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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、 

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。 

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 

ビールあおって圧倒的な姉の貫禄を見せ付けたシーン、 

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、 

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。 

全姉連会報 第２３号 
 

表紙イラスト：姉月 偲様 

『あねよめカルテット』『あねよめコンチェルト』から、花菱桃音お姉ちゃんを描いて 

いただきました。 

 いつも素晴らしい表紙イラストをありがとうございます！ 

 金髪で胸の大きなお姉ちゃんは正義だと思わないかね？ ね？ 

 

 

『あねよめコンチェルト』 （きゃんでぃそふと） 

新お姉ちゃん登場で嵐の予感？ 花菱お姉ちゃんズのアフターも必見です!! 

 

『完全無欠のダメ姉ハーレム ねぇ、ちゃんと面倒みなさい!!』  

                 （著・上原りょう／イラスト・きみづか葵） 

超人なのにダメ人間な姉３人をサポートする弟クン。ご褒美はもちろん…… 

 

『ガールズ＆パンツァー』 （監督・水島努） 

戦車道を通して描くハートフル・タンク＆姉妹・ストーリー。姉妹は遂に手を取り合った！ 

 

『秘すれば』 （かんの糖子） 

姉の秘密、弟の秘密、二人の秘密。姉漫画に見えて、実はシスコン弟漫画？ 

 

『姉と修羅』 （小野寺浩二） 

ガチガチの姉萌え男子に本当の義姉が出来た!? その姿は我々そのものだった！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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 花菱家の四人のお姉ちゃんから誰かひとりを許婚と

して選ぶことができず、もう少し考える時間がほしいと

申し出た光輝。 

 両家の親たちも彼の決断を尊重し、以前の姉と弟のよ

うな関係に戻ることを許された。 

 しばしの猶予を得た光輝は、予定よりも早くリフォー

ムが完了した日高家に戻ってひとり暮らしを始める……

はずだった。 

「ハァーイ、コーキィ♪」 

 そんな彼の元に突然現れた異国情緒漂う美人姉妹、マ

リアとシルヴィ。なんとふたりは故あって日高家の養子

――お義姉ちゃんになったと告げ、光輝とともに日高家

に住み着いてしまう。いきなり始まる同棲生活に驚く光

輝、そして花菱家のお姉ちゃんたち。 

マリア「ヤー！ コーキィといっしょに暮らせるのです

ね！ シルヴィ、夢が叶ったわ！」 

シルヴィ 「……ちょっと、うれしい」 

 果たして、今度こそ光輝は花嫁を選ぶことができるの

か―― 

 今、新たな“お義姉ちゃん”たちを加えた協奏曲（コ

ンチェルト）が始まります。 

 

■『あねよめ』続編です！ 

お姉ちゃん多人数型の姉ゲーの続編が出

されることが、何より大好き！ 自分のお

気に入りの作品に続編が出るってこと以上

に大好き！ 

何が良いかって、「賑やかな我が家に帰っ

てきた」感が味わえるところが好き！ 

お姉ちゃんが２人、３人になれば、再会

の喜びも２倍、３倍になるから？ 

もちろんそれもあるだろうけど、自分が

期待するのは、お姉ちゃん達同士が生み出

す、目には見えないあの特別な空気を味わ

うことだから。 

ワイワイガヤガヤが絶えない花菱家のお

姉ちゃん達の輪に、今一度飛び込むことが

できるこの喜び、分かってもらえますか？ 

 

■新お姉ちゃんペア登場！ 

本作は、 

(1)前作では誰とも許婚の関係にならなか

った場合の if ストーリーとして新ヒロイ

ン２人が登場する新作ルート 

(2)前作の各ヒロインと結ばれた後のアフ

ターストーリー 

の２本の柱から成り立つ続編です。 

新ヒロインルートは、新しいお姉ちゃん

との出会いのワクワクはあるし、新たな姉

の登場によって弟をめぐるパワーバランス

が崩れて起きる一騒動は、前作では見られ

なかったお姉ちゃん達の一面が見られる楽

しいストーリーになっています。 

話の発端は、主人公・光輝の両親が、縁

あって外国人のマリアとシルヴィを養子に

迎え、彼の住む家にやってきたこと。 

幼い頃に出会ったこともある２人は、さ

っそく姉弟として生活を始めます。 

マリアお姉ちゃんは器用で人当たりもよ

く、すぐに良き姉として日本の生活にも馴

染んでいくが、シルヴィお姉ちゃんは少し

時間がかかる様子。 

あねよめコンチェルト 
 

メーカー CandySoft 

ジャンル あねよめ恋愛アドベンチャー 

発売日 2015 年 9 月 25 日 
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降って湧いた一組の姉弟の登場を放って

おけないのは、花菱家のお姉ちゃんズ。 

弟・光輝を姉４人でがっちり囲い込み、

誰かが結ばれるとしてもそれはこの４人の

中からと安心していた姉達は、意外な展開

に動揺し、臨戦態勢に。 

この展開、前作を知るプレイヤーからは

新鮮ですね。花菱家の４姉妹はみな、弟を

射止めたいと思いつつも、互いに争うこと

はほとんどなかったので、あからさまな対

抗心や奪い合いは見られなかったから。 

それが、マリア＆シルヴィお姉ちゃんズ

の参戦によって火を付けられて、小姑魂が

目覚めるというこの流れ。お姉ちゃん達が、

いかに光輝を自分たちの弟と認識していた

かが分かるというものです。こんな弟冥利

に尽きることはありません。 

加えて、ヤキモチお姉ちゃん達の慌てる

姿も可愛い！ 

とは言っても、全面戦争するわけでもな

く、次第にお互い理解していき、同じ弟を

愛する姉同志として友好関係になっていく

のは公然のネタバレ。ブラコンと嫉妬をこ

じらせて病んだりしません、大丈夫。 

 

■お姉ちゃんとの結婚生活は… 

一方のアフターストーリー編は、将来を

誓った姉弟が、どんな形で結婚を準備し、

どんな家庭を築いているのかが語られてい

くものとなっています。 

各姉ごとに、結婚までの準備段階である

とか、既に結婚した後の夫婦生活であると

か、描かれる時期は異なっているのですが、

いずれにも共通した感想は、「結婚は大変だ、

でもお姉ちゃんとの結婚は良いものだ」。 

姉ゲーの大半は姉と結ばれて将来を確認

するところがゴールですが、じゃあその先

はどうだ？ 結婚はゴールではなくスター

トじゃないのか？ お前は姉との結婚を夢

見るが、その先を考えたことはあるのか？

と、問われているような気になります。 

あ、別につらい現実とか出てきませんよ。

基本イチャラブ、けれどちゃんと地に足の

着いた、姉との結婚にまつわるエピソード

が主体です。 

“ボク、大きくなったらお姉ちゃんと結婚

する！”は、幼い弟くんの無邪気なセリフ

ですが、大人はもう少し考えなきゃならな

いことがある、でも良い事もたくさんある、

そんなことを考えさせてくれるアフタース

トーリー集です。 

 

■キャラクター 

・マリア・ヤーブロニャ・日高 

ある事情で両親が養子に迎え、日本にや

ってきた、光輝にとってはお姉ちゃん。こ

の後紹介するシルヴィとは姉妹。親の再婚

型でなくても、このようにしてお姉ちゃん

が出来ることはあるのです。もちろん、再

婚型と同様に法律上の結婚だってできます。 

今後リアルで年上と結婚することになっ

たら、まず自分の親と彼女との間で養子縁

組してもらい、それから婚姻届を出すと、

「おねえちゃんと結婚」が実現するぞ！ 

閑話休題、マリアお姉ちゃんは金髪（注：

総裁は金髪属性です。）と温和そうな表情が

目を引く優しいお姉ちゃん。 

頭脳明晰、既に日本語もペラペラ、家事

なら何でもこなせて、スタイルも良ければ

人当たりも良く、あらゆることをさらりと

出来てしまうのにそれを鼻にかけない、ス
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ーパーお姉ちゃん。花菱家の姉妹が戦士と

魔法使いと僧侶と遊び人で補いあってパー

ティー組んできたのに、全アビリティコン

プしたチートキャラが来たようなものです。 

 

どこの馬の骨とも知れない小娘ではなく、

同じ「姉」の肩書でやってきた彼女に対し

て、花菱チームは、即座に警戒態勢をとる

わけですが、その警戒態勢も解除させ、味

方につけてしまったことから「魔性の姉」

の異名も取ってしまいます。 

こうして迎え入れられたマリアお姉ちゃ

んは、妹のシルヴィとともに、光輝の家で

３人の姉弟暮らしを始めます。 

自宅では本当の母親以上に母親役を務め、

色々と面倒を見てくれる優しいお姉ちゃん。 

弟だけでなく妹のことも常に気にかけて

いて、お姉ちゃんらしく何でも譲ってしま

うほどシルヴィのことが大好き。長女とな

るべくして生まれてきた感があります。 

弟も好き。妹も好き。だったら、弟と妹

が結ばれてくれたら最高に幸せじゃない！ 

とでも考えたのか、２人の仲が進展するよ

う仕向けてくるマリアお姉ちゃん。 

けど、マリアお姉ちゃん自身の気持ちは

どうなの？ 

 

弟も妹も愛しすぎるあまり、自分を犠牲

にして追い込んでしまうマリアお姉ちゃん。 

弟・妹の幸せと自分自身の想いに挟まれ

葛藤する姉を描くストーリー後半は、姉属

性プレイヤーの胸に迫ること必至です。 

なお、結ばれた後も、恋人であるより前

にお姉ちゃんであることを強調し、お姉ち

ゃんと呼ばないと泣いちゃうくらいこだわ

りがある、素敵な姉であることを記してお

きます。 

 

・シルヴィ・ヤーブロニャ・日高 

マリアの妹で、主人公から見れば姉とし

て登場するシルヴィお姉ちゃん。 

マリア姉が人懐こいのに対し、彼女は人

見知りで無口な方で、慣れない日本の生活

にも戸惑うばかり。マリア姉のような完璧

超人ではなく、特長はその運動能力と、努

力型の性格。公式でも無口キャラと紹介さ

れていましたが、それほどでもなく、十分

に話せるお姉ちゃんの印象です。 

人見知りでとっつきにくいことはありま

すが、そんな姉キャラは、次第に心を開い

ていってくれる過程が見どころなのは皆さ

ま御存知のとおり。 

シルヴィお姉ちゃんも次第に反応が良く

なって、どんどん可愛くなっていきます。 

心が近づいて行く様子を追っていくと愛

着が何倍にも増していくもので、感情豊か

になった段階の彼女の眩しさはマリアお姉

ちゃんに引けを取りません。 

 

そんなシルヴィお姉ちゃんは、マリア姉

のことをとても大事にしていて、姉への思

「わたしのことはいいんです。コーキィとシルヴィの

行く末を見守ってから、ゆっくり考えるつもりです」 

それが当然です、というような口調で応えるおねえち

ゃん。でも、本当にそれでいいのかな？ 

なにごとも自分を差し置いてシルヴィおねえちゃん

のためだというマリアおねえちゃん自身は、本当に幸

せなんだろうか。 
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いの深さが窺えるシーンが多く出てきます。 

マリア姉を大事にしているのは主人公も

同じ。この点で共通する２人が、共にマリ

ア姉のために何かしようと息が合って仲良

くなっていく流れが何とも尊いじゃありま

せんか！ 

ちなみに、シルヴィお姉ちゃんは、案外

姉と弟の上下関係を大事にするので、その

辺も姉属性プレイヤーをくすぐります。 

 

・花菱由梨奈（長女） 

結婚式を済ませ、２人の夫婦生活が始ま

った後を描いています。 

「年上の女房は金の草鞋を履いてでも探

せ」って言葉は、彼女のためにあると言っ

て過言ではないほど、姉さん女房のお手本

のような嫁さんですよ、ゆり姉。 

 疲れた弟をさり気なくいたわり、妻と夫

の関係になっても“お姉さん”として甘え

ることを許してくれて、悩んでいる時は的

確な助言をくれて、弟を立てる時は立てて

くれる、あまりにも出来過ぎた嫁さん。 

 リアル結婚に興味がないプレイヤーでも、

「結婚もいいかも…（※但し姉に限る）」と

思うこと間違いありません。 

 

・花菱桃音（二女） 

 あーまーいーぞー!! 

 結婚式への準備期間を描く桃音お姉ちゃ

ん編は、とにかく甘い！ 

 婚約の前から甘甘だったのが、婚約して

からはさらに糖度激増。 

 我々弟は、たとえ二次元でもお姉ちゃん

に甘えなければ一日も生きられないように、

もも姉は弟に甘えてもらえないと寂しくて

息絶えてしまうのです。 

 

 ハァハァ…たっぷりと甘えてきました。 

・花菱桜織（三女） 

 弟のお世話が生きがいのスーパーメイド

お姉ちゃんは、御奉仕精神がさらにアップ。 

 

 待って待って！ もう今どきそんなの流

行らないから！ 夫も家事しますから！ 

と突っ込みたくなるレベルのメイド魂。 

 でも、こんなに献身的に尽くしてくれる

なんて……と感動してしまうのも事実。 

 正直、さおり姉は今作で何倍にも惚れ直

しました。お世話されたい！ 

 

・花菱杏（四女） 

 結婚前から結婚後まで比較的長い期間を

描く杏お姉ちゃん編。 

 このストーリーがまた大変良い。 

 杏お姉ちゃんが姉であることにこだわる

きっかけやゲーム好きになった理由は、彼

女を姉として惚れなおすいいエピソード。 

 また、ささいな事で夫婦喧嘩して、実家

のお姉ちゃん達に助けてもらいながら仲直

りするのも良い話。（こんな感じで、誰のル

ートでも、別の姉達が積極的に話に絡んで

来るので、姉多人数感は失われません。） 

 ラストは、前作のゲーム制作の話が伏線

となって綺麗に決まります。 

 

■「あねよめ」堂々完成 

新しいお姉ちゃん２人はそれぞれ魅力が

ある上、姉妹の関係にも深い思いが込めら

れていて、読ませてくれました。 

アフター編は、他ではあまり見かけない、

姉弟夫婦の結婚生活を正面から丁寧に描く

もの。 

「あねよめ」シリーズは本作をもって

堂々完成と呼べる、そんな続編でした。 

「飯、風呂、寝る、などは入門編と心得ています。

ゆくゆくは『おい』でお心を察することができるよ

う己を磨き上げていきたいと思います」 

「結婚してからもいっぱい甘えてね。それがお姉ち

ゃんの、原動力なんだもん」 
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軍人、女社長、生徒会長。 

三人のお姉ちゃんは高嶺の華。 

だけど家ではダメダメ姉!? 

グータラな龍乃、冴輝、茉理をマネジメント。 

ご褒美はパイズリごっくん、処女独占に、日替わりＨ！ 

「姉好き変態弟は……」 

「唇でも中でも……」 

「好きに出していいんだぞ」 

最後は姉４Ｐハーレムで姉出し放題！ 

 

■優秀かつダメな姉が好き！ 

 優秀な姉と、ダメ姉。 

 “姉”の基本はどちらかと問われたら、

やはり優秀な姉が基本と答えます。 

 弟の模範となり、正しい道に導き、弟に

畏敬の念を抱かせる存在……それが姉。 

 その理念を具現化したような立派な姉キ

ャラは、王道として人気を集めるは必然。 

 一方、ダメ姉は、「年上なんだから、弟よ

りしっかり者のはず」という先入観を打ち

砕くギャップ萌えを提供し、姉のお世話係

となることで、姉にご奉仕する弟の宿命感

を呼び覚ますのです。 

 ならば、その両者を掛け合わせれば、２

倍いやそれ以上の効果を生むはず。 

 かくして、この理論により、「外では優秀、

家ではダメ姉」は、姉業界の鉄板属性とな

るのである。 

 … 

 …… 

 いやもー大好きッスよ、このタイプのお

姉ちゃん!! 

 間違いなく良く出来る姉なのに、裏の顔

はダメ人間。逆でもいいんだ、ダメ人間が

通常モードで、実はすごい才能を持ってる

お姉ちゃんとか！ 

 こういうハイブリッドお姉ちゃん、イイ

よねぇ… 100 パー完璧だと、凡人の弟と

は別世界の人間で遠く感じちゃうけど、ダ

メな部分があることで親しみが持てて、家

族なんだなぁという安心感があるから。 

 優秀な部分とダメな部分、どっちかが好

きって意味じゃないよ。両方持ってるって

トコが大好きなの！ 

 そんじゃ、そんな優秀かつダメ姉が３人

も待っているこちらの姉小路家に行ってみ

ましょうか！ 

 

■優秀な姉のサポーター 

 主人公・姉小路健一には、両親再婚型で

できた３人の姉がいる。 

 普段はごく普通の高校へ通う一人の男子

生徒だが、一つ他の生徒と違うのは、彼が

完全無欠のダメ姉ハーレム 

 ねぇ、ちゃんと面倒みなさい!! 

 

著者 上原りょう 

イラスト きみづか葵 

発行 フランス書院美少女文庫 
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ＳＭＰランク全国一位ということである。 

ＳＭＰ……？ 

 

 なんと優れた政策！ 

 現実の日本も婚姻率が下がって夫婦の力

が衰えてきている以上、姉弟の力を引き出

すべきですね！  

 話を夢の世界に戻して、本作は、このＳ

ＭＰのモデルケースに選ばれた主人公・健

一が、学業の傍ら、姉達のサポートに奔走

する姿をベースに、姉との仲が深まってい

く様子を描いていくものです。 

 一口にサポートとは言っても、この姉弟

の場合は特別。なんせ姉達は… 

 長女は、国防軍中央師団第一空挺連隊第

一大体中隊長大尉、 

 次女は、25 歳の若さで日本屈指のホテル

チェーングループを築いた社長、 

 三女は、校内を歩けば男女問わず黄色い

声が上がる、文武両道才色兼備の生徒会長 

なのだから。 

 優秀過ぎる姉達のサポート。そんなこと

が弟ごときに務まるのか？ 

 今どきの姉作品には珍しく、意気込みだ

けでなく本当に姉のサポート役が務まって

しまうのが、この主人公のすごい所。 

 空挺部隊の演習に同行しては隊長たる長

姉の右腕として活躍し、企業のトップであ

る次姉の秘書役として分刻みのスケジュー

ルを管理し、生徒達の熱視線を独り占めす

る校内アイドル生徒会長の末姉を誰もが認

める有能な働きぶりでサポートする姿は、

弟界の模範です。 

 ■ダメ姉がいいじゃない！ 

 優秀過ぎる姉と弟ばかりで、いくらフィ

クションといえども現実感が……なんてこ

とはないのがこの作品の良いところ。 

 冒頭で触れたとおり、いくら外ではデキ

る女でも、家の中では、一般世間の標準的

お姉ちゃんがそうであるよう、素敵なダメ

姉に～～、変！身！ 

 規律に厳しい女軍人はおへそ丸見えのピ

チＴを着てウサギの抱き枕を抱え、新進気

鋭の女社長はブラウス＋ショーツ姿で酒を

グビグビ呑んだくれ、美少女生徒会長は寝

ぐせ頭で中学ジャージに五本指ソックスの

油断スタイル。 

 どうよ、このギャップ！ 

 公の場では凛としていて、尊敬の眼差し

を向けられる自慢のお姉ちゃん達が、周囲

にはおよそ信じられないようなグダグダ姿

を、弟には惜しげも無くさらしてくれるこ

の特別感、信頼感、無防備感。 

 そんな格好を見られても恥ずかしくない

んですか？ と尋ねられたら、きっとお姉

ちゃん達はこう返すだろう。 

「だって、弟だし。」って。 

 その答えこそがプレシャス！ プライス

レス！ 

 僕ら姉属性人が、特に姉を望んでやまな

い寂しん坊が求める姉弟関係のエッセンス

がここにあります。 

 ダメ姉それ自体が好きとか単純な話じゃ

ないッすよ。弟の前ならダメ姉になっても

気にしないってトコですよ。根本的にダメ

姉だと、それはそれで議論や評価が分かれ

るもので、弟の甲斐性の見せ所でもあるの

ですが、有能な部分も持ってるけど、家で

はダメ姉になっちゃうのが大好き、って話。 

 本編のあらすじは、主人公が姉達の日常

を支える姿を各姉ごとに描いていき、３人

のうち誰を選ぶの的な話も織り交ぜながら、

 ＳＭＰ―シスター・マネジメント・プロフ

ェッショナルとは、女性の社会進出を助ける

ため、家庭の中から変えていこうという国の

試みである。（中略） 

 この制度は、弟ないし兄が、妹ないし姉の

秘書となり、公私にわたってサポートすると

いうもの。 
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結局３人ともという姉弟大団円のハーレム

に向かって進みます。鬱展開なし、弟下克

上なしの安心設計です。 

 

■キャラクター 

・姉小路龍乃（長女） 

 職業は、国防軍の空挺部隊の隊長。 

 優秀な指揮官として出世し、今は大尉。 

 女軍人キャラの型通り、規律に厳しく、

己に厳しく、いつも鍛錬を欠かさないタイ

プ。もっとも、無茶苦茶ではなくて、弟に

無理を押し付けることもせず、むしろ自立

した一人の男として扱ってくれるところが

弟としてこそばゆくて誇らしい。 

 軍の中では将来を嘱望される若手でも、

自宅に帰れば違った面を覗かせてくれる。 

 

 軍人なのか甘えん坊なのか分からん！ 

 外では軍服でも、部屋着は超適当。 

 そして今一番ダメなのは、ソシャゲには

まって課金兵に成り下がった点である。優

秀な姉大尉殿は、今日もせっせとガチャを

回すのであった……。 

 

・姉小路冴輝（次女） 

 25 歳でホテルチェーンを築き上げた辣腕

の姉社長。世界も相手にビジネスで成功を

重ねる話題の企業家として世間の注目の的。 

 そんな身内として鼻が高いお姉ちゃんが、

家に帰るなりスーツを脱ぎ捨て下着姿で安

い缶チューハイをかっ食らうことが生きが

いだなんて信じられるだろうか？ 

 サバサバした性格で、弟にちょっかいを

出して反応を楽しむような冴輝お姉ちゃん

は、頭の回転が早く、とても頼れる姉……

なのに、呑兵衛なのである。 

 

 あー、意識の低い呑兵衛ですね。大好き！ 

 

・姉小路茉理（三女） 

 学園内で知らぬものはいない、カリスマ

美少女生徒会長。 

 実態は、何事も一番でなければ気が収ま

らず、トップに君臨するためならいかなる

努力も惜しまない腹黒系なのであった！ 

 弟に対しては素直になれないツンデレ姉

タイプ。なかなか強気を崩さないが、その

強気が少しずつ削られていく様子がこのお

姉ちゃんの見どころ。 

 大事な弟を取られまいと、２人の姉に対

する対抗心を露わにするのも末っ子姉らし

い設定です。 

 

 

■新しい姉弟主従関係スタイル 

 大事なのに言うのを忘れていた、言うま

でもないことがありました。 

 お姉ちゃん達、みんなブラコンです。 

 ３人の姉達が欲しいのは、出世や世間の

名声などではなく、自分のためにその力を

貸してくれる愛しい弟であることは明白。 

 弟をこき使うのではなく、弟のサポート

を受ける。これが新時代の姉弟主従関係で

す。 

（龍乃姉さん、冴輝姉さん……やっぱり、私

たちは争わなければならない運命にあるよう

ねっ！） 

「はぁぁぁぁ、取引先との窮屈なだけの食事

会なんてやってらんないわよ……飲みたいの

はビンテージワインじゃなくって、キンキン

に冷えたチューハイだっつーの！」 

「…常在戦場、治にいて乱を忘れず――その

精神を日頃より心がけるようにしなければ、

新の軍人とは言えん」 

 龍乃はベッドに腰掛け、抱きまくらを自然

なしぐさでひしと抱き寄せる。 

「はあ……やはりこの抱き心地、落ち着くぅ

ぞぉーっ！ 
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 戦車を使った武道「戦車道」が華道や茶道と並んで大

和撫子のたしなみとされている世界。 

 県立大洗女子学園に転校生、西住みほがやってきた。 

 戦車道が嫌いで、戦車道のない大洗女子を選んだみほ。 

 ところが転校そうそう、生徒会長に呼び出され必修選

択科目で戦車道を選択し、戦車道全国大会に出場するよ

う強要される。 

 しかも、集まったメンバーは個性派ばかり。 

 

 華道家元の娘の五十鈴華、恋に恋する武部沙織、戦車

マニアの秋山優花里、朝に弱い優等生の冷泉麻子……。 

 

 友達とのフツーの女子高生活を夢見るみほのささやか

な願いは叶うのか……?! 

 

■西住シスター＆パンツァー！ 

戦車を使った、乙女の嗜む武道「戦車道」

という奇抜な設定！ 

萌えアニメの皮をかぶった、実は熱い友

情が詰まったスポ根ストーリー！ 

細部までこだわった戦車の作画とこだわ

りの音響が作り出す、迫力の戦車戦！ 

傑作の呼び声高い『ガルパン』の謳い文

句はいくつもありますが、姉アニメとして

ちゃんと見ていましたか？ 

本書発行の直前、ガルパン劇場版が公開

されましたが、その内容たるや、テレビシ

リーズで十分に姉アニメとして完結してい

たところをさらに姉要素を上乗せし、まる

で初めからそうなるようできていたかの如

く、美しい姉妹愛を見せてくれました。 

■姉 VS 妹の対決ストーリー？ 

主人公・西住みほは、名門・西住流戦車

道の家元の次女として生まれ、しかし、試

合中のある出来事がきっかけで戦車道をや

め、逃げるように大洗女子学園へ転校して

きた女子高生。 

転校前に通学していた黒森峰女学園は、

戦車道の強豪校で、その隊長は西住流の長

女であり、みほの姉である西住まほ。 

戦車道に背を向けたはずの妹・みほは、

大洗女子戦車道チームの隊長となってしま

い、無名の弱小校を巧みな戦術と作戦で決

勝戦まで勝ち進め、姉・まほの率いるラス

ボス・黒森峰と姉妹対決を迎える…… 

というのがおおまかなあらすじです。 

同じ家元の後継者として生まれた姉妹が、

一度は袂（たもと）を分かち、別々の道を

歩み始めたが、再び姉妹が同じ土俵の上で

雌雄を決するというこの展開、熱いじゃあ

りませんか！ 

全姉連が取り上げるような作品なら、姉

と妹が協力して、姉妹ならではの息の合っ

た戦いでライバルと戦う流れが普通かと思

います。 

しかし、ガルパンは違う。 

妹がお姉ちゃんに挑むのです。 

お姉ちゃんも全力で妹を迎え撃ちます。 

姉と妹、決戦を制するのはどちらか!? 

手に汗握る熱いクライマックスが、最終

話にやってくるのです。これを姉アニメと

言わずして何と言おうか！ 

ガールズ＆パンツァー 
 

監督 水島努 

ジャンル ハートフル・タンク・ストーリー 

劇場版公開日 2015 年 11 月 21 日 
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■妹に託す姉の思いは…… 

この決勝戦の戦いだけでも熱いのですが、

ここに至る背景事情や姉の思いも熱い。 

「撃てば必中、守りは堅く、進む姿は乱れ

なし。鉄の掟、鋼の心、それが西住流。」 

圧倒的な戦力と、徹底的に統率されたチ

ームをもって、いかなる犠牲を払ってでも

勝利を得ることを至上命題とする流派が西

住流。 

その教えに忠実

に従い、西住流戦

車道を継承するの

が、姉のまほ。 

一方、そうした

教えに馴染めず、臨機応変な判断で、チー

ム全員で勝利を目指すのが妹のみほ。 

考え方の全く違う妹に対し、その実力は

認めつつも、西住流こそが正しいのだと叩

きに来るのが、冷血な姉の姿のようにも見

えますが……そうではないのです。 

同じ家に生まれ、同じ教育を受けてきた

姉は、妹が流派の教えに疑問を持ち始めて

いることに気付く。 

そこで姉のとり得る行動として考えられ

るのは、妹の考えを矯正し、後継者の道を

共に歩ませようとすること。 

でも、姉はそうしなかった。 

自分が西住流の唯一絶対的な正統後継者

として流派を一手に引き受けることで、西

住流の窮屈な呪縛から妹を解き放ち、己が

望む自由な道を歩ませてやろう、と考えた

のです。 

姉自らが盾となって、名家の伝統の悪し

きしがらみから妹を守り、そしてその結果、

姉が期待したとおり、妹は大洗女子学園の

新天地で大勢の友達に囲まれ、自分の戦車

道を開花させました。 

その後、妹は、高校生大会で辛くも勝利

を重ね、決勝戦で姉を破るのは戦車道を知

らなくてもどこかで御存知のとおり。 

試合が終わり、姉妹で握手を交わした時

に姉に告げられる「お姉ちゃん、やっと見

つけたよ、私の戦車道」は、妹思いの姉に

とって、これ以上無いほど嬉しい報告だっ

たに違いないのです。 

 

大洗の仲間達の中に戻っていくみほの姿

を見送る姉は、西住流を飛び出して新たな

世界を開拓した妹を誇りに思うと同時に、

巣立っていく我が子を見守るような寂しさ

もあったのだろうと想像すると、さらに味

わい深くなります。 

この辺りはコミカライズ版（リトルアー

ミー）の下地が大きいので、一読されると

なお良いでしょう。 

 

■劇場版でさらに姉アニメへ 

だがしかし、お姉ちゃんに感情移入し過

ぎて寂しく思うことはないぞ！ 

それもこれも、劇場版のお陰だ！ 

高校生大会の終わった今、もはや姉と妹

の戦いも終わり、今度はお姉ちゃんと妹が

タッグを組むドリームチームも誕生するの

だから！ しかも、西住姉妹が息の合った

コンビネーションプレイを見せる戦車戦は

最高だ！ 

さらには、姉妹が子供だった頃を、姉は

姉らしく、妹は妹らしく、情緒豊かに描く

回想シーンも見逃せない。 

ガルパンは観たことあっても、姉アニメ

として意識していなかった層は、ぜひ劇場

版にもパンツァー・フォー！ 



 14

 

 

 

 

 

 

人間なんだし、いろんな趣味・好みがある。 

話のネタにもできないヤツだっている。 

弟・青蒔はそんなヤツ。 

ずっとずっと、姉・朱音を見てきたヤツ。 

なのにたまたま発見してしまった。まさか姉がＳＭプ

レイをしてるなんて…!? 

姉と弟の秘められた偏愛的純愛ストーリー!! 

 

■二人だけの秘密 

 誰も知らない、人には言えない、自分だ

けの秘密。 

 そんなものこそ、自分が一番大事にして

いるものだったりする。 

 そして、ある人と自分の間だけの秘密。 

 秘密の共有は、それを知っているのは相

手と自分だけという連帯感、それを他に漏

らさないという信頼の絆を生み、互いを特

別な存在として意識する。 

 お姉ちゃんと弟。他の家族すら知らない

秘密を共有した時、二人はただの姉弟関係

を超えて、どんな関係になっていくのだろ

うか……。 

■姉と弟の結びつきは… 

 朱音姉さんは、年の頃なら二十代のまだ

若い幼稚園の先生。その弟の青蒔は、学生

か何か、姉さんとは数歳差と思われる男子。 

 二人が住んでいる一軒家は、父親が海外

赴任か何らかの理由で長期留守にしており、

姉弟二人暮らし。 

 終始抑えめのトーンで進むこの漫画は、

姉弟二人の表向きのテンションが低いこと

による部分も大きい。 

 しかし、その印象に反して、弟君がして

いる特殊なバイト―ＳＭプレイの傍観者―

の場面から物語は始まり、続く場面では清

楚な朱音姉さんがボンデージ衣装に身を包

み、それを弟君が覗き見てしまうという衝

撃的シーンが第１話です。 

 ＳＭだのボンデージだ

の連呼していますが、これ

は単に成り行きの話。本当

に大事なのは、これが姉に

とっては弟に言えない隠

し事であり、弟にとっては

覗き見てしまった姉の秘

密であることなのです。 

 続く第２話で、この一件

がお互いに知ることにな

り、２人だけの秘密となるのですが、また

同時に、途中で挟まれる幼い頃の回想や弟

 秘 す れ ば 

 
著者 かんの糖子 

発行 ヤングチャンピオンコミックス 

発行 2015 年 9 月 1 日 
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が姉に今まで向けていた特別な視線等、姉

弟にまつわる些細な秘密も描かれてきます。 

 それはまるで、世間の姉弟を精神的に結

びつけているものは様々あれど、この姉弟

を繋ぎ止めているのは秘密の共有であると

言わんばかりに。 

 この閉塞感が姉漫画にはよく似合う。 

  

■弟のシスコンに注目 

 姉が変な男に引っかからず、イイ男をつ

かまえられるようにとの名目で、弟が監督

するという流れになり（もちろん弟にはそ

んな気持ちはなく、むしろ姉につきまとえ

る絶好の口実）、痴漢から姉を守るボディー

ガードとして一緒に満員電車に乗ったり―

当然、ここで一波乱起き

るわけですが―、姉の勤

める幼稚園を監視したり

と、弟君が姉のために一

肌脱ぐことになります。 

 まあ、実態は、お姉ち

ゃんのためではなく、弟

自身の欲望のためなんで

すけどね。 

 この弟君、とにかく相当なシスコン野郎

です。そして、それを巧妙にさとられない

ようにしている隠れシスコン。 

 子どもの頃から姉さんの綺麗な顔を見て

いるのが好きで、それは大人になった今も

変わらず、姉さんの監督をするなんて言い

出したのも下心大ありで、要は体のいい姉

ストーカーですよ、彼は！ 

 隣の姉の部屋から物音がすれば壁ににじ

り寄って姉の様子を窺い、自分にカノジョ

ができても姉という本命がいるせいですぐ

別れるし、姉の友人から性的に迫られた時

はピクリとも反応しないくせに姉を思い出

すと急に反応するという、まさに本能レベ

ルのシスコン。 

 こうした分かりやすい描写だけでなく、

深読みするとあれもこれもと、彼の偏った

姉愛が浮かび上がってきます。 

 姉漫画は、そのほとんどがお姉ちゃんの

ブラコン具合を見るのが楽しくて、弟がど

うだなんてわざわざ注目しないんですが、

この作品は弟のシスコン心理が大きな見ど

ころです。 

 あ、お姉ちゃんも無論ブラコンですよ。

こちらもあまり表には出しませんが。 

 いつまで経っても子どもの時の可愛い弟

の姿が抜けない系で、積極的に甘やかしは

しないが、弟の頼みはどんなことでも断れ

ないタイプ。ペロペロしたいって言ったら

イヤよと言いつつさせてくれますよ、きっ

と。っていうか、実際なめさせてくれるし！ 

 添い寝だってしてくれます。弟を抱き抱

きして寝るのは、こ

のお姉ちゃんにとっ

て精神安定剤。この

添い寝シーンがこれ

またいいんだ。 姉

も弟も二十歳を超え

たいい大人なのに、子どもの姉弟が仲良く

添い寝するかのような。 

 ここで弟の姉魂（シスコン）が悶々とす

る演出があり、いよいよこの弟はシスコン

すぎてヤバいと気付きます。 

  

■姉を圧倒する弟のシスコン 

 私はこの作品を、「今も弟に信頼を寄せて

可愛がる姉と、シスコンをこじらせ過ぎた

弟のアンバランスな関係」と読み解きまし

たが、他の読み方もあると思います。良い

意味で主題がはっきりしていません。 

 あと、姉ちゃんがホント美人。笑顔もい

いけど、弟の押しに負けた泣きべそ顔も主

人公と同じようにゾクゾクします。画像は

貼りません。その目で確かめてください。 
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貴方は「姉萌え」をおかずに御飯何杯い

けますか？ 

 

日夜、姉萌えに胸と股間を熱くし、休日には意味もな

く姉ヶ崎（千葉）に通う予備校生・山路灰児に、親の再

婚により美しい「義姉」が出来てしまい？ 

自分の薄汚い欲望から、可憐な義姉を守り切れるの

か？ 

 

灰路の闘いが始まった――。 

 

■モデルはお前らだ！ 

 もし、姉漫画や姉ゲーのように、突然の

親の再婚で義理の姉が出来たら…… 

 とても他人には見せられない心の表情で、

誰にも知られることなく安心して妄想にふ

ける姉萌え男子諸君に、メガトン級の爆弾

漫画をお見舞いする！ 

 いいか？ この漫画の主人公のモデルは

お・前・ら・だ！ 

 これは安穏に姉萌えを謳歌する姉属性男

子の真実を、鋭い切り口で暴く超問題作だ。 

■姉マニアに姉がやってきたら… 

 確かに今までいくつもの作品はあった。

シスコンの弟が登場する姉漫画は。 

 お姉ちゃんが大好きで、オープンに姉へ

の好意を示す弟から、なかなかそれが言い

出せずに隠れシスコンになる弟まで。 

 でも、その大半は、姉の人柄や弟に向け

られた姉の愛を感じて、自然と姉を好きに

なっていく、あるいは、気付いた時には姉

を好きになっていたというパターンだろう。 

 だが、この作品の主人公、山路灰児（予

備校生）は、現実にはいない自分の姉を夢

想し、姉萌えに心を馳せる男子……つまり

お前らだ（本稿ではリアル姉持ちの読者は

無視する。）。 

 灰児の脳内は常に「姉姉姉……」で満た

され、自室の本棚には当然姉モノのメディ

アがずらり。 

 どうだ。まさにお前らだろう？ 

 そんなお前らが、二次元ではごく普通の

「親の再婚によって出来た義理の姉」を、

本当に手に入れたらどうなるか。 

 その if をリアルに描いたのがこの漫画

である。これはもう姉萌え男子のドキュメ

ンタリー漫画と言ってよい。 

 あまりに姉萌えあるある過ぎて大笑いし、

同時に、あまりにも自分のこと過ぎて笑え

ない漫画であることを約束しよう。 

 姉 と 修 羅 

 
著者 小野寺浩二 

発行 少年画報社ヤングキングコミックス 

発行 2015 年 12 月 14 日 
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■爆笑姉萌え劇場 

 本作品の基本スタイルは、本当に出来て

しまった義理の姉を

前に、長年温め過ぎた

姉妄想と現実がごっ

ちゃになり暴走する

弟の姿を描く、姉萌え

男子なら爆笑必至の

姉漫画ならぬ弟漫画。 

  

 姉の後に風呂に入ることとなり、たくま

しい妄想力で姉と精神的一体化する話は基

本中の基本。 

 きっかけは姉の座っていた椅子のぬくも

りを感じただけなのに、最後はなぜか入院

するほどの重傷を負う話。 

 お姉ちゃんに勉強を教えてもらうだけの

はずが、姉に叱られて泣いてしまう話。 

 どの話も、弟が異常な姉萌えでさえなけ

れば無事に終わる日常なのに……。 

 それにしても、全ての元凶である主人公

灰児の姉萌え魂には目を見張る。 

 この弟、姉に関しては無駄なまでに熱く、 

 

姉の下着と一緒に洗濯された自分の下着を

スーハーして興奮できる、高度の姉萌え人

なのである。童謡「赤とんぼ」の、「十五で

ねぇやは嫁に行き」に興奮して満足できる

弟を、私は他に知らない。 

 もう一人、本作に無くてはならない登場

人物は、主人公の友人で、同じく重度の姉

萌え男・藍原三郎。時には主人公灰児のス

トッパー役にもな

るが、根っこは同じ

穴のムジナで、どう

しようもないダメ

人間。さらには、ド

Ｍと来るので、大変

始末が悪いのに、な

ぜか親近感を覚えてしまう男である。 

 あまりにも残念な弟と、その弟の友人を

優しく見守るのは、姉の緑子お姉ちゃん。 

 美しく、穏やかな性格で思いやりのある

彼女は、子どもの頃から欲しかった弟が本

当に出来て、嬉しそうなご様子。 

 弟共の薄汚い欲望には気付かず、２人の

奇行に首をかしげ

ながらも温かく接

してくれる姿は姉

女神のよう。この

清らかな姉の御心

によって、却って

弟達の罪悪感が増

してしまうのです。 

 純粋無垢な天使とまでは行かず、時々ぷ

んすかしたり膨れたりもするのが可愛い姉。 

 完全に弟が主人公の漫画ではありますが、

お姉ちゃんの可愛さ単品で取っても満足度

の高い作品です。 

  

■自分を振り返るな！ 

 この会報の読者なら百人中百人が思うで

あろう、「この主人公は俺だ」と。 

 その「俺」が展開するおバカな姉萌え騒

動は涙が出るほど爆笑の嵐。 

 そう、何も考えずに笑うのです！ 

「俺って、一歩引いて見るとこうなのか…」

と思ったら負けなのだから。 
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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。 

 

 

今号もお読み下さり、ありがとうございます！ 

 

2015 年 12 月 6 日・姉の日。 

小弟は気付いてしまいました。 

今までさんざん、自分には姉がいないと嘆いてきましたが、いないことの証明は悪

魔の証明なので、この言い方は間違いでした。 

正しくは「姉の不存在を証明できない」です。 

ということはつまり、姉がいないと言い切れる人間などは存在せず、誰にでも――

そう、貴弟にも――姉は存在する可能性があるのです。 

男は誰でも、潜在的な弟なのです。 

小弟は、これを姉存在無限論と呼ぶことにしました。 

さあ諸君、姉がいないなどと嘆かず、姉がいるかも知れないと希望を持ち、その姉

が見つかるまでの間、一緒に姉作品を楽しもう。 

 

しかし、こんなこと言っても、既に姉がいる人はうらやましいなぁと思う気持ちに

変わりはないことにも気付きました。 

 

 




