発散。
もともとは奥手な方だったと思えるとこ
ろ、鈴姉と詩乃先生に影響されて… でもや
っぱり照れ屋っぽく、可愛い年上に仕上が
っています。

経ってもお姉ちゃんっ子なんだから♪」な
んて言われた日にはあっけなく陥落。小悪
魔チックな姉が好みなら、鈴姉に可愛がっ
てもらうだけのために本作を買っても損は
ないでしょう。

・櫻井 詩乃 (担任)
スローペースがマイペース。海原エレナ
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■意外にボリュームあり
王道学園ラブコメに、幼なじみ＋姉代わ
りな鈴姉だけでも満足なのに、さらに２人
の誘惑系先生、素直じゃない可愛い先輩と
年上天国。姉属性には居心地の良い世界に
包まれてみて下さい。

【姉コミック】

どきどき姉弟ライフ

(全 4 巻)

著者

後藤羽矢子

出版社

竹書房

ISBN

4-8124-5520-0

■見かけにそぐわぬ姉モノ

弟の方は姉好きの素振りを序盤ほとんど
見せないので姉モノとしては物足りなく感

タイトルで「姉弟」とあるのに、表紙イ

じるかも。しかし、本作のキモは「一人ド

ラストには、童顔で背の低い女の子。これ

タバタ劇を繰り広げるあゆ姉の弟ラヴっぷ

が姉弟モノか？「姉弟」の文字が目を引く

りを楽しむ４コマ」ですから。

と考えて付けただけじゃないのか？と、今
から思えば失礼なことを考えつつ買ってみ
たのですが…

■ストーリーも良作

これが大当たり！れっきとした姉モノで
した。あー、厳密に言えば“弟モノ”とも
言えるんですが。

この漫画は全４巻。基本は OL あゆこと
専門学校生くまおの同棲生活。姉弟で同棲
も何もないと言えますが、この２人の場合

■弟萌え姉貴の日常４コマ

―特に姉視点で見れば―同棲と言っても間
違いではないはず。とは言え、ストーリー
が進む過程で同棲をやめたり元に戻ったり、

主役は姉の「あゆこ」
。OL ですが、高校
編や中学編も収められています。

そんな姉弟の関係を追うのも面白い所です。
言い忘れましたが、この姉弟、実は血の

基本的にあゆ姉の行動を追いかけて行く

繋がりがありません。そして、その事実を

スタイルの４コマですが、このあゆ姉は弟

知っているのは姉のあゆこだけで、弟くま

激ラブ、真性のブラコン。このブラコンぶ

おは知りません。血の繋がりがない事実を

りがオチの中心です。弟に喜んでもらうた

姉はどう捉えているのか、くまおは知って

めに空回り、弟に近づき作戦を図って失敗

しまうのか、この辺もストーリーに組み込

とか。ただ、正面切って大好きとまでは言

まれています。

えず、片思いのようなもどかしさがあって、
単なる甘口に終わらせていません。
対する弟「くまお」は、背の高いおっと

■ 普通の４コマとしてもお勧め

りおとなしめの青年。比較的無口なので、
あゆ姉のことを面白い姉貴 1 だなぁと見て

作者の後藤羽矢子先生は今４コマ誌でノ

いるくらい。でも、後半は心の内が見えて

っている一人だと思うのですが、それもう

きます。

なずけます。４コマとして面白いです。姉
好きならなおさらに！

1

呼び方も「姉貴」です。
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【姉コミック】

kiss x sis
著者

ぢたま某

掲載誌

週刊ヤングマガジン 2004/2/2 (No.8)

■萌え姉×２×ぢたま某×kiss
ヤンマガに姉萌えの読み切りが、しかも

弟の事を気にかけながら、なかなか言い

ぢたま某先生の！とのタレコミを受けて、

出せない照れ屋で素直じゃない姉も良いで

早速調査に向かったとある書店。購入前に

すが、弟ラブ光線を遠慮無く浴びせてくる

ちょっと下調べと思って開いてみたら、そ

姉も好きな弟にとってはたまらないはず。

の場でくたっと膝の力が抜けそうになりま

こんなに弟の心をもてあそぶようなけし

した(実話)。
それほどまで姉萌え魂をくすぐるコミッ

からん姉を、しかも２人も登場させるぢた
ま先生。姉コミック作家2と認定します。

クが、この「kiss×sis (キスシス)」。
主人公は中３男子。彼には高校生の双子
の姉「あこ」と「りこ」がいる1。この姉２

■ぜひ連載か短編集にでも！

人、寝ている間に弟のベッドに潜り込んで
弟の腕枕を奪取。目が覚めればおはようの

こんなにステキな姉コミックの kiss×sis。

ディープキス責めに加え、あんな所を使っ

１話こっきりの読み切りなのが非常に惜し

てスキンシップ。それでもなかなか姉にな

いです。これがぢたま先生の作品集などに

びいてくれない弟の気を引こうと、あれこ

収められているのであれば、まだ見つけや

れアタック。さらには「あこ」も「りこ」

すいのですが、今のところその様子もなく、

もお互い弟を取られまいと張り合うあまり、

バックナンバーを探すしかないようです3。

エスカレートするが…といったベタベタな
姉萌えラブコメです。

「続編のリクエストは編集部まで！」の
コメント通り、アンケート葉書に書いて送
ったのですが、半年経った今現在も続編の

■ どちらも魅力的な姉２人

気配はなし。こんな話の膨らみそうなぢた
ま先生の萌え漫画をないがしろにするヤン

あこ姉とりこ姉は双子ですが、性格は対

マガ編集部、読みが甘すぎ！姉モノはこれ

照的。あこ姉は積極的に動きまわり、よく

から来ますよ？せめて短編集にでも収録さ

喋るタイプ。対するりこ姉は、口数少なめ

れて、再び日の目を見るようになるのを祈

のおとなしいタイプながら、木刀振り回す

るばかりです。

凛々しさも兼ね備える姉。しかし、弟にか
ける愛情の強さにかけてはどちらも同じ。

1

父の再婚相手の連れ子であり、血の繋がりはない。
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2 成年コミックで「好きだけど好きだから」(ティ
ーアイネット)という姉弟モノも出されています。
3 全姉連ホームページの 2004/4/23 の記事をくま
なく探すと良いことあるかも。

成年姉コミック簡易レビュー
気になって読んでみた成年姉コミックで
お勧めをいくつか挙げておきます。

むつきつとむ 『としうえの魔女たち』 (全 2 巻)
シュベール出版／ISBN4883322106

成年コミック分野では姉モノ比率が高い

成年コミック扱いだが、内容的には青年

んですが、ハズレ率も高い！高すぎ！しか

誌の王道ラブコメ風で、ストーリー重視。

も、姉を謳うアンソロジーに限ってハズレ

母親と同い年だが、童顔で萌え顔の可愛い

が多い。姉という存在に愛を感じられない

女性と高校生が、くっついては離れるお話。

作家は、わざわざ描いてくれなくて結構！

若さゆえに突っ走る主人公を手玉に取った

ある成年コミックが真に姉モノかどうか
を１話で見分ける方法。それは「その姉(年
上)は、弟(年下)を愛しく思ってしているか」
です。姉弟愛ですよ、姉弟愛。

り、あるいは取られたり。
とは言っても成年コミック。エッチ多し。
ヒロイン以外の登場人物の年上率が高い。
名刺型 CD-ROM で再販されており、人
気も高いと思われる。

稚名はなび 『姉だく』

KEPPI 『ゆーわく 超姉萌え』

大洋図書ミリオンコミックス／ISBN4813009328

蒼竜社プラザコミックス／ISBN4883861961

「姉だく」という割には 11 話中で姉モノは

発売当初は評価が低かったのだが、改め

半分程度。しかし、その姉モノがどれも良

て見返してみると、それなり姉モノっぽい

い具合なのでお勧め。

面もあったので、再評価。

それぞれ別の姉弟のお話で、姉に頭の上

従姉やご近所姉も登場するが、おおむね

がらない弟や、やりたい盛りの弟を慰める

姉・年上なので合格基準。
「超姉萌え」とま

姉など多種類の姉弟が登場する。

で言うのだから、全話 100％姉で貫き通し

姉以外でもブルマ、スク水、メイド服と
美味しいトコ取りで、全体で姉弟率半分で
も満足できよう。

て欲しかった所。
エッチはねちっこいタイプで、好きな弟
には良いだろう。
ぢたま某 『好きだけど 好きだから』

ToWeR 『姉には絶対かなわない』
TSUKASA COMICS／ISBN4812807549

TI ネット MUJIN COMICS／ISBN4887740093

『kiss×sis』のぢたま先生の成年コミッ

OL の姉と高校生の弟のエッチな日々。１

クデビュー作。１冊全部で通しのストーリ

話ごと読み切りで、難しい事を考えず気楽

ー。小さい頃から関係を持つ姉弟。その弟

に読める成年コミック。

に好意を持つ同級生が現れ、その同級生の

姉は頭のネジが若干緩んでいる感じで脳

友人も巻き込んだ恋愛感情が交錯する。雰

天気。基本的にギャグテイストの姉萌えが

囲気は完全に少女漫画風。成年コミックで

楽しめる。エッチは全て姉が弟を可愛がる

ある必要は少ないとさえ思われる。

スタイルで弟が主導権を握る事はない。

姉と弟の関係は成就されないので、甘い
姉弟愛を期待してはいけない。作品の主題
はインセストの方にあり。
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最後までお読み頂き、ありがとうございました。
相変わらず萌え本でなくて、スミマセン。
今回もいくつか姉モノを紹介しましたが、これでも全姉連上にタレこまれた
情報の一部です。私が取り上げていないものでも、ステキなお姉ちゃんはたく
さんいますので、本書は参考程度に。
◆
んー、やはり今年は姉しよ２に始まり姉しよ２に終わるような予感。
果たして下半期には、姉しよに肩を並べるような熱い姉ゲーは出るんでしょ
うか。出て欲しいんですけどね。姉ゲーライター・竹井 10 日氏が新作構想中だ
そうですが、かなり先になりそうだし。
今現在、これといった本格的姉ゲー情報が見あたらないので、このままでは
第３号の目玉がー…って次も本を出せるのか？
◆
冒頭にも書きましたが、時代は姉ゲーだけではなく、姉コミックにも来てい
ると思います。全姉連サイト上でもいくつか紹介はしているんですが、なかな
か実際に読む機会が無く…。漫画の方が単価も安く、手を出しやすいはずなの
に、何故？今後は姉コミックにも目を向けたいですねぇ。
◆
それではまた、サイト上で、あるいはオフラインでお会いしましょう。
12 月のお姉ちゃん祭りもお楽しみに。多分開催！

全姉連会報 第２号
発 行： 全姉連 総本部
発行日： 2004 年 8 月 15 日
著 者： 全姉連総裁
連絡先： sousai@zenaneren.org
全姉連総本部 http://www.zenaneren.org/
(mobile : http://www.zenaneren.org/a.cgi)
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。
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