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1月
を書いていいやらわからず 1 週間が
経ち、締め切り間近にあわてて筆を
取った次第です……。

『スライムさんと
勇者研究部』

倉田さんからご依頼をいただき、何

●著：我孫子 祐
●講談社 ●発売中
● ISBN978-4-06395-045-8

いける？ いけない？？
ヲタク本の見極めは難しい…
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元旦

２

東京・箱根間往復大学駅伝（往路）

３

東京・箱根間往復大学駅伝（復路）

今年も残すところあと 1 カ月｡ クリスマスも近づいて参りました ! というわけで『総合科学くらぶ』も

４

石の日

クリスマス風に模様替え。サンタさんからよい子の書店員さんへ、素敵なプレゼントがありますように！

５

官庁御用始め

６

小寒

出版業界に飛び込みはや 4 年、取

しているのが、今年入社したいわゆる

次として出版業界を盛り上げるために

“ガチヲタ新人”です。困ったときは

７

七草、昭和天皇崩御。元号が平成に（1989）

売れる本を探していますが、本の見極

彼に聞けば、アニメ化情報やら市場の
反響など様々な情報を持っており、大

８

第125 代天皇が即位。平成スタート (1989)

め は と て も 難 し い で す。「 い け る！」
と思った本の実績が伸びず、書店さん

変助かります。

９

とんちの日、明治天皇が即位 (1875)

や出版社さんに迷惑をかけてしまい、
「なんでこの本が !?」と思えるものが
爆発的に売れ、後手後手になってしま
うなど失敗続きの毎日です。
なかでも“ヲタク本”の見極めは大
変難しく、確実な需要がある一方、需

私も負けないようにいろんな知識を

10

110 番の日、NHK 教育テレビ開局（1959）

身に付けたいところですが、そっちの

11

鏡開き、厚生省発足記念日

そんな彼が今イチ押しするヲタクコ

12

成人の日

ミック『スライムさんと勇者研究部』

13

ピース記念日、源頼朝死去（1199）

14

タローとジローの日、伊豆大島近海地震（1978）

15

初の成人の日開催（1949）

方面は彼に任せようと思います。

（講談社）。私にはよくわかりません

要以上の実績は見込めず、目利きが重

が、いろいろと熱く語っていました。

要視される商品です。そんななか重宝

ご興味のある方は是非一読ください。

４コママンガを描きたい書店員さん大募集！
◎「総合科学くらぶ」では、４コママンガを書きたい書店員さんを大募集しています。私
たちと一緒に出版業界を盛り上げたい方、
「総合科学くらぶ」
に参加してみたい方などなど、
ご連絡をお待ちしております。お問い合わせは、本ページ下に掲載しておりますメールア
ドレスまでお願い致します。折り返し、担当の者よりご連絡させて頂きます！

総合科学くらぶ

9 月に老父が栃木県足利市の介護施設に入所した。月
に数回休日日帰りで訪問している。
足利学校、
織姫神社、

編集後記

渡良瀬橋と多くの名所があるこの街は、自然の景勝も

今年のベストセラーが話題になる時期だが、犬猫を代

４歳の長男から始まった「RS ウイルス」とかいうや

表としたペット本は相変わらず好調な様子だ。しかし、

つに家族全員がやられてキツいです。だいたい保育園

我が家のワンコは体調が悪く、毎日が気が気でない。

でもらってくるのですが、保育園には行ってもらわな

ただ 32 キロを抱っこする毎日はキツイ（≧∇≦）
（小）

いと困るし、
行くと病気もらってくるし。
。
。ああ。
（山）

年末に近づくこの季節は J リーグの優勝・残留争いが熱

待ちに待った BABYMETAL の武道館ライブ DVD が、

い！ なかでも今年は３冠を目指すガンバと、補強に大金

来年 1 月に発売決定！ 今から楽しみだ。それまでは

をはたいたのに泥沼の残留争いに巻き込まれているセレッ

聖誕祭 DVD と、NY 公演＆新曲が披露されたロンド

ソ、つまり大阪が熱い。はてさてどうなることやら。
（倉）

ン公演の YouTube 動画で年末を凌ぐの DEATH!（伊）

株式
会社

素晴らしい。何もわからない老父はいかに思う？ ( 西 )
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16

アメリカで禁酒法実施 (1920)

17

冬の土用入り、阪神淡路大震災（1995）

18

お年玉付き年賀はがき抽選会

19

手塚治虫『ブラック・ジャック』連載開始 (1973)

20

大寒、ケネディが第 35 代米大統領に就任（1961）

21

ソニーが 8 ミリビデオ「CCD-V8」を発売（1985）

22

飛行船の日、新潮社「カセットブック」を発売 (1987)

23

ふみの日、電子メールの日

24

全国学校給食週間 ( ～ 30 日まで )

25

江戸幕府が混浴を禁止（1791）

26

ふろの日（毎月）、帝銀事件発生（1948）

27

国旗制定記念日

28

江戸幕府「生類憐れみの令」を出す (1687)

29

肉の日（毎月）、人口調査記念日

30

みその日（毎月）、ガンジー暗殺（1948）

31

路面電車の日、ジャイアント馬場死去（1999）

◎『総合科学くらぶ』では、皆様
からのご意見・ご感想・応援コメ
ントなどをお待ちしております。
公式ホームページにあるメールア
ドレスよりお送り下さい。よろし
くお願いしま～す！

vol.40

このテンプレートであなたも短編小説家！
『テンプレート式 ショート小説の書き方』
10 月 22 日発売の新刊『テンプレート

るもよし、心温まるストーリーにするもよ

式 超ショート小説の書き方』ですが、配

し、悲しいストーリーにするもよし、
「短

本はありましたでしょうか？

編小説を書きたい！」という方にとって使

最近は新しいジャンルへの挑戦も多く、

い勝手は抜群です。

これもその中の 1 点になるのですが、お

東京新聞の日曜版で 300 文字小説とい

かげさまで売れ行きも好調、アマゾンでも

うものがあるのですが、その東京新聞で

文学理論カテゴリで 1 位になりました！

11 月 16 日に広告も出稿致しました。翌

本書は、テンプレート式ということで、

日には新聞を持って買いに来たというお客

掲載したテンプレートをそのまま使うだけ

様もいたようで、弊社に客注の電話を頂け

で、誰でも超ショート小説を書くことがで

るなど、今後の動きに期待＆注目したい 1

きるのですが、ご購入頂いた方のアマゾン

冊になりました。在庫のない書店様、また

レビューにもあったとおり、同じテンプ

積み増しして頂ける書店様、是非ともよろ

レートを使って胸キュンのストーリーにす

しくお願い致します！

こちらが東京新聞に出稿しました『テンプレート式 超ショー
ト小説の書き方』の広告でございます。

写真は、紀伊國屋書店本店様です。おかげさまで初回搬入
の 15 冊は発売後 1 週間もたたず完売、
追加を頂きました！
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【高橋フミアキの文章スクール】http://www.takahashifumiaki.biz
PROFILE
高橋フミアキ。文章スクール主催、作
家。株式会社高橋フミアキ事務所代表
取締役。作家・井伏鱒二と同じ広島県
福山市加茂町出身。新宿区在住。20
代の頃、文豪・中上健次氏と出会い、
文学を志すようになる。

50 万部ベストセラーを目指します！
アマゾンのカテゴリーランキング１位
に輝きました！ 発売２日目に達成した
偉業です。
『テンプレート式 超ショート小説の書き
方』が発売されてさらに１週間、フェイ
スブックやメールで読者からこんなコメ
ントが私のもとに多数送られてきました。
「いままで小説を書いたことが一度も
ない私ですが、この本と出会って書いて
みたら、ちょっとおもしろいものが書け
ました。ありがとうございます」
「この本スゴイです！ 読んでるだけ

で勝手にイメージが湧いてきて僕にも小
説が書けたんです。新しい自分に出会え
た気がして感動です！」
「この本を読んで、はじめて小説を書
きました。よかったら読んでいただけま
すか？」など。
私はこれまで 17 冊出版してきました
が、これほどの手ごたえを感じた本はは
じめてです。
書店で手に取り、パラパラと目を通し
ていただければその理由がわかります。
よろしくお願いいたします。

文芸雑誌『原石』にて『原石大賞』
を実施中。公式サイトで『超ショー
ト小説文学大賞』の作品を募集中！

こんにちは、倉田です。おかげさまでモン

総合科学出版11月売上ランキング

ハンも大老殿 G3 クエストをすべて制覇しま

テンプレート式 超ショート小説の書き方

ると思うと楽しみで仕方ありません。
そんなことはさておき、今回は 80 年代な

改訂版 肝臓の病気を治す正しい知識

お話でも。最近、つとに 80 年代がフュー
チャーされているように思います。お金を使
むようになっているんでしょうか。
昨期にテレビドラマになっていた『アオイ

『ホビーパソコン興亡史』
●オークラ出版
● ISBN978-4-77831-406-4

『美少女マンガ創世記』
●徳間書店
● ISBN978-4-19863-869-6

すごいライトノベルが書ける本

自分で作る自家発電

原作で新聞を読んでいたお父さんが、アニメ
だとタブレットでニュースを見てたり（笑）

なんでアイツが？ なぜかモテる男の技術

そのほかにも私がよく立ち寄るサブカル
『アオイホノオ』
●小学館
● ISBN978-4-09151-268-0

『コミティア 30th クロニクル』
●双葉社
● ISBN978-4-57530-677-4

キュンとさせる乙女シナリオが書ける本
80 年代マイコン大百科

『美少女マンガ創世記』
（徳間書店）、『コミ
ティア 30th クロニクル』
（双葉社）といっ

ドパソコンゲーム 80 年代記』という新刊
が出る予定です。このあたりの書籍を集めて、
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『超超ファミコン』
●太田出版
● ISBN978-4-77831-414-9

『寄生獣 新装版』
●講談社
● ISBN978-4-06377-048-3

歴史のある街ですので、いろいろと思

LED が点灯します。この冬の桜並木、実は

い浮かべるものがあるかと思います。

近所の家庭や商店街から回収した使用済みの

そんな中で、なんといってもはずせな

食用油からバイオディーゼル燃料を精製して
※写真はイメージです。

発電に使用していて、とてもエコなイルミ
再生可能エネルギーはこれからもっと増え

K

倶楽部
NEWS

いのが、八王子ラーメン !
オーソドクスな醤油ベースのスープ

工作』シリーズという発電関連の本を出して

に刻み玉ねぎ、表面の油にはラードと

います。手作り自家発電の電力で、
イルミネー

見た目は地味ですが、一度食べると何

ションを作ってみると面白いかも？

故かまた食べたくなる不思議な一杯が

AGAKU

五十肩と腰痛持ちが大掃除を開始！
マツイ棒がなくたってヘッチャラです！

あります。最近ではこれの亜流で、
“は
ちナポ”こと八王子ナポリタンなるの
もが開発され、全日本へ流行らせよう
と頑張っているようです。ちなみに、
こちらも刻み玉ねぎが載ってます。

クリスマスが終われば、もう年末です。つ

ご存知の通り、書籍は出荷しては戻ってき

まり……大掃除などという大変な作業も近づ

て、改装してまた出荷の繰り返しです。倉庫

でも年間ベスト入り間違いなしの売れ

いてきているわけです。総合科学出版でも大

で改装をすることもあるのですが、弊社では

行きを誇る
『ラーメン大好き小泉さん』

掃除の日に向けて少しずつ始めております。

社内でも改装することが多いので、改装前の

を推したいと思います。

皆様はいかがでしょうか？

在庫も棚に入っており、棚はわりと混然とし
ています。
しかし、気持ちよく年を越すためには整理
をしないとと一念発起。五十肩の社長と腰痛

◎今回は、総合科学出版の 11 月売上ランキング
をご紹介します。堂々の 1 位は、
近刊
『テンプレー
ト式超ショート小説の書き方』でしたが、興味
深いのは『すごいライトノベルが書ける本』
『キュ

あ、そうそう。近々弊社からも『レジェン

尾山、お城、萌え寺 etcetc…。一応、

いの桜並木ですが、冬は 12 万個もの桜色の

今、
『書き方』本がおススメです！

になっている書籍たちです。

八王子といえば、気温の落差、高

春先には花見のスポットになる目黒川沿

（集計期間：10/17 ～ 11/17）

た本をよく見かけます。このあたりは私も気

今回のゲスト

り組みが行われています。

デイトレ必勝 株価チャート分足を読む力

載開始されたもののリメイクということで、

いかがでしょうか？

ン。そのなかでも目黒川ではちょっとした取

ていくことでしょう。弊社でも『大人の週末

セイの確率』
（講談社）も原作は 88 年に連

“80 年代フェア”なんてものを組んでみては

エコなクリスマス・イルミネーションを
見るだけでなく自作してみませんか？

わせているのは夜空を彩るイルミネーショ

0 からやりなおす中学数学の計算問題

が舞台の作品ですし、今期のアニメ『寄生獣

や『ホビーパソコン興亡史』
（オークラ出版）、

倶楽部
NEWS

ネーションなんです。

ホノオ』
（小学館）は 80 年代の大阪芸術大学

コーナーには、
『超超ファミコン』（太田出版）

AGAKU

クリスマスが近づいてくると、夜の街を賑

SOGO

う層が、自分の少年時代・青年時代を懐かし

確実に忍び寄る脳梗塞・心筋梗塞は
これを知っているだけでどんどん改善する

K

さて、本の紹介をとのことで、弊社

『まんがライフ STORIA』連載中の
クールビューティーな美少女女子高生・
小泉さんが一心不乱にラーメンを食べ
るお話し、
本当にただそれだけのストー
リーですが、美少女とラーメンという

の営業・倉田が一生懸命に整理を行いました。

一見バラバラな単語が見事に調和した

あとは可愛い我が子（書籍）におめかし（改

一冊だと思います。ラーメンを食べ終

ンとさせる乙女シナリオが書ける本』と、文章

装）させて、お嫁（お店）に出してあげるだ

えたあとの小泉さんの恍惚とした表情

の書き方本が 10 位以内に入っているところ。
『す
ごくエッチな～』もよろしくお願いします！

けです。書店の皆様、ウチの可愛い子たちを
どうぞよろしくお願いします！

先日、書店店頭

はカラー印刷は、マゼンタ（赤系）
、シア

版元を中心に安いカラー本のなんと多いこ

において改めて驚

ン（青系）
、イエロー（黄系）ですべての

とか。

いたことがあっ

色を再現するが、印刷ではさらに黒を加え

しかも、まだ多めに印刷できる初版は何

た。陳列風景はカ

て正確な色を再現する。つまり 4 回印刷

とかできるにしても、初版ほど大量に印刷

馴染みの光栄（現・コーエーテクモ）が、1985 年に発売した作

バーばかりだから

してカラーページができる。それに対して

できない増刷はもっと厳しい。これでは、

品だ。現在では黒歴史的扱いを受けている不遇な作品だが、エロ

従前と変化がない

単色（ほとんどが黒）では 1 回の印刷で

印刷技術の向上を待つ前に、出版社の経営

ように見えるが、

済む。だから黒 1 色のページに対してカ

体質はどんどん蝕まれていく。

BOSS M
GE

新しい工夫が必要だ。

掛かるわけである。

たとえば、何点かのシリーズが確定して

弊社にも「自分で作る○○発電」シリー

このハードルを超えるためには、部数を

いるなら同時に一緒に印刷するなどはすで

ズを中心に本文カラーの本があるが、印刷

多くすればハードルが少しは下げることが

に実行されている
（増刷の難しさは残るが）
。

原価が高くつき、なかなか安い本を作るこ

できる。そして、定価を上げればまたハー

また、これはまだ見当たらないが、ペーパー

とは難しい。

ドルは下がる。

本は単色でも電子本はカラーにする（前提

ご存知のように、カラー印刷と単色印刷

しかし、はじめから大部数を印刷できる

にして元データを作成する）
、こんなことも

（たとえば黒一色）では単純に印刷を考え

出版情勢ではなくなってきている。それな

実行していかなければ（いや、いけるよう

ると 4 倍のお金が掛かる。色の三原色で

ら定価が上がっているかと見ても、実用書

にもなった？）ならない時代になった。

ンが食べたくなるのでご注意ください。

80 年代に発売されたエロゲーを探訪する第 1 回目は、
『マイ・
ロリータ』を紹介しよう。とても有名なパソコンゲームなのでご
存知の方も多いと思うが、このソフトは『信長の野望』などでお
漫画家・鳴見なるさんのサイン入りどんぶり展示中！

ゲー史においては、今なお語り継がれる不朽の名作である。
制作は、漫画家の望月かつみ氏によるもので、いわゆる“お医
者さんごっこ”をフィーチャーしたゲームだ。プレイヤーは、診
察室を訪れた少女を治療するわけだが、
その手順がかなり難しい。
洋服を脱がせたり、体温を測ったり、手術したりするすべての医
療行為（といっておこう）を、マニピュレーターで行わなければ
ならないのだ。しかもクリア条件には、3 分の制限時間もある。
正解の場所をドット単位で探し出し治療を終えなければ、少女は
怒って帰ってしまう。つまりゲームオーバーだ。
ステージは、全部で 4 つ。診察・浣腸・手術を失敗せずにク
リアできれば、クローン少女を作るというラストステージが待っ
ている。
「私、失敗しないので」と公言するドクター X にも、ぜ
ひ挑戦していただきたい 1 本だ。

『ラーメン大好き
小泉さん』

ラーのページでは印刷代は 4 倍のお金が

多いことか！ しかも安い !!

1

は一見の価値あり。読んだあとラーメ

●著：鳴見なる
●発売中 ●竹書房
● ISBN978-4-81248-798-3

その内容がカラーになっている本のいかに

まんが王八王子店・日吉さんからのオススメの 冊は……コレ♪

した。これからは地獄のギルクエが待ってい

SOGO

あ
っ
は～
ん♥
うっふ
～ん♥

平素よりお世話になっておりま
す。なんだか急激に寒くなってき
ましたね。家にいるとコタツから
動くことができません。でも書店
さんでは元気にご案内させて頂き
ます。メリークリスマス！

（ｃ）鳴見なる／竹書房

まんが王八王子店・日吉さんのオススメの 1 冊は、
『ラーメン大好き小泉さん』
。竹書房より発売中です！

