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コミックマーケット 89 に行ってきました！
今回のトレンドは……？？
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総合科学出版
2016 年 2 月号

3月

今年（昨年）もコミケに行って参りました !

１

映画ファン感謝デー、ビキニデー、労働法施行記念日

２

ミニチュアの日

人、
それに比べれば 4 万人減ったわけですが、

３

雛祭り、桃の節句、平和の日、金魚の日

１月もすでに下旬に差し掛かっているとは思いますが、皆様…あけましておめでとうございます！

それでも小さな県の人口ぐらいがビッグサイ

４

ミシンの日、サッシの日

2016 年も“総合科学出版”を、どうぞよろしくお願い致します！

トに押し寄せるわけで、非常に盛り上がって

５

啓蟄、サンゴの日

６

弟の日、世界一周記念日、スポーツ新聞の日

イヤーさんも非常に多かったのですが、私が

７

花粉症記念日、消防記念日、警察制度改正記念日

などの人気は健在。今回ならではの現象とし

撮影させてもらったのはザンギエフ……。

８

みつばちの日、みやげの日、国際女性（婦人）デー

ては『おそ松さん』あたりでしょうか。とに

俺のバカ！

９

ありがとうの日、関門国道トンネル開通（1958）

10

砂糖の日、佐渡の日、東京大空襲（1945）

11

パンダ発見の日、東日本大震災発生（2011）

著者は Yahoo ファイナンスの「株−

とができました。八重洲ブックセンター

12

東大寺二月堂お水取り、サイフの日

1 グランドチャンピオン大会」3 連覇と

様のご協力で行った著者講演会も大盛

13

青函トンネル開業記念日、上杉謙信没（1578）

いう実績を持つプロ中のプロ・西村剛さ

況。おかげさまで滑り出しも順調です！

をレビューする”という狂気の同人誌『声優

14

ホワイトデー、富士山大爆発（800）、アインシュタイン誕生（1879）

飲シャン本』
。同人誌でも商業誌でも、やは

15

靴の記念日、世界消費者の日、万国博デー

り“企画が命！”と思わせる内容でした。

16

国立公園指定記念日、つくば科学万博開幕 (1985)

17

彼岸、漫画週刊誌の日、東京ドーム開場（1988）

18

精霊の日、江崎グリコ社長誘拐事件（1984）

19

ミュージックの日、カメラ発明の日

20

春分の日、地下鉄サリン事件発生 (1995)

21

振替休日、江崎グリコ社長誘拐事件時効成立（1994）

22

放送記念日、世界水の日

23

彼岸明け、ファミコン１千万台突破 (1987)

24

マネキン記念日、世界結核デー

今回は３日間で 52 万人が参加したとの
こと。2014 年の冬コミは過去最多の 56 万

おりました（ちなみにアイスランドの人口が
かく女性人気の高さに驚きました。コスプレ

32 万人）
。
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今年も
『艦隊これくしょん』
『ラブライブ！』
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声優×シャンプーをコラボした狂気の同人誌！
新たな“声優本”になり得るのか？
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そんなコミケで話題となっていたのが、声
優さんが使っているシャンプーを“飲んで味

ちなみに、シャンプーの味や風味も興味深
いですが、リンスとどちらが飲みやすいかも

残念ながら、私が行った昼
過ぎには完売でした……。

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、
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

新年を迎え深大寺に初詣に出かけた。恒例のおみくじは見
事に運勢大吉！これは幸先のよいスタート。その場で早速

編集後記

手袋を紛失。おみくじを見ると失物「出る、高いところ」
。
神言どおり小屋の高所に吊るされていた！すごい！（西）

25

電気記念日、オレンジカード発売開始 (1985)

年始から左足に激痛が走り、ようやく開院した近所の

12 月は、自分と嫁さんの誕生日があり、クリスマス

26

ふろの日（毎月）、ベートーベン没（1827）

病院に駆け込むと「脊柱管狭窄症」の診断。こりゃ

があり、年賀状やら何やらがあり……と、
いろいろあっ

参った！

て大変です。サンタのおじさーん、助けてー！

27

桜の日、仏壇の日、ガガーリン事故死（1968）

28

スリーマイル島記念日、にわとりの日（毎月）

29

マリモの日、肉の日（毎日）、入れ墨禁止令 (1872)

30

マフィアの日、国立競技場完成 (1958)

31

エッフェル塔の日、日本総人口１億越す (1966)

まだ定石的な完治の道がわからない病。こ

そん

のテーマもうちで早くまとめてみたいモノだ！（小）

な 52 歳を今年もよろしくお願い致します。
（山）

サッカー高校選手権、國學院久我山は実家の近所だっ

秋葉原の中古パソコンショップで、250G の内蔵用

たので応援していたのですが残念。結果として大差が

HDD を 500 円でゲット。USB ケーブルでテレビに

ついたけど頑張った！

接続したところ、ちゃんと認識してくれた。セクター

しかし“赤い彗星”東福岡の

２点目、トリックプレーの FK はお見事！（倉）

株式
会社

エラーもないようなので、これで録画も万全！（伊）
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◎『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！

昨年 11 月に配本がありました『株２

Online』で“株式投資初心者にオススメ

年生の教科書』売れ行きはいかがでしょ

の入門書７選 年末年始に読みたい”に

うか？

選ばれたりと、何かと話題を提供するこ

んと、高 IQ の人しか入れない世界的団

株式投資の本といえば“１年生”と銘

体メンサの会員である天才投資家・中原

打つ入門的な本は多数あれど、その先に

良太さんです。12 月には四季報オンラ

なるとわりと難しい、専門的な本になっ

インで著者が書いた記事が週間アクセス

てしまうという世界。でも、確実に２年

ランキング１位（もちろん記事には本の

生はいるはず。ということで、本書は中

紹介も！）になったり、
投資サイト『Zuu

級者とまではいかなくても、１年生の一
歩先の、痒いところに手が届く本になっ
ております。10 月配本の『ニートでア

総合科学出版の

『株２年生の教科書』の著者、過去データを

本

5 分足に焦点を絞り、買いシ
グナル・売りシグナルを実際
のチャートから分析。また、
板情報の読み方も解説する。

株取引の仕組み、売買のコツ
など、ネット株取引の基礎知
識をオタクならではの視点と
脳内変換で解説。
“妹”だけ
でなく、
“株”も愛そう！

原

良

太

「株式投資を始めて、勉強しているが、なかな
か上手くいかない」

です。過去のデータでも実証された効果実証済

このような状況にいる方へ向けて、本書には

みの投資法を雑誌やウェブで公開しています。

「経験を積むほど投資が上手くなる考え方」と

実は、株で利益を出すために頭のよさや知識

の

もども、どうぞよろしくお願い致します！

中

使った
「システムトレード」
を使ったトレーダー

株

ニゲーマーの俺が株をはじめてみた』と
今回も都内数店舗様で先行販売に
ご協力頂きました！ こちらの画
像は、三省堂書店神保町本店様。

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

スペシャリスト 2 人が教える株初心者のための儲け方講座
『株２年生の教科書』売れ行き好調です！

投 資 サ イ ト『 Zuu Online
』様にオススメの入門書とし
て取り上げて頂きました！ この売れ筋商品の中、取り
上げて頂けたのは非常に有り難いことです。

気になるところです。気になりませんか？

vol.45

「能力を最大限に発揮できるフレームワーク」

量は関係ありません。にも関わらず、多くの方

をまとめました。この本を使えば、
「勉強して

が「知識があるほど勝てる」と思い込み、意味

も上手くいかない」
「正しい投資法がわからな

もない勉強を繰り返しています。せっかく時間

い」と悩む日々とおさらばできます。本書を通

PROFILE ◎ 中 原 良 太（ な か は ら・ り ょ う た ）
： 写 真 右。

をかけて勉強しているのに、成果が出ない。こ

じて、
「安定して利益を出せる投資家」が１人

んな、辛い思いをしている方も多いでしょう。

でも増えることを強く望みます。

StockForecast 代表。2015 年、Yahoo! ファイナンス株価予想達
人「ベストパフォーマンス賞」
「通算最高勝率者賞」受賞。全人口
の約 2%の高 IQ 保持者しか入れない世界的団体 MENSA 会員。

「新年あけましておめでとうございます。 （まんがタイム）、『Dimension W』（ヤン
本年も、どうぞよろしくお願い致します！」

グガンガン）、『魔法少女なんてもういいです

というか、お久しぶりです。昨年は内勤も多

から。』（コミックアース・スター）、『亜人』

く、編集作業にも狩り出されてなかなか顔を

（good! アフタヌーン）

出せずにスミマセン……。今年こそは時間を

●ライトノベル：『無彩限のファントムワー

作っていろいろな書店さんにお邪魔させて頂

ルド』（KA エスマ文庫）、『ハルチカ』（角川

きたいと思いますので、そのときにはどうぞ

文庫）、『灰と幻想のグリムガル』
（オーバー

お手柔らかにお願いします！

ラップ文庫）、『シュヴァルツェスマーケン』

さて、新年といえば“冬アニメ”。今期も

（ファミ通文庫）『
、最弱無敗の神装機竜』
（GA

コミックやライトノベルからのアニメ化が大

文庫）『
、この素晴らしい世界に祝福を！』（角

量ですね。ラノベやコミック担当の方は仕入
数に迷うところではないでしょうか。
というわけで、もちろん担当さんは把握し

川スニーカー文庫）
厳密にいうと『ハルチカ』はラノベではな
く推理小説なのですが、こんなところです。

ていると思いますが、一応コミックとラノベ

２期３期といった続編モノを外してこの数は

原作のアニメを列挙しておきます。

多い……。これを皆様把握していらっしゃる

何かの足しに。

と思うと頭が下がります。
くスペースがなくなってしまいましたが、今

『昭和元禄落語心中』（ITAN）、
『虹色デイズ』

年も総合科学出版を、そしてワタクシ倉田を

（別冊マーガレット）、『大家さんは思春期』

よろしくお願いいたします！

りに自社商品の宣伝もさせて頂きましょう！

ける本』、著者の吉神あやさんがストーリー

最近、総合科学出版では、なぜか“書く”

『灰と幻想のグリムガル』

を手掛けたドラマ CD“なでなで CD”声優

系の本がよ〜く動いています。その代表たる

の細谷佳正さんが、昨年大ブレイク！ 昨年

『すごいライトノベルが書ける本』（弊社定番

のアニメで出ていないシーズンはないのでは

商品で年末に増刷いたしました！）はもちろ

ないでしょうか。そんなことで、関連商品と

独立太陽光発電所の作り方

んのこと、『すごくエッチなゲームシナリオ

して売れているのかも？

が書ける本』などは、読者さんから直接電話

とまぁ、非常に動きのいい３点でございま

デイトレ必勝の基本株価チャ－ト「分足」を読む力

で「仕事で 20 冊欲しいんですけど、本屋さ

す。３月には“書く”系の新刊も出る予定で

んに置いてありますかね？」との問い合わせ

すので、その際にはこちらの３点も是非、一

がありました。

緒に並べて頂ければと思います。

がん細胞を徐々に消していくために患者ができること

テンプレ－ト式超ショ－ト小説の書き方
０からやりなおす中学数学の計算問題

太陽光発電の真実
超実戦！恋愛英会話リアル・フレ－ズ

ちなみに、ちょっとだけ毛色が変わります

さい」と返しておきましたので、もしかした

が、『テンプレート式 超ショート小説の書き

らこれを読んでいる書店員さんの中に憶えが

方』という商品もございます。こちらも文芸

ある方がいらっしゃるかもしれませんね（笑）

棚に１冊、よろしくお願いします！

小説・ゲームシナリオ執筆に役立つ“書ける本”シリーズ

もう一度！小学校５年・６年の算数がよ～くわかる本

（集計期間：2015/12/1 ～ 12/31）

年末は株価の乱高下もあり
株本３点がランクイン！

◎昨年 12 月の売れ行き第１位は、１面でも取
り上げました 11 月配本『株２年生の教科書』、
２位は弊社のロングセラー『がん細胞を～』、
３位は『独立太陽光発電所の作り方』となって
おります。株の新刊が続いたこともあり、10
位までに、株本が３点ランクインしています！

●西谷史 / 榎本秋
●総合科学出版
●1,400 円 + 税
● ISBN978-4-88181-814-5

●灰猫
●総合科学出版
●1,900 円 + 税
● ISBN978-4-88181-825-1

●吉神あや
●総合科学出版
●1,400 円 + 税
● ISBN978-4-88181-839-8

大手ネット書店 売れ行きランキング

がん細胞を徐々に消していくために患者ができること

株２年生の教科書
独立太陽光発電所の作り方
自分で作るハブダイナモ水力発電
すごくエッチなゲ－ムシナリオが書ける本

「書店さんで取り寄せをお願いしてみてくだ

ニ－トでアニゲ－マ－の俺が株をはじめてみた

●十文字青
●オーバーラップ
●５７１円＋税
● ISBN978-4-906866-22-9

『亜人』

●原作：三浦追儺／漫画：桜井画門
●講談社
●５９０円＋税
● ISBN978-4-063878684

●岩原裕二
●スクウェア・エニックス
●５７１円＋税
● ISBN978-4-757535756

『Dimension W』

そして『キュンとさせる乙女シナリオが書

自分で作る風力発電
キュンとさせる乙女シナリオが書ける本

肝臓の病気を治す正しい知識
『キュンとさせる乙女シナリオが書ける本』

エース）『
、だがしかし』（週刊少年サンデー）、

さて、新年号ということで、ここぞとばか

『すごくエッチなゲームシナリオが書ける本』

こんなことを書いていたら自社の宣伝を書

株２年生の教科書

オタク根性丸出しでアニメについ
て語っていたら、自社の宣伝をす
るスペースがなくなってしまった
ので、Part2 までスペースを使
わせてもらいました。だって自社
商品も紹介したいもの。

あ
っ
は
～
ん
♥

『すごいライトノベルが書ける本』

●コミック：『僕だけがいない街』（ヤング

大手チェーン書店 売れ行きランキング

ん♥
ふ～
うっ

ん♥
ふ～
うっ

年を経るごとに、１年って早く感
じますよね。クリスマスが終わっ
たら年末、お正月、そして次はバ
レンタイン !? いやいや、チョ
コを催促しているわけではないで
すよ。決して。マジで。本当です！

あ
っ
は
～
ん
♥

自分で作る風力発電
０からやりなおす中学数学の計算問題
（集計期間：2015/12/1 ～ 12/31）

実書店とネット書店で
売れ行きに違いが !?

◎ 1 位、2 位、3 位は順位こそズレているも
のの実書店と変わらず。4 位以下で両ランキン
グに入っているものは『0 からやりなおす中学
数学の計算問題』のみ。ネットでは単語検索し
やすそうな実用書がランクインし、実書店では
本との出会いがある、といった感じでしょうか。

『オレを放ったらかして、どこ行ってたんだ？』

年始に所用で金沢へ。 年始とはい
え、平日の深夜 1 時。あまり観光客

市でこんな深夜に賑わう街も少ないの

て、上海からはそれに向けたツアーま

ではないだろうか。

であり、そのついでに日本のアニメの

た ま た ま 入 っ た 10 人 ほ ど し か 入

聖地巡りをする人も多くなっていると

らない 1 軒の飲み屋。今回は珍しく

のこと。なのに、超有名なポイント以

そこで知り合った若い中国女性（26

外ではほとんど地元の人に自覚されて

歳？）の話である。

いず、ウロウロする中国人が多いらし

80 年代エロゲーの妖しい世界を探訪するコラム第２回は、
マイコンショップ高知こと、PSK から 1982 年に発売され
た『ロリータ （野球拳）
』だ。制作者は、エロゲー黎明期に
“鬼才”と呼ばれた Y・TAKECHI 氏。本作は FM-7、FM-8、
PC-8801 の 3 機種から発売され、
のちに“ロリータ”シリー

『80 年代マイコン大百科』

ゲーにアニメタッチのグラフィックを採用した初めての作品

1980 年代に発売されていた
パソコンゲーム雑誌を中心に、
おもしろトピックをピック
アップ。有名機種から雑誌広
告、ゲームソフトなど、当時
のパソコン事情を振り返る。

い。金沢などは特にそう。苦しいくせ

ちろん、英語、フランス語も堪能。金

に気位が高く、有名観光地だから、自

沢の企業に就職したばかり。日本のコ

分から発信しなくても誰かがやってく

ゲーム内容は、いたってシンプルな野球拳。プレイヤーは

ミック、アニメにも詳しい。

れるから、外国人だけでなく、東京人

「アウト・セーフ・ヨヨイノ・ヨイ！」のタイミングで［グ

に向けても情報が一面的。
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『レジェンドパソコンゲーム
80 年代記』
パソコンゲーム黎明期である
80 年代を彩った有名ソフト
ハウスと人気ゲームの数々を
レビュー。1000 作品以上の
タイトルリストも掲載 !

