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ショタコンのゆりかご・2～ショタ表現の発育～  

傍注一： 

参考資料として筆者調べジャンル単独アンソロジー冊数調査結果のまとめを下記に転載提示します。 

 

元ページ；http://xqo.at.infoseek.co.jp/menu/data/anth.htm 

同人誌アンソロジー冊数調査  葡萄瓜 XQO：責 06．11．28 現在 

 

現在も発行継続中のジャンルがあります為、 

一部数値の増減があることをお許し下さい。 

又 BL ゲーム同人アンソロジー冊数確認は 

一部を除き割愛しました。 

筆者の記憶の及ぶ限りなるべく時系列に沿って 

ジャンルを並べております。 

ジャンル            冊数 版元                  

キャプテン翼    23 ふゅーじょんぷろだくと、青磁ビブロス   

聖闘士星矢   53 ふゅーじょんぷろだくと、青磁ビブロス 

新世紀 GPX サイバーフォーミュラ   43 
青磁ビブロス、MOVIC、ラポート、 宙出版、 

大陸書房、学習研究社 

天空戦記シュラト   36 青磁ビブロス、MOVIC、ラポート、ふゅーじょんぷろだくと 

鎧伝サムライトルーパー   56 
ふゅーじょんぷろだくと、青磁ビブロス、 

MOVIC、 ラポート 

魔道王グランゾート   7 青磁ビブロス、MOVIC 

魔神英雄伝ワタル   3 青磁ビブロス、MOVIC 

太陽の勇者ファイバード   2 青磁ビブロス、MOVIC 

機甲警察メタルジャック   3 青磁ビブロス 

伝説の勇者ダ・ガーン   4 ラポート 

幽遊白書   14 
オークス、ふゅーじょんぷろだくと、ハイランド、 

キャロット出版 

SLUM DUNK   36 
ふゅーじょんぷろだくと、サニー出版、ノアール出版、 

ハイランド、キャロット出版、オークス、桜桃書房、 

エボリューション 

るろうに剣心   43 
エボリューション、翔陽社、ノアール出版、 

ハイランド、桜桃書房、オークス 

富士見二丁目交響楽団   10 マガジン・マガジン 

間の楔    1 マガジン・マガジン 

HUNTER×HUNTER   37 
ノアール出版、ふゅーじょんぷろだくと、ハイランド、 

キャロット出版、オークス、ユウメディア出版/Primo 

沈黙の艦隊   2 ふゅーじょんぷろだくと 

封神演義   99 
ノアール出版、ふゅーじょんぷろだくと、ハイランド、 

オークス、キャロット出版、ラポート、翔陽社 



ジャンル                             冊数 版元 

ONE PIECE 168 
ノアール出版、コライユ出版、ふゅーじょんぷろだくと、 

ハイランド、ユウメディア出版/Primo、松文館、オークス、 

キャロット出版 

シャーマンキング   17 
クイン出版、ユウメディア出版/Primo、ハイランド、 

ふゅーじょんぷろだくと、オークス、ノアール出版 

名探偵コナン    5 ふゅーじょんぷろだくと、オークス 

NARUTO   201 

Kill Time Communication（KTC)、ノアール出版、クイン出版、 

コライユ出版/フィールドワイ、ふゅーじょんぷろだくと、 

ハイランド、光彩書房、ユウメディア出版/Primo、松文館、 

MARo 編集部/文苑堂、オークラ出版/オークス、 

キャロット出版 

獣戦士ガルキーバ    1 ひかり出版 

勇者指令ダグオン   21 
ビブロス、ラポート、MOVIC、桜桃書房、ヒカリコーポレーション、 

サークル出版、ブロッコリー、学習研究社 

超者ライディーン   13 
ラポート、MOVIC、ハイランド、オークス、学習研究社、 

ブロッコリー 

疾風！アイアンリーガー    2 MOVIC、ラポート 

アイシールド 21   48 

イーストプレス、オークス、ノアール出版、キャロット出版、 

クイン出版、Kill Time Communication（KTC)、松文館、 

光彩書房、ふゅーじょんぷろだくと、ハイランド、 

ユウメディア出版/Primo、MARo 編集部/文苑堂、平和出版 

Mr.FULLSWING   54 

アイリス出版、ふゅーじょんぷろだくと、ハイランド、光彩書房、 

ユウメディア出版/Primo、松文館、オークラ出版/オークス、 

キャロット出版、ラムネ出版、コライユ出版 

ホイッスル！   19 
Kill Time Communication（KTC)、ノアール出版、クイン出版、 

ふゅーじょんぷろだくと、オークス 

銀河英雄伝説    4 徳間書店 

機動武道伝 G ガンダム    2 ラポート 

機動新世紀 X ガンダム    4 桜桃書房、ブロッコリー 

新機動戦記ガンダムＷ   68 

ふゅーじょんぷろだくと、ビブロス、ラポート、MOVIC、葵出版、 

キャロット出版、大洋図書、PQ-COMUNICATION、サークル出版、 

2X1 Anthology Project、Senyoukai Project、学習研究社、 

メディアワークス/主婦の友社、太田出版、ブロッコリー、 

ホビージャパン、桜桃書房 

ヒカルの碁   38 

Kill Time Communication（KTC)、クイン出版、ノアール出版、 

ふゅーじょんぷろだくと、ハイランド、ユウメディア出版/Primo、 

オークラ出版、オークス、キャロット出版 

美少女戦士セーラームーン 

（やおい焦点） 
   1 桜桃書房 

爆走兄弟レッツ＆ゴー    5 オークラ出版 

め組の大吾    4 オークラ出版、サニー出版 



ジャンル                             冊数 版元 

絶対無敵ライジンオー    4 ラポート 

テニスの王子様   299 

イーストプレス、Kill Time Communication（KTC)、 

ノアール出版、クイン出版、コライユ出版、 

ふゅーじょんぷろだくと、東京漫画社、ハイランド、 

あおば出版/ピクト・プレス、光彩書房、ラムネ出版、 

ユウメディア出版/Primo、ユウメディア出版/Putch、 

松文館、白石書店、北辰堂/風林館、平和出版、 

MARo 編集部/文苑堂、オークラ出版、オークス、 

桜桃書房、キャロット出版 

某男性アイドル事務所   10 ふゅーじょんぷろだくと、オークラ出版 

無限のリヴァイアス    4 MOVIC、ラポート 

weiβ（ヴァイス）：    4 MOVIC 

炎の蜃気楼   21 キャロット出版 

勇者特急マイトガイン    3 ラポート 

ＮＧ騎士 ラムネ＆40（炎）    3 ラポート 

十二国記   25 キャロット出版 

有栖川有栖シリーズ 

（学生/作家） 
   1 キャロット出版 

建築探偵 桜井京介の事件簿    2 ノアール出版 

PEACEMAKER    3 アイリス出版 

京極堂    9 キャロット出版、オークス 

デジタルモンスター    9 ふゅーじょんぷろだくと、オークス 

最遊記    2 ふゅーじょんぷろだくと 

はじめの一歩    1 ハイランド 

トライガン    11 
オークス、ラポート、ブロッコリー、ハイランド、キャロット出版、 

MOVIC 

頭文字 D    3 オークラ出版 

GetBackers 奪還屋    1 オークラ出版 

御手洗潔シリーズ    2 原書房 

犬夜叉   １ ハイランド 

ハリー･ポッター    1 コライユ出版 

好きなものは 

好きだからしょうがない!! 
   5 宙出版、JIVE、スタジオ DNA 

王子さま LV1    2 ビブロス 

学園ヘヴン   28 
宙出版、光文社、スタジオ DNA、JIVE、エンターブレイン、 

イーグルパブリッシング、ビブロス、ラポート 

D.Gray-man   46 

オークス、ノアール出版、あおば出版/ピクト・プレス、 

アイリス出版、ふゅーじょんぷろだくと、ハイランド、 

北辰堂/風林館、MARo 編集部/文苑堂、大都社 



ジャンル                             冊数 版元 

ブリジット（Guilty Gear XX）    1 オークス 

DEATH NOTE   37 

あおば出版/ピクト･プレス、オークス、光彩書房、クイン出版、 

東京漫画社、松文館、ノアール出版、ふゅーじょんぷろだくと、 

ハイランド、MARo 編集部/文苑堂、キャロット出版 

BLEACH   34 

Kill Time Communication（KTC)、ノアール出版、アイリス出版、 

ふゅーじょんぷろだくと、あおば出版/ピクト・プレス、光彩書房、 

ユウメディア出版/Primo、MARo 編集部/文苑堂、オークス 

銀魂   54 

Kill Time Communication（KTC）、ノアール出版、クイン出版、 

ハイランド、ユウメディア出版/Putch、ふゅーじょんぷろだくと、 

あおば出版/ピクト・プレス、光彩書房、MARo 編集部/文苑堂、 

オークス、松文館 

家庭教師(かてきょー)ヒットマン 

REBORN! 
  24 

Kill Time Communication（KTC)、ノアール出版、クイン出版、 

東京漫画社、ふゅーじょんぷろだくと、あおば出版/ピクト・プレス、 

光彩書房、MARo 編集部/文苑堂、オークス 

おおきく振りかぶって   21 オークス、コライユ出版、東京漫画社、光彩書房、アイリス出版 

巌窟王    2 オークス、ビブロス 

ムヒョとロージーの 

魔法律相談事務所 
   7 

クイン出版、オークス、あおば出版/ピクト・プレス、 

光彩書房 

魔人探偵脳噛ネウロ    6 クイン出版、光彩書房、あおば出版/ピクト・プレス 

 

○●○ 

 

ワタル及びグランゾートはジャンル単独ではアンソロジーの冊数が少なかったと記憶しております。 

新世紀エヴァンゲリオンについては男女ものとの混在が激しい為、細分類を見送りました。 

 

尚現在（2009 年9 月現在）、ジャンル単独アンソロジー冊数はのべ 2300 点を越えております。 

筆者運営 BLOG『腐女子言端の内と外』にて随時調査確認実行中です。 

 

http://d.hatena.ne.jp/XQO/  該当記事は検索にて『大掴』、乃至[アンソロジー]のタグでお探し下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ショタコンのゆりかご・2～ショタ表現の発育～               

 

傍注二： 

参考資料として筆者調べ複数ジャンル相乗りアンソロジー冊数調査結果のまとめを以下に転載提示します。 

 

元ページ：http://xqo.at.infoseek.co.jp/menu/data/some.htm 

同人誌ジャンル相乗りアンソロジー冊数調査 葡萄瓜 XQO：責 

06．11．28 現在 

 

同人誌アンソロジーの中には一冊に複数ジャンルの作品が 

再録されているものもあります。 

この頁にはそう言うアンソロジーのデータを簡略再録しました。 

ほぼ刊行順に並んでおります。 

書名                 版元             冊数 収録ジャンル                   

Top boys  

星矢・つばさ ギャグ/Yaoi 集 
ふゅーじょんぷろだくと  1 聖闘士星矢、キャプテン翼 

アニパロバラエティ ふゅーじょんぷろだくと  5 
ミスター味っ子、AKIRA、銀河英雄伝説、 

孔雀王、創竜伝、魔界都市ブルース、他 

ワタルグランゾート ドリームタイム ふゅーじょんぷろだくと  3 魔神英雄伝ワタル、魔動王グランゾート 

TOGETHER 

同人作家 70 人による 

阪神大震災救済 

ベネフィットアンソロジー 

We are the DOJIN-SHI WORLD！ 

ふゅーじょんぷろだくと  1 

幽遊白書、SLUMDUNK、 

美少女戦士セーラームーン、一次創作、 

富士見二丁目交響楽団、NINKU-忍空-、 

ハイスクールオーラバスター、 

覇王大系リューナイト、 

忍者戦隊カクレンジャー、 

ああっ女神様っ、炎の蜃気楼、 

ロミオの青い空、赤ずきんチャチャ、 

ドラゴンボール、五星戦隊ダイレンジャー、 

南国少年パプワくん、餓狼伝説、 

ザ・キング・オブ・ファイターズ、 

FinalFantasy●○、 

機動武闘伝 G ガンダム、るろうに剣心 

Ｔｒｅａｓｕｒｅ MARo 編集部/文苑堂  3 
少年ジャンプ系・少年マガジン系・ 

少年サンデー系・他 

ｔｒｉ-ｃｏｌｏｒ！ 

―トライ・カラー― 
あおば出版/ 

ピクト・プレス 
 1 

魔人探偵脳噛ネウロ、 

ムヒョとロージーの魔法律相談事務所、ユート 

Ｊ ｍｉｘ ハイランド  1 少年ジャンプ系列 

ＪＵＭＰスクランブル！ 北辰堂  3 少年ジャンプ系列 

ワタル及びグランゾートを同一線上に存在する作品として見る、という流れが当時ありました。 

尚現在（2009 年9 月現在）、複数ジャンルアンソロジー冊数は 22 点かと思われます。 

筆者運営 BLOG『腐女子言端の内と外』にて随時調査確認実行中です。 

 

http://d.hatena.ne.jp/XQO/  該当記事は検索にて『大掴』、乃至[アンソロジー]のタグでお探し下さい。 



関西方面ショタイベント推移覚書：2001-2008 

Event 

/ 

年次 

しょたやねん 

於 

新大阪センイシティ 

（ゆめっせ）２号館５階 

BOYS☆ 

コンプリート！ 

男のコ系同人誌即売会 

きっず◇きゅーぶ 

少年キャラ 

二次創作 

オンリーイベント 

CUTE☆ 

関西ショタオンリー 

同人誌即売会 

2001 0303 

しょたやねん！！ 

関西初の 

ショタコン ONLY 

同人誌即売会！！ 

   

2002 0309 

しょたやねん 

第２ラウンド 

しょたこん ONLY 

同人誌即売会 

1013 

於 

京都西陣織会館 

五階第一特別展示場 

  

2003 0308 

SYOTAYANEN 

The THIRD 

少年キャラ ONLY 

同人誌即売会 

0914 

於大阪 AA ホール 

  

2004 0313 

SYOTAYANEN 

4 時間目 

少年キャラ ONLY 

同人誌即売会 

0919 

於大阪 AA ホール 

  

2005 0312 

ショタヤネン ファイヴ 

少年キャラ ONLY 

同人誌即売会 

0918 

於 

梅田 ACT-3 /C ホール 

  

2006 0311 

ショタヤネン六年生 

少年キャラ ONLY 

同人誌即売会 

  １st 0924 

於シキボウホール 

2007 0310 

SYOTAYANEN 

七不思議 

少年キャラ ONLY 

同人誌即売会 

 0603 

於シキボウホール 

２nd 0128 

於シキボウホール 

 

３rd！ 0916 

於シキボウホール 

2008    ４ 0309 

於シキボウホール 

 

５ 1011 

於シキボウホール 

大阪では現在ＣＵＴＥ☆のみが継続。 

  



東京方面ショタ系イベント推移覚書：1999-2008 
イベント 

/年次 

ショタケット 

1995 年初回開催/ 

開催日はほぼ 0505 固定 

’００．５．５．少年系！！ 

ショタコン＆少年ファン系 

同人イベント 

ショタコレクション 

ショタオンリー即売会 

ショタスクラッチ 

少年系総合 

同人誌即売会 

1999 0505 

於新百合 21 

   

2000  0505 

於目黒文化会館 

  

2001 0505 

於 

都立産業貿易センター 

 1027 

於目黒カルチャービル 

 

2002 0505 

於 

中小企業振興公社 

 1019 

於 

大田区産業プラザ PIO 

 

2003 0505 

於 

都立産業貿易センター 

（台東館） 

 1124 

於 

大田区産業プラザ PIO 

 

2004 0505 

於 

都立産業貿易センター 

（台東館） 

 1030 

於 

都立産業貿易センター 

（台東館） 

 

2005 0505 

於 

都立産業貿易センター 

（台東館） 

 1029 

於 

都立産業貿易センター 

（台東館） 

 

2006 0505 

於 

都立産業貿易センター 

（台東館） 

  1029 

於 

都立産業 

貿易センター 

（台東館） 

2007 0505 

於 

都立産業貿易センター 

（台東館） 

  0211 

於 

都立産業 

貿易センター 

（台東館） 

 

0624 

於 

都立産業 

貿易センター 

（台東館） 

 

1007 

於 

大田区 

産業プラザ PIO 



イベント 

/年次 

ショタケット 

1995 年初回開催/ 

開催日はほぼ 0505 固定 

‘００．５．５．少年系！！ 

ショタコン＆少年ファン系 

同人イベント 

ショタコレクション 

ショタオンリー即売会 

ショタスクラッチ 

少年系総合 

同人誌即売会 

2008 0505 

於 

都立産業貿易センター 

（台東館） 

※S-XIII として開催 

  0217 

於 

都立産業貿易セン

ター 

（台東館） 

 

0629 

於 

大田区産業プラザ

PIO 

 

1025 

於 

東京卸商センター 

    文責：ぶどううり・くすこ 

※ 1998 年以前開催のイベント群については割愛。 

それらについてのデータは『00.5.5.少年系』公式サイト上に 

提示されています。  http://www3.to/0055 

 

ショタケット及びショタスクラッチが継続中。 

 

『ショタコンのゆりかご』資料附表編 

2009.8.14 コミックマーケット７６にて冊子改版分刊行 

2009.9.20 CUTE☆7 にて冊子増補改訂版分刊行 

2010.3.21 CUTE☆8 にて追増補冊子版分刊行 

 

発行者がぶどううり・くすこである限りいかなる版にても無償頒布。 

WEB サイト「ショタコンのゆりかご」 

http://shotayurikago.omiki.com/  xqo_gm@yahoo.co.jp 

(C)ぶどううり・くすこ 2006-2010 

 

 

印刷 ： 福井タイプ印刷株式会社 

http://pageprint.jp/ 

 

 

 



同人誌アンソロジー冊数調査【単ジャンル】 

葡萄瓜 XQO：責 10.3.10 現在（冊数のみ記載） 

 

キャプテン翼：23 冊  

聖闘士星矢：53 冊 

新世紀 GPX サイバーフォーミュラ：43 冊 

天空戦記シュラト：36 冊 

鎧伝サムライトルーパー：56 冊 

魔道王グランゾート：7 冊 

魔神英雄伝ワタル：3 冊 

太陽の勇者ファイバード：2 冊 

機甲警察メタルジャック：3 冊 

伝説の勇者ダ・ガーン：4 冊 

幽遊白書：14 冊 

SLUM DUNK：36 冊   

るろうに剣心：43 冊   

富士見二丁目交響楽団：10 冊 

間の楔：1 冊 

HUNTER×HUNTER：37 冊 

沈黙の艦隊：2 冊 

封神演義：99 冊   

ONE PIECE：181 冊   

シャーマンキング：17 冊   

名探偵コナン：5 冊 

NARUTO：210 冊   

獣戦士ガルキーバ：1 冊 

勇者指令ダグオン：21 冊   

超者ライディーン：13 冊   

疾風！アイアンリーガー：2 冊 

アイシールド 21：48 冊   

Mr.FULLSWING：54 冊   

ホイッスル！：19 冊  

銀河英雄伝説：4 冊 

機動武道伝 G ガンダム：2 冊 

機動新世紀 X ガンダム：4 冊 

新機動戦記ガンダムＷ：68 冊 

ヒカルの碁：38 冊 

美少女戦士セーラームーン（やおい焦点）：1 冊 

爆走兄弟レッツ＆ゴー：5 冊 

め組の大吾：4 冊 

絶対無敵ライジンオー：4 冊 

テニスの王子様：305 冊 

某男性アイドル事務所：10 冊 

無限のリヴァイアス：4 冊 

weiβ（ヴァイス）：4 冊 

炎の蜃気楼：21 冊 

勇者特急マイトガイン：3 冊 

ＮＧ騎士 ラムネ＆40（炎）：3 冊 

十二国記：25 冊 

有栖川有栖シリーズ（学生/作家）：1 冊 

建築探偵 桜井京介の事件簿：2 冊 

PEACEMAKER：3 冊 

京極堂：9 冊 

デジタルモンスター：9 冊 

最遊記：2 冊 

はじめの一歩：1 冊 

トライガン：11 冊 

頭文字 D：3 冊 

GetBackers 奪還屋：1 冊 

御手洗潔シリーズ：2 冊 

犬夜叉：1 冊 

ハリー･ポッター：1 冊 

好きなものは好きだからしょうがない!!：5 冊 

王子さま LV1：2 冊 

学園ヘヴン：31 冊 

D.Gray-man：81 冊 

ブリジット（Guilty Gear XX）：1 冊 

DEATH NOTE：38 冊 

BLEACH：41 冊 

銀魂：163 冊 

家庭教師(かてきょー)ヒットマン REBORN!：388 冊 

おおきく振りかぶって：24 冊 

巌窟王：2 冊 

ムヒョとロージーの魔法律相談事務所：7 冊 

魔人探偵脳噛ネウロ：12 冊 

咎狗の血：9 冊 

絶対服従命令：2 冊 

帝国千戦記：1 冊 

花街物語：1 冊 

ガンパレードマーチ：1 冊 

Lamento：9 冊 

蒼穹のファフナー：1 冊 

涼宮ハルヒの憂鬱（やおい視点）：12 冊 

ギャグマンガ日和：11 冊 

トリコ：2 冊 

バクマン。：2 冊 

ぬらりひょんの孫：7 冊 

ジョジョの奇妙な冒険：1 冊 

直江兼続：1 冊 

べるぜバブ：1 冊 

SKET DANCE：1 冊 

黒子のバスケ：3 冊 

 

 

 


