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私達はこのイベントを通して、

•	 静岡で作品発表の場を設けること
•	 地域で創作者の繋がりを作ること
•	 文学の楽しさを共有すること

を目標としています。

静岡文学マルシェのうた

静岡の文学を盛り上げたい　仲間を集めたい
そんな思いではじめた　静岡文学マルシェ
今ではたくさんの人に支えられ
すこしずつ盛り上がってきた
あなたも書こう　あなたも読もう
みんなで書こう　みんなで読もう
静岡文学マルシェ
静岡文学マルシェ

このうたは、2017 年開催のストリートフェスティバル・イン・シズオカで誕生しました。
運営・徒川が即興で書いた詞に、ピアノの弾き語りアーティスト「かくれみの」さん
(twitter @kakureminomino) が曲をつけてくださったことで、史上初？　文芸同人誌イベン
トのテーマソングになりました。
動画　→　https://twitter.com/shizubun_marche/status/931878736114302976
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	参加にあたってのお願いとご案内
■皆様へ
• 会場内ではスノドカフェによる、カフェコーナーを併設しております。ぜひご利用ください。
• 会場内では大声を出しての会話はご遠慮ください。
• スマートフォンをご使用の際は、周囲の迷惑にならないように注意してください。
• コスプレは禁止です。これは、会場に着替えのスペースがないためです。帽子などの被り物など

会場内で着用できるものは構いませんが、節度を守ってください。
• 会場で出たゴミは、原則としてご自身でお持ち帰りください。会場内のゴミ箱に捨てる場合でも、

持ち込みのゴミを捨てることはせず、分別にご協力ください。
• 写真や動画などの撮影、SNS などへの投稿をする場合は、必ず相手の方にひとこと断ってからに

してください。無断撮影・投稿は他のイベントでもトラブルの原因となっています。
• 通路や会場外で座り込んだりすることはご遠慮ください。イベント会場内の休憩スペースや、ロ

ビーのテーブル、椅子をご利用ください。
• 災害、事故などの緊急事態の発生時は運営スタッフの指示にしたがって行動してください。

■一般来場者の皆さんへ
• MIRAIE リアンのギャラリースペースでは出展者のミニポスターでのＰＲを展示しています。また、

ポストカードギャザリングの見本がずらりと並んでいますので、こちらもぜひチェックしてくだ
さい。

• 当日出展の見本誌コーナーちかくの休憩スペースにて飲食が可能です。見本誌は本の汚損、破損
などにご注意の上、閲覧するようにしてください。

■出展者の皆さんへ
• 大声で呼び込みをしたり、無理な客引き行為をしたりすることはご遠慮ください。
• 隣の出展者スペースにはみ出さないようにしてください。来場者の立ち読み、立ち話の場合も自

スペースよりはみ出さないようにご注意願います。
• また、ブース内は出展者皆さんの共用スペースです。他の出展者様のご迷惑にならないように譲

り合ってご利用ください。
• ゲームセンターや近隣の店舗へ両替目的での入店、少額購入はしないでください。

ルールを守って楽しく過ごしましょう。皆様のご理解ご協力をお願いいたします。

※出展者入場時間内はこのパンフレットを通行証とします。一時退出の際には必ずお持ちください。
また、10:50 〜 11:00 は一般来場者の入場準備のため、一旦すべての出入口を閉鎖いたします。この間は会場内への
出入りはできません。11 時以降の一般入場時間になりましたら、再入場してください。

タイムスケジュール

10:00 〜 10:50 出展者入場 ( 一般来場者の入場はできません )
11:00 〜 一般来場者の入場開始
11:30 〜 委託出展物の販売開始 ( 準備出来次第・おおむね 16:30 まで )
17:00 閉会、その後後片づけ

9:00 〜 10:00 会場設営 ( 皆さんのご協力をお願いします )
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１．まずは予習！
ウエブカタログが公開されています。ここを見て、気になる出店者さんをチェックしましょう。
当日どんな本があるかの情報もたくさんあります。「気になる！」をクリックすると、あとで絞
り込むことも可能です。

２．なにを持っていけばいいの？
自作の本をそれぞれ販売していますので、お財布は必須です。おつりは各出店者さんで用意して
いるかとは思いますが、１万円札での支払いはおつりが出せない場合が多いです。ですので、で
きるだけ 500 円玉、100 円玉をご用意ください。
また、買った本や、無料配布物などを入れる袋があるといいですね。気がつくと両手にいっぱい
の本や無料配布物が！　ということがあるかもしれません。いつものお出かけかばんにエコバッ
グを忍ばせておきましょう。

３．パンフレットをもらおう
一般来場者の皆さんは、無料で入場できます。
会場入り口ではパンフレットを配付しています。これをもらって、中を確認してみましょう。こ
こにもどんなかたが出店しているか、企画の紹介、などが書かれています。
ウエブカタログをチェックし忘れていても、パンフレットがあればすぐにチェックできますね。

４．まずはひとまわり
まずは会場を一回りしてみましょう。各出店者さんのところに行って、どんなものがあるか見て
みましょう。出店者さんにおすすめの本を聞いたりするのもいいかもしれません。様々なジャン
ルのものがあります。あなたの好きなジャンルの本もあるかもしれません。出店者のかたに話し
かけてみてもよいかもしれませんね。作者のかたに直接話を聞ける機会は貴重だと思います。
また、会場に入って右側には、見本誌コーナーがあります。当日出店しているかたの本がずらり
と並んでいます。ここで立ち読みして、気に入ったものがあれば各出店者さんのところに行って
みましょう。
会場奥にはポストカードギャザリングのコーナー、委託販売品の見本コーナーがあります。当日
会場にいる出店者さんもそうですが、委託販売品は全国各地から本が集まっています。こちらも
ぜひチェックしてください。

５．買う。もらう。集める。
ちょっとでも「これは！」と思う本があったら入手しましょう。書店で買える本とは違い、これ
を逃すと次に出会えるチャンスはなかなかないかもしれません。
また、無料配布のものもあります。自己紹介的なチラシや、短い読み物、はたまた「え、これが
無料なの」という作品もあることがあります。これも気になるものがあれば迷わずゲットです。
委託販売品は見本誌コーナーに注文票があります。希望する本の番号・書名・値段を記入の上、
本部ブースまでお持ちください。商品をご用意いたしますので、お渡しの際に代金をお支払いく
ださい。
ポストカードギャザリングは次ページを参照ください。

６．ひとやすみする。
会場にはスノドカフェの飲食ブースもあります。前回の参加者さん全員が大絶讃のマフィンや飲
み物を用意していますので、テーブルで本を読みながらごゆっくりお過ごしください。

（メニューは当日会場でご確認ください）

※この記事は「静岡文学マルシェ」運営日誌から転載したものです。

静マルの楽しみかた



4

■□■ポストカードギャザリングの楽しみかた■□■

１．ＧＥＴ！（表紙とカードリングを入手する）
会場の一角にポストカードギャザリングのコーナーがあります。そこに行き、受付で表紙とカー
ドリングを入手しましょう。

２．ＬＯＯＫ！（作品をよく見る）
コーナーには作品がずらりと展示されています。一枚一枚よーく見てみましょう。

３．ＧＡＴＨＥＲ！（集める）
気に入ったものが見つかったら１作品につき一枚ずつ取っていきましょう。制限はありませんの
で、全種類取っていくことも出来ます。厳選して、好きなものだけ集めるのもよし、端から端ま
でコンプリートするのもよし。

４．ＦＩＬＥ！（綴じる）
集めたポストカードは好きな順番に並べ替えましょう。表紙を一番上にしたら、カードリングで
綴じます。さあ、あなただけの静マルアンソロジーの完成です。

[AD.]
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会場案内図
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あ
ゆずるは舎
深青舎
銅葉のこころ
高森純一郎
ナイスボート観光
雲上回廊
暗黙の型宣言
音引屋
Ori 館 MYBABY
月光催眠研究所
遠州率
美少女夢世界

あ -1
あ -2
あ -3
あ -4
あ -5
あ -6
あ -7
あ -8
あ -9
あ -10
あ -11
あ -12

い
静岡 novels
エウロパの海
東海 SF の会
Our York Bar
バイロン本社
イバラボシ
博物館リュボーフィ
ALRENoN
tree child
イノセントフラワァ
夢想甲殻類

い -1
い -2
い -3・4
い -5
い -6
い -7
い -8
い -9
い -10
い -11
い -12

う
灰青
宵待ブルー
青想舎
memoriae
灯野原
化屋月華堂
城東ぱらどっくす
塔幻書房
硬派舎
夜間飛行惑星 + おがわさとし雑貨店
cieliste
午前三時の音楽

う -1
う -2
う -3
う -4
う -5
う -6
う -7
う -8
う -9
う -10
う -11
う -12

え
R.B.SELECTION
オートバイブックス
蛇之屋

え -1
え -2
え -3

シュガーリィ珈琲
鳩の缶詰
佐久本庸介
またまたご冗談を !
眠る樹海堂
LIFE ENGINE
へにゃらぽっちぽー
チューリップ庵
Hana'sSmallStoryShop

え -4
え -5
え -6
え -7
え -8
え -9
え -10
え -11
え -12

お
三日月パンと星降るふくろう
script.
欠片舎
波の寄る辺
ドジョウ街道宿場町

お -1
お -2
お -3
お -4
お -5

委託
アンブロシア計画局
虚事新社
N.T.P.
a piacere
エピゴーネン双書
片足靴屋 /Sheagh sidhe
雫星
千美生の里
ばるけん
からん舎
ヨモツヘグイニナ
押入れの住人たち
April Rabbit
桜月亭
mille-feuille
やわらかよだつ
シュガーアイス
いくそす。
虚影庵
数学的恋愛論
ロザリアは笑う
卯楽々堂
AutoReverse
7's Library
キュリオシティ

委託 -1
委託 -2
委託 -3
委託 -4
委託 -5
委託 -6
委託 -7
委託 -8
委託 -9
委託 -10
委託 -11
委託 -12
委託 -13
委託 -14
委託 -15
委託 -16
委託 -17
委託 -18
委託 -19
委託 -20
委託 -21
委託 -22
委託 -23
委託 -24
委託 -25

ポストカードギャザリング出展者一覧は 16〜 17ページにあります。

出展者一覧
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あ
R.B.SELECTION
a piacere
ALRENoN
Our York Bar
アンブロシア計画局
暗黙の型宣言
いくそす。
イノセントフラワァ
イバラボシ
卯楽々堂
雲上回廊
April Rabbit
エウロパの海
N.T.P.
エピゴーネン双書
遠州率
オートバイブックス
AutoReverse
押入れの住人たち
Ori 館 MYBABY
音引屋

え -1
委託 -4
い -9
い -5
委託 -1
あ -7
委託 -18
い -11
い -7
委託 -22
あ -6
委託 -13
い -2
委託 -3
委託 -5
あ -11
え -2
委託 -23
委託 -12
あ -9
あ -8

か
灰青
欠片舎
片足靴屋 /Sheagh sidhe
からん舎
キュリオシティ
虚影庵
月光催眠研究所
硬派舎
午前三時の音楽

う -1
お -3
委託 -6
委託 -10
委託 -25
委託 -19
あ -10
う -9
う -12

さ
佐久本庸介
桜月亭
cieliste
静岡 novels
雫星
シュガーアイス
シュガーリィ珈琲
城東ぱらどっくす
深青舎
数学的恋愛論

え -6
委託 -14
う -11
い -1
委託 -7
委託 -17
え -4
う -7
あ -2
委託 -20

script.
Hana'sSmallStoryShop
青想舎
虚事新社

お -2
え -12
う -3
委託 -2

た
高森純一郎
千美生の里
チューリップ庵
tree child
東海 SF の会
塔幻書房
銅葉のこころ
ドジョウ街道宿場町

あ -4
委託 -8
え -11
い -10
い -3・4
う -8
あ -3
お -5

な
ナイスボート観光
7's Library
波の寄る辺
眠る樹海堂

あ -5
委託 -24
お -4
え -8

は
バイロン本社
博物館リュボーフィ
化屋月華堂
鳩の缶詰
ばるけん
美少女夢世界
灯野原
へにゃらぽっちぽー
蛇之屋

い -6
い -8
う -6
え -5
委託 -9
あ -12
う -5
え -10
え -3

ま
またまたご冗談を !
三日月パンと星降るふくろう
mille-feuille
夢想甲殻類
memoriae

え -7
お -1
委託 -15
い -12
う -4

や
夜間飛行惑星 + おがわさとし雑貨店
やわらかよだつ
ゆずるは舎
宵待ブルー
ヨモツヘグイニナ

う -10
委託 -16
あ -1
う -2
委託 -11

ら
LIFE ENGINE
ロザリアは笑う

え -9
委託 -21

出展者一覧（五十音順）
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あ -1 詩歌 | 現代詩・散文詩
ユズルハシャ

ゆずるは舎
ゆずりはすみれ
yuzurihasumire.tumblr.com/yuzuruhasha @yuzurihasumire

ゆずるは舎は、ゆずりはすみれが主催する「ことばを
あいする」お店です。その時々で様々な作家さん達の
力をお借りしながら、紙の上のことばはもちろん、色々
なかたちの「ことば」をご用意して、お待ちしています。
( 詩集や詩と写真の本、ハンカチ、ブローチ等々の販
売をします。)

あ -2 小説 | 純文学
シンセイシャ

深青舎
秋月千津子 小林青ヰ

@akizuki_chizuko

秋月千津子と小林青ヰの 2 人サークルです。新刊は「深
青三号」。儚さや危うさ、切なさなどをテーマに小説
や詩など書いています。現在フランス留学中の小林の
エッセイ漫画もあるよ。

あ -3 小説 | 純文学
ドウハノココロ

銅葉のこころ
業平心
copperleaf.jimdo.com/ @ncocoro

何事も永遠には続かない。仕事をやめるときも、家を
引っ越すときも訪れる。大好きだったテレビドラマも
終わりを迎え、馴染みのカフェもある日突然店をたた
む。僕はその店の前で、何事も望みどおりには続かな
いことを思い知る。しかし、終わりはやがて始まりを
もたらす。End Meets Beginning ★

あ -4 小説 | 歴史・古典
タカモリジュンイチロウ

高森純一郎

takamorijunichiro.blog.fc2.com/ @takamori_j

アジアの近現代史を題材とした長編小説を頒布してい
ます。

あ -5 小説 | 歴史・古典
ナイスボートカンコウ

ナイスボート観光
ミド
www.pixiv.net/novel/member.php?id=13601878 @mid_rhimthy

第二次世界大戦に関する小説などを書いています。新
刊は伝奇モノです。気軽に読んでいただけたら幸いで
す。よろしくお願いします。

あ -6 小説 | 歴史・古典
ウンジョウカイロウ

雲上回廊
秋山真琴 添田健一
unjyou.jimdo.com/ @soezou

中国史をはじめとした、世界史を題材にした小説を
扱っています。

出展者一覧 ブース番号 ジャンル
ふりがな

内容
メンバー
サイト URL Twitter アカウント

自己紹介
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あ -7 評論
アンモクノカタセンゲン

暗黙の型宣言

@implict_none

プログラムや物理シミュレーションなど , 主に技術系
の同人誌を作成するサークルです . いわゆる研究職の
キャリアにまつわるエッセイ・評論に挑戦します .

あ -8 評論
オンビキヤ

音引屋
moi

@onbikiya

小説等文章物の校正校閲の手順や各工程の解説本『文
章校正のしをり』、校正の小ネタを集めた雑誌『とる
ツメ !』、手作りのトラベラーズノートや手帳等グッズ
があります。よろしくお願いします !

あ -9 小説 | ライトノベル
オリカンマイベイビー

Ori 館 MYBABY
緒方岬
orikan-mybaby@jimdo.com

さくっとぱかっと単純な話が多めですが よかったら
愛らしいキャラ達に会いに来てください

あ -10 小説 | ホラー・怪奇
ゲッコウサイミンケンキュウジョ

月光催眠研究所
要崎紫月
mh-lab.wix.com/novel @kanamezaki

『精神攻撃系お耽美ホラー』と銘打ち短編小説を執筆。
静岡県浜松市在住。

あ -11 小説 | ホラー・怪奇
エンシュウリツ

遠州率

静岡県西部、遠州地域をテーマとしたホラー、怪奇短
編小説

あ -12 小説 | ライトノベル
ビショウジョユメセカイ

美少女夢世界
夢原銀河
www.yumeharaginga.com/ @yumeharaginga

オリジナル R18 ハーレム小説と全年齢詩集

い -1 小説 | ライトノベル
シズオカノベルズ

静岡 novels

常葉大学法学部有志です。よろしくお願いいたします。

い -2 小説 |SF
エウロパノウミ

エウロパの海
佐々木海月
rosette-nebula.boy.jp/europa/ @k_tsukudani

「土には雨を、夜には言葉を。その一瞬に呼吸する者
たちへ」ふわふわと SF など書いています。
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い -3・4 小説 |SF
トウカイエスエフノカイ

東海 SF の会

tokaisfnokai.la.coocan.jp

SF と SF 関連の創作、翻訳、評論などを行なっていま
す、翻訳はスペイン語、英語、中国語、ロシア語など
です。

い -5 小説 | ファンタジー・幻想文学
アワヨークバー

Our York Bar
泡野瑤子
ouryorkbar.blog94.fc2.com/ @awareview2

静マル初出展。思いついた話を〆切までに粛々と書き
ます。最新刊は愛憎劇×群像劇な西洋風 FT『ムーン
ライト・ミンストレル』。主宰アンソロ『美形点睛』
と既刊、所属している創作サークル「空想工房」会誌
もお持ちします。

い -6 小説 | ファンタジー・幻想文学
バイロンホンシャ

バイロン本社
宮田 秩早
blogs.yahoo.co.jp/takoyakiitigo @takoyakiitigo

吸血鬼が登場する小説作品をメインに創作していま
す。ジャンル的には中世〜近世の西欧、あるいは異世
界を舞台にしたファンタジー小説。無料配布コピー冊
子「吸血鬼氏の家政婦さん」「そのさん」まで配布中
です !

い -7 小説 | ファンタジー・幻想文学
イバラボシ

イバラボシ

異種間恋愛をテーマに BL、GL ファンタジー小説を書
いています。静岡を舞台にしたファンタジー掌編連作

「しぞーかおまち奇譚」の続編が新刊予定です。

い -8 小説 | ファンタジー・幻想文学
ハクブツカンリュボーフィ

博物館リュボーフィ
まるた曜子
m-musiko.wixsite.com/molv @musi_ko

《現実の、その先へ。次のリアルを探しに》「今」ここ
から地続きの、現代物 /SF/ ファンタジー。家族 / 恋
愛を軸に子供達の成長を描く、スパンの長い 1 冊完結
作を発行。爽やかな読後感をおとどけ。 ジャンル「少
女小説 ( 日常系 )」。初頒布は漂う医療 SF『幸運な子
供たち』と最新刊『魔術師とマダム』

い -9 小説 | ファンタジー・幻想文学
アルレノン

ALRENoN
面屋佐吉

大航海時代の悪党海賊をモチーフにしたフリントロッ
クファンタジー小説を書いています。代表作『海賊寓
話』本編、全四章で完結しました。第四章完結巻の新
刊あります。

い -10 小説 | ファンタジー・幻想文学
ツリーチャイルド

tree child
木子あきら
kakuyomu.jp/users/hypast @hypast

短いおとぎ話や、不思議な話を扱っています。

い -11 小説 | ファンタジー・幻想文学
イノセントフラワァ

イノセントフラワァ
丹羽夏子

@shahexorshid

丹羽夏子 (HN:SHASHA) の一人楽しいサークル。架空
の国や地域を舞台にした歴史小説風のファンタジーを
書きます。ドイツ風の地域でお姫様が政略結婚をする
短編集『はなむすび』を中心に、ひたすら結婚する話
ばかりお送りします。
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い -12 小説 | ファンタジー・幻想文学
ムソウコウカクルイ

夢想甲殻類
木村凌和
annalotte.xxxxxxxx.jp/ @r_shinogu

FT 群像劇メイン個人サークル。初頒布は人間関係に
焦点を当てた冒険しない大人ファンタジー群像劇長編

「竜を喰らわば皿まで」二巻、ロボ SF アクション二次
創作「アンナロッテの霧中魔城」です。

う -1 小説 | ファンタジー・幻想文学
カイセイ

灰青
凪野基
bluegray.self.jp/ @bg_nagino

理屈っぽいファンタジー、文系 SF を書いています。
140 字から 17 万字まで長さも重さもいろいろ、後味
すっきりのエンタメをお届けします。

う -2 小説 | ファンタジー・幻想文学
ヨイマチブルー

宵待ブルー
ひりゅうとおる、高杉なつる
yoimachiblue.jimdo.com/ @yoimachiblue

和風・洋風ファンタジーメイン「宵待ブルー」の高杉
なつると、現代もの短編・掌編メイン「あおごころ」
のひりゅうとおるの合同サークルです。読みやすい作
品をモットーに書いています。

う -3 小説 | ファンタジー・幻想文学
セイソウシャ

青想舎
波水蒼
haminablue.blog.fc2.com/ @HaminaBlue

百花蜜の別名。喝采だけを濾過、結晶化すれば青琥珀、
加熱圧搾すれば再琥珀。どちらも酵母を含んで産出す
るため、水に浸しておけば琥珀酒に、没薬・松脂・葡
萄酒・肉桂と混ぜれば煉香に。一匙の甘味は悪戯に唇
を撫ぜ、二匙の黄金香は舌を誘う。三匙に熔ける飴色
の囁きは、吐息を掬って、閉じ込めて。( 鉱物調理帖「琥
珀」)

う -4 小説 | ファンタジー・幻想文学
メモリアエ

memoriae
古宮九時
unnamed.main.jp/words/ @furumiyakuji

古宮九時個人サークルです。創作ファンタジー小説を
発行してます。

う -5 小説 | ファンタジー・幻想文学
ヒノハラ

灯野原
灯些季
m-pe.tv/u/?clearcrown @hisaki_eresu

日常の中の非日常、和風系のやや BL 寄りのファン
タジーがメインの予定です。合同サークル〔Elestia 
Cinema〕様の委託『宵々町奇譚シリーズ』も委託と
してあります。

う -6 小説 | ファンタジー・幻想文学
バケヤゲッカドウ

化屋月華堂

www.gekkado.jp/ @Rista_Bakeya

不思議な物語をゆるやかに書いています。滅びかけ
た世界をゆく魔女の旅日記『ストレイトロード』か
ら短編と 140 文字掌編集、現代ファンタジー長編

『DROPOUT』、ぬいぐるみ制作レポート本などを頒布
します。

う -7 ノンフィクション
ジョウトウパラドックス

城東ぱらどっくす
病氏
ameblo.jp/playing-everything/ @ganyama

大手自費出版会社と契約し、○○○万円を支払って全
国へ自作品を販売した一部始終を、体験記としてまと
めて頒布しています。自費出版に興味のあるかたはぜ
ひ一度読んで参考にして下さい。実際に販売した小説
も持っていきます。また、自作のショートショート作
品も頒布しております !
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う -8 小説 | その他
トウゲンショボウ

塔幻書房

tou-gen.com/mazyorin/ @tou_mori

小説・ゲームブックの一次創作集団です

う -9 小説 | その他
コウハシャ

硬派舎
讃岐建治とぬい
kouhasha.web.fc2.com/

去年の静岡滞在はとても楽しいひとときでした。駿河
湾の波の音を聴きながら観た富士山が想い出されま
す。今年は熱海で下りて伊豆の方を少し廻ってみるつ
もりです ^^。そんな静岡のイベントから発売開始の新
作『断続的綺想譚』ほか、静岡初上陸となる『K −も
うひとつのこゝろ−』や無料のものも用意してお待ち
してます。

う -10 小説 | その他
ヤカンヒコウワクセイトオガワサトシザッカテン

夜間飛行惑星 + おがわさとし雑貨店
実駒
www.pixiv.net/member.php?id=804929

ゆらゆら漂う青い惑星。写真と詩の本、二次創作俳句・
短歌の本、川柳の本、創作 BL 小説。

う -11 詩歌 | 俳句・短歌・川柳
シエリスト

cieliste
壬生キヨム
cieliste.theblog.me/

ほのぼの短歌

う -12 小説 |BL
ゴゼンサンジノオンガク

午前三時の音楽
高梨來
lovelylic.ivory.ne.jp/3am/ @raixxx_3am

誰かを好きだと思う気持ちはこんなにもあたたかく
て、こんなにも寂しい。 男の子に恋する男の子のラブ
と自立と成長を軸に、さまざまな形の優しくていとお
しい関係性が紡ぐお話を書いています。

え -1 小説 | エンタメ・大衆小説
アールビーセレクション

R.B.SELECTION
濱澤更紗
rbs.dojin.com/ @koumyonakakureg

同人イベント評論と鉄道擬人化小説とフリーダムなア
ンソロジーを取り扱うサークル。メインは小説のはず
です。

え -2 小説 | エンタメ・大衆小説
オートバイブックス

オートバイブックス

autobikebooks.wixsite.com/story @autobikebooks

オートバイの本を通して、 オートバイと共に生きる豊
かな人生を提案したい。 オートバイ、楽しんでる ? 
エンジョイライフ 人生を大いに楽しもう !

え -3 小説 | エンタメ・大衆小説
ヘビノヤ

蛇之屋
白色黒蛇

@hakusyokuK

AmazonKindle を中心に活動している電書作家です !  
地元だった ( 安倍川駅沿線に住んでた ) はずがこの春
転勤 ( 左遷 ) を命じられ「元」地元になった静岡の地
に今再び降り立ちます。地方イベントは初ですが何卒
よろしくお願いします !
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え -4 小説 | エンタメ・大衆小説
シュガーリィコーヒー

シュガーリィ珈琲
ヒビキ ケイ

@KeiMbsp

自分らしく生きていきたい人をそっと後押しできるも
のを、をモットーに活動しているサークル。ジャンル
は、ティーンズラブ、ラブロマンス、現代ファンタジー、
コメディの他、舞台用脚本なども。ボリュームも短編
( 連作短編 ) から長編と、お手軽なモノから読みごた
え抜群のモノまであります。是非お立ち寄り下さい。

え -5 小説 | エンタメ・大衆小説
ハトノカンヅメ

鳩の缶詰

hatokan.simdif.com @hato_kan

東京、金沢等の文フリを潜り抜けてきた鳩の缶詰が静
岡に降り立ちます !! 何故鳩なのか ? 何故缶詰なのか ?
何故ジャンルを固定しないのか ? 気になった方は是非
会場でお会いしましょう !

え -6 小説 | エンタメ・大衆小説
サクモトヨウスケ

佐久本庸介
佐久本庸介
y-sakumoto.main.jp/ @yosukesakumoto

佐久本庸介と申します。統合失調症に関する小説をよ
く書いています。皆さんと一緒にいい雰囲気で楽しめ
たらと思います。

え -7 小説 | エンタメ・大衆小説
マタマタゴジョウダンヲ

またまたご冗談を !
服部匠
mata2lie.web.fc2.com/ @tencus

美味しいお菓子とご飯・同性間の深い友情 ( ブロマン
ス )・日常の中の軋轢で「助けて」と言えないひとの
気持ちへ寄り添い、居場所と癒しを描く現代 FT 小説
中心。新刊は不思議な日本茶カフェが舞台の掌編。既
刊に不思議なケーキ屋舞台のヒューマンドラマ「蒼衣
さんのおいしい魔法菓子」「魔法菓子コレクション」
など

え -8 小説 | ミステリー
ネムルジュカイドウ

眠る樹海堂
土佐岡マキ
sleepingbeauty.yu-nagi.com @t_osa_oca

ミステリ ( の皮を被った何か ) とファンタジー ( のよ
うな何か ) を置いています。基本的に男女が腹の探り
合いをしている感じです。

え -9 小説 | アンソロジー
ライフエンジン

LIFE ENGINE

lifeengine.landysh.info/#

オンラインコミュニティ「LIFE ENGINE」を通じて出
会った物書き、絵描きたちが「虹」をテーマに思い思
いの作品をアンソロジーにしてお届けします !

え -10 小説 | 短編・掌編・ショートショート
ヘニャラポッチポー

へにゃらぽっちぽー
へにゃらぽっちぽー
henyarapottipo.booth.pm/ @Henyarapottipo

こんにちは。へにゃらぽっちぽー兄さん、へにゃぽちゃ
ん、その他のひとたちがのびのびびろーんとまいにち
をすごしている短編を書いているのです。ゆかいだな
あ。どの本のどのお話から読んでもたのしいですよ。
へにゃらぽっちぽー !

え -11 小説 | 短編・掌編・ショートショート
チューリップアン

チューリップ庵
瑞穂 檀
tulipweb.edoblog.net/

掌編 : ほのぼのやホラー、SF など様々なテイストのも
のを本にしています。 短編 : 恋愛モノなどあります。
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え -12 小説 | 短編・掌編・ショートショート
スミダハナノチイサナモノガタリヤサン

Hana'sSmallStoryShop

@sumida0hana

にやっとする話、ほっこりする話、小さな話、切なく
なる話。いろんな形でお届けします。

お -1 小説 | 短編・掌編・ショートショート
ミカヅキパントホシフルフクロウ

三日月パンと星降るふくろう
文野華影・ひじき・星野真奈美
crescent-owl.jugem.jp/

…おいしいごはん、なんとなく切ない、 まったりした
少し不思議な日々…白髪老支配人、草食系店長、イケ
メンオカマ、苦労性バイト、人形娼婦、リアリスト女
子大生が暮らすレトロな商店街・二九六 ( ふくろう )
銀座シリーズ。そのほかぬいぐるみ、日本酒、じゃが
いも、担々麺の本をお持ちします。

お -2 小説 | 短編・掌編・ショートショート
スクリプト

script.
佐多椋

「文字」で様々な試みを行うサークルです。超短編集
やアンソロジーなど既刊を頒布します。

お -3 小説 | 短編・掌編・ショートショート
カケラシャ

欠片舎
大場さやか
www.pixiv.net/member.php?id=14347270

こんにちは。昨年、委託参加させていただきました。
今年は直接参加させていただきます ! よろしくお願い
いたします。日常に訪れるさまざまな風景を小説にし
ています。短編集、掌編集があります。新刊は『君の
いない今日から』恋人を亡くした青年と、姉を亡くし
た妹と、いなくなった女性、3 人の物語です。

お -4 小説 | 短編・掌編・ショートショート
ナミノヨルベ

波の寄る辺
桜鬼
naminoyorube.jimdo.com @HanaOniTiriyuku

【港町から港町へ】横浜と神戸を舞台にした港町アン
ソロジー『PortRay』静岡初入港。奇術と発明、異人
館とすれ違い、灯台と内包、声と善意、無意識と海、
水と隔たり……潮に呑まれ、潮風に立ち尽くすような
物語をその手に。

お -5 小説 | 青春・学園
ドジョウカイドウシュクバマチ

ドジョウ街道宿場町
今田ずんばあらず
www.amazon.co.jp/dp/B07B63ZH7X/ @johgasaki

2 年間で手売り頒布 1000 部突破、全国行商個人文芸
サークルです。オススメは被災地青春ロードムービー

『イリエの情景〜被災地さんぽめぐり〜』。被災地の枠
組みを超えた被災地を舞台にした旅物語です。

委託 -1 小説 | エンタメ・大衆小説
アンブロシアプロジェクト

アンブロシア計画局

◆死神と就職浪人生の現代ファンタジー長編、眼鏡と
甘味好きへ捧ぐ明治時代文芸ライトノベルなど委託頒
布予定です。美麗な表紙と共に一度お手へどうぞ。

委託 -2 小説 | エンタメ・大衆小説
ソラゴトシンシャ

虚事新社
田畑農耕地、芝田拓、czu
soragoto.jimdo.com @SoragotoShinsha

静マル初参加 ! 作家・編集・デザイナーの 3 人組文芸
サークル、虚事新社です。ショートショート集と長編
小説があります。
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委託 -3 小説 | エンタメ・大衆小説
エヌティーピー

N.T.P.
歌峰由子
althlod.wixsite.com/nightteaparty @Night_Tea_Party

地方舞台の現代オカルト系ファンタジー「巴市の日々」
を中心に、なんかブロマンスっぽいものを書いてます。
毎度恋愛要素はほぼ無し。日常の小さな悩みとお仕事
と怪奇伝奇の合わせ技で、地方オカルト現代 FT を。
ふにゃっとしてるけど過去が重たくて力のある長髪美
青年が、お役所の事務処理に追われる日々のお話です。

委託 -4 小説 | エンタメ・大衆小説
アピアチェーレ

a piacere
西乃まりも
marimondou.blog32.fc2.com/ @marimobomb

お久しぶりです ! 初回 ( カフェ開催 ) 以来、二度目の
参加になります。短編集を三種類頒布させていただく
予定です。よろしくお願いします !

委託 -5 小説 |SF
エピゴーネンソウショ

エピゴーネン双書
No37304
epigonenseries.chitosedori.com/ @No37304

ナチスドイツが絡む歴史改変小説を書いています。

委託 -6 小説 | ファンタジー・幻想文学
カタアシクツヤスルゥアシィ

片足靴屋 /Sheagh sidhe
南風野さきは
sakiha-haeno.tumblr.com/ @K_ss_info

幻想文学っぽい短編集 & ポストカードギャザリング参
加させていただきます。

委託 -7 小説 | ファンタジー・幻想文学
シズクボシ

雫星

@k_aska_

煌めきの短編集から、骨太な長編まで、各種異世界幻
想物語を取り扱ってます。

委託 -8 小説 | ファンタジー・幻想文学
チミブノサト

千美生の里
野間みつね
mitsune.jp/ @Mitsune_Noma

▼架空世界の歴史物など広い意味でのファンタジー・
新選組の土方歳三が中心の似非歴史物など。▼主力作
品は、架空世界 “ ミディアミルド " の戦乱から統一へ
の一時代を描く『ミディアミルド物語』。今回は、820
ページ単巻完結の長編ファンタジー『魔剣士サラ =
フィンク』と、その無料試読冊子とを委託。

委託 -9 小説 | ファンタジー・幻想文学
バルケン

ばるけん
猫春

@baruken_info

「少し不思議」な小説をメインに書いています。

委託 -10 小説 | ファンタジー・幻想文学
カランシャ

からん舎
篠崎琴子
lir.verse.jp/ @lirmemo

少年と少女と、青春か不可思議かエブリデイマジック 
/ 去りゆく時代と夏の異類婚姻譚を詰め合わせたひと
りアンソロジー。花と結婚をテーマにくくった短編集。
そして百年前のロンドンから届いた、手紙を模した小
説をご用意しております。架空の近現代を生きる少年
少女に、ひとかけらのファンタジーをあしらいました。
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委託 -11 小説 | ファンタジー・幻想文学
ヨモツヘグイニナ

ヨモツヘグイニナ
孤伏澤つたゐ
www.pixiv.net/member.php?id=5319976 @tutai_k

ツタコニア在住。しずかに暮らしています。

委託 -12 小説 | ファンタジー・幻想文学
オシイレノジュウニンタチ

押入れの住人たち
なんしい
rinforzando.himegimi.jp/ @animato171

現代っ子の妖怪だったり魔法少女だったり魔女だった
りします。

委託 -13 小説 | ファンタジー・幻想文学
エイプリルラビット

April Rabbit

april27rabbit.web.fc2.com/

少女と少年の職業ものみたいな話と、青年と少年の擬
似家族な話の二種です。何卒よろしくお願い申し上げ
ます。

委託 -14 小説 | ファンタジー・幻想文学
サクラヅキテイ

桜月亭
作楽シン
mmsakura.sakura.ne.jp/ @mmsakura

和風ファンタジーや現代ファンタジーや時代物、青春
小説ぽいものを書いています。じれじれの恋愛ものあ
り

委託 -15 小説 | ファンタジー・幻想文学
ミルフィーユ

mille-feuille

0mille-feuille0.cocolog-nifty.com/blog/ @itoyumille

神奈川から参加の mille-feuille[ ミルフィーユ ] です。
読んでいる間は愉しく、読後はいつまでも書棚に飾っ
て置きたくなるような、美しい本作りを目指していま
す。

委託 -16 小説 | 恋愛
ヤワラカヨダツ

やわらかよだつ
空見タイガ
yawarakayodatu.net/

18 禁小説を委託します。

委託 -17 小説 |BL
シュガーアイス

シュガーアイス
まつのこ
sugerice.tumblr.com @simca_ac

初参加します。全年齢から R-18 まで、様々な BL を
中心に取り扱っております。

委託 -18 小説 | 歴史・古典
イクソス

いくそす。
PAULA0125、骨林頭足人
pola.side-story.net/ @H_tousokujin

好きに想像していいよ」というキリスト教カトリック
総本山バチカンのご厚意に甘え、聖書のいたるところ
からホモォを大量生産する、現役キリスト教徒による
スタイリッシュ罰当たりサークル。祈りと信仰の赴く
ままに書いた結果がこれだよ ! 病院が来い ? うるさい
作者はいつも病院にいる ! 公式が病気なんだ !
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委託 -19 小説 | 短編・掌編・ショートショート
キョエイアン

虚影庵

kyoeian.vis.ne.jp @kyoeianCM

純文学系からアホネタまでめったやたらに書き飛ば
す、ジャンル分類不能な短編・掌編専門サークル。最
新掌編・短編集『掌上の箱庭たち』を委託します。

委託 -20 小説 | 短編・掌編・ショートショート
スウガクテキレンアイロン

数学的恋愛論

www.youtube.com/user/tinhaism

「一期一会」 最後の一文で喜怒哀楽を感じていただき
たい短文一行落とし

委託 -21 小説 | アンソロジー
ロザリアハワラウ

ロザリアは笑う

lyze.jp/rokettn/

生きる事、生き抜くこと、その意義と意味に真正面か
ら向き合い追いかける幻想小説中心、その他短文と詩
を愛する文章サークルです。命が生まれ羽ばたく瞬間
がいちばん美しい。まるで、空のように澄んでいるか
ら。

委託 -22 詩歌 | 俳句・短歌・川柳
ウララドウ

卯楽々堂
うさうらら

@usaurara

絵と文をかきます。作品を自宅で少部数製本して、主
に委託で頒布。紙や布の素材感を大切に、手に取って
こそ楽しめる本をこころがけ制作しています。

委託 -23 詩歌 | 俳句・短歌・川柳
オートリバース

AutoReverse

blog.goo.ne.jp/amaterasital

まわりうた ( 回文歌 : どちらから読んでも同じ歌になっ
ている )、ともゑうた ( 表裏歌 : 逆から読むと別の歌が
成立している ) と、創作いろはうた ( 日本語表音文字
48 音を重複せず一つづつ全て使って歌にしたもの ) を
作って発表しています。

委託 -24 ノンフィクション
ナナズライブラリー

7's Library
なな

@Ikuji_anthology

育児をテーマにしたノンフィクションアンソロジーを
頒布します。

委託 -25 評論
キュリオシティ

キュリオシティ
翠 あんず

@shiwori

占い文芸屋さんです。西洋占星術を土台にした書物占
いの本を扱っています。占いに興味がある方は是非お
手に取って見て下さい。
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ポストカードギャザリング
参加サークル一覧

R.B.SELECTION アールビーセレクション 濱澤更紗
http://rbs.dojin.com/ @koumyonakakureh

a piacere アピアチェーレ 西乃まりも
http://marimondou.blog32.fc2.com/ @marimobomb

ALRENoN アルレノン 面屋佐吉

いくそす。 イクソス PAULA0125、骨林頭足人
http://pola.side-story.net/

インドの仕立て屋さん インドノシタテヤサン 藤和
http://www5b.biglobe.ne.jp/~icy/ @towa49666

hs* エイチエス せらひかり
http://hswelt.sakura.ne.jp/

エウロパの海 エウロパノウミ 佐々木海月
http://rosette-nebula.boy.jp/europa/ @k_tsukudani

AutoReverse オートリバース
http://blog.goo.ne.jp/amaterasital

織作 雨 オリサク アメ 織作雨
@ORISAKU_Ame

灰青 カイセイ 凪野基
http://bluegray.self.jp/ @bg_nagino

欠片舎 カケラシャ 大場さやか

片足靴屋 /Sheagh sidhe カタアシクツヤスルゥアシィ 南風野さきは
http://id12.fm-p.jp/20/LIR/ @K_ss_info

虚影庵 キョエイアン
http://kyoeian.vis.ne.jp

鶏林書笈 ケイリンショキュウ
@keirin_syokyu

【K-N_Book Factory】 ケーエヌブックファクトリー 琴葉、白猫
https://knbf-info.jimdofree.com/ @k_m0802

恋人と時限爆弾 コイビトトジゲンバクダン 鳴原あきら (Narihara Akira)
http://www5f.biglobe.ne.jp/~Narisama/ @narisama_cmbot

午前三時の音楽 ゴゼンサンジノオンガク 高梨來
http://lovelylic.ivory.ne.jp/3am/

紺色の夜と白い月工房 コンイロノヨルトシロイツキコウボウ

@0Yukiya_Krt0

cieliste シエリスト 壬生キヨム
https://cieliste.theblog.me/ @kiyomumibu

chiche - シシュ - シシュ 春木 のん
http://nanos.jp/honmou/page/77/ @Haruki_Non

雫星 シズクボシ

サークル名 よみがな メンバー
WEB サイト twitter
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シュガーアイス シュガーアイス まつのこ
https://sugerice.tumblr.com @simca_ac

シュガーリィ珈琲 シュガーリィコーヒー ヒビキ ケイ
@KeiMbsp

青想舎 セイソウシャ 波水蒼
http://haminablue.blog.fc2.com/ @HaminaBlue

月ノ杜舎 ツキノモリシャ 佐倉治加
@Yuzu_Akutagawa

月箱 ツキハコ 望月さみ

tree child ツリーチャイルド 木子あきら
https://kakuyomu.jp/users/hypast

ナイスボート観光 ナイスボートカンコウ ミド
https://www.pixiv.net/novel/member.php?id=13601878

7's Library ナナズライブラリー なな

ナナソラ ナナソラ

庭鳥草紙 ニワトリソウシ
@niwatoring

化屋月華堂 バケヤゲッカドウ
http://www.gekkado.jp/

箱庭座 ハコニワザ 雨木 透子
@sucretic

はっかあめ ハッカアメ 夜崎梨人
http://nanos.jp/pearabbit/ @yorunashi

美少女夢世界 ビショウジョユメセカイ

花月 フロレアル 猫宮ゆり
https://estar.jp/_novel_view?w=24680666 @yuri_neko_0

Petra Corie ペトラコリー 宮乃諾菜
https://miyano456.wixsite.com/indian-summr @miyano45

へにゃらぽっちぽー ヘニャラポッチポー へにゃらぽっちぽー
https://henyarapottipo.booth.pm/ @Henyarapottipo

三日月パンと星降るふくろう ミカヅキパントホシフルフクロウ 文野華影・ひじき・星野真奈美
http://crescent-owl.jugem.jp/

みつたま ミツタマ 平坂慈雨 ( 個人サークル )
https://pictbland.net/blogs/detail/175

夢想甲殻類 ムソウコウカクルイ 木村凌和
http://annalotte.xxxxxxxx.jp/

宵待ブルー ヨイマチブルー ひりゅうとおる、高杉なつる
http://yoimachiblue.jimdo.com/ @yoimachiblue

ロザリアは笑う ロザリアハワラウ
http://lyze.jp/rokettn/

WindingWind ワインディングウインド 風城国子智
http://windingwind.hacca.jp/ @sxisato
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本日のおすすめの一冊

第三回静岡文学マルシェに参加の出展者のみなさんに、ご自身のお勧めの一冊を教えてもらいま
した。
どれを読むか迷ったら、これらのおすすめの本を手にとってみましょう。そして、気になる出展
者のところで、ぜひ他の本も手にとってみましょう。
あなたの読書の世界が広がるかもしれません。

※ここにかかれている内容紹介はウエブカタログから抜粋したものです。(2019/6/1 現在）
　詳しくは下記のウエブカタログをご参照ください。
　https://plag.me/p/shizubun_marche03/

ブース - サークル名 種別｜判型 価格
作品名 著者
内容紹介（抜粋）

あ -1 ゆずるは舎 書籍 |B6 800
かんむりをのせる ゆずりはすみれ
ゆずりはすみれの個人詩集。新刊。2018 年に書いた詩を主にまとめました。過ぎ去った一年を
やさしく土に埋めたいと思い、作った詩集です。雑誌『ユリイカ』の「今月の作品」にて入選し
た作品も多数、収めています。

あ -2 深青舎 書籍 |B6 500
深青三号 秋月千津子 小林青ヰ
秋月千津子と小林青ヰの 2 人サークルです。秋月千津子の短編小説、小林青ヰの詩、短編小説、
フランス滞在エッセイ漫画などの詰まった一冊。合同誌 3 冊目なので三号と付いてますが、読み
切りばかりなのでこの本からでも楽しんでいただけると思います！

あ -3 銅葉のこころ 書籍 | 文庫判 (A6) 500
Behind the Curtain 業平心
カーテンの裏側を基本のコンセプトとした３つの話です。『イグカフェにて』東京駅舎が見える
イグカフェで、トキオとリオが出会う。これはいわゆるライブ時系列小説。『ココがどこかでなく、
キミがだれか』時間を超えた１週間を描いた、これはいわゆる実験小説。『英次』32 年前、英次
に何があったのか。

あ -5 ナイスボート観光 書籍 | 文庫判 (A6) 900
conducatorul intunecat 1 悪魔の子の血族 ミド
目を覚ませルーマニア！　我々の国が何者かの侵略を受けているぞ！ルーマニア史とブラム・ス
トーカー作「吸血鬼ドラキュラ」後日談のクロスオーバー物です。『ドラキュラの末裔』『荒鷲の子』

『Primul Razboi Mondial』収録。（本作は上下二巻の内第一巻の予定です）

あ -6 雲上回廊 書籍 | 文庫判 (A6) 500
そえたび 添田健一旅小説集 添田健一
中国をはじめとした世界史を題材にした旅の短編集。「そえもの」「そえぶし」に続く第 3 短編集。
異国の都市を、諜報戦下の砂漠を、大河の大峡谷を、厳寒の雪山を、志を胸に、旅往くものたち。

『真備すなわちマキビと訓み』『サマルカンドへの道』『長江のうた　星へのたび』『黄山の霞客』
収録。



21

あ -8 音引屋 書籍 | その他 1000
文章校正のしをり moi
小説など文章物の校正（校閲）の手順や各工程についての解説や、スムーズに進めるためのコツ
などを、未経験の方にもわかりやすくまとめました。

あ -9 Ori 館 MYBABY 書籍 |A5 200
海は恋しい砂は愛しい 緒方岬
海の男と海の家の女の互いを想う恋の物語

あ -10 月光催眠研究所 書籍 | 文庫判 (A6) 300
レクイエム 要崎紫月
私の中の【死んだ私】に捧げる——それは現在と過去と夢の断片。咲き誇る花々が閉じ込められ
た憂鬱を彩る。ノイズ混じりの声、そして姿を現す『あの人』。行き詰った『彼女』への安息の
祈り。三題話＋連作短編小説。

あ -11 遠州率 書籍 |B6 314
手長の森の夢 鈴木文也
短編三本収録おまけ付きになる予定です。

あ -12 美少女夢世界 書籍 | 文庫判 (A6) 500
僕のメイド長が最高すぎてハーレムが捗る【R18】 夢原銀河

（R18 小説）第二十八回文学フリマ東京　新刊！最高の美少女がくれる安心ハーレム。冒険者だっ
た麗太郎君は、お宝を見付けてお金持ちになって。最高級性愛士の魅夜美（みやび）を買って。ハー
レム管理士でもある彼女が薦める、四人の性愛メイドたちも買って。不思議な安心感をくれる魅
夜美と美少女性愛師たちの、素晴らしいハーレムを愉しみます。

い -2 エウロパの海 書籍 | その他 300
ネクタリスの海底 ( うなぞこ ) 佐々木海月

「月は、それ自体で完結した絶対的な「何か」だった。」月の海に消えた研究者と、彼女を待つ助
手の短い記録。斉藤羊さんの写真とともにお送りします。CD ブックレットサイズ、透明ケース
付きの予定。資料庫で見つけた見覚えのないディスクを再生すると、そこには、遠い未来の月で
の出来事が記録されていたーー。そんなイメージでお届けする「物語」です。

い -5 Our York Bar 書籍 |B6 1000
ムーンライト・ミンストレル 泡野瑤子

「戦場の女神」サン・セヴァチェリンの王女シトリューカは、味方の裏切りによって帝国に囚われ、 
最愛の人ヨナディオ王子を殺した将軍シャルルとの結婚を強いられる。シャルルとは互いに憎み
合い、幽閉同然の生活に絶望していたシトリューカの下に、城下からある噂が届く。「帝都に、
ヨナディオ王子に生き写しの吟遊詩人が現れた」と……。 満月の夜ごとに照らし出される、愛
憎と群像のロマン。
い -6 バイロン本社 書籍 | 文庫判 (A6) 1000

【準新刊】帰還 宮田 秩早
ドラキュラ伯爵や、カーミラ、ルスヴン卿といった古今東西の小説に登場する吸血鬼たちが登場
します。厳密には二次創作の範疇に入ると思われますが、限りなく一次創作に近い……二次創作
らしくなさを目指しました。「歴史小説風二次創作　短編吸血鬼小説集」( 初出のある小説は、ど
の作品も加筆修正を加えています）

い -7 イバラボシ 書籍 | 文庫判 (A6) 300
しぞーかおまち奇譚その 2 瓜野
おまち—それは静岡市中心街を示す地元言葉。相変わらずのんびりで、けれど確実に移り変わっ
ていく街並み。そこには人間の営みが確かに息づき、ついでにそれ以外のものもちゃっかり息づ
いている。ビルの壁に据え付けられた巨大な蟹のオブジェ、住宅街の真ん中にある民家のような
カレー屋、そこは小さなオーストラリアとも言うべきカフェ。今日もおまちはお散歩日和。悩ん
で食べて働いて。全編書き下ろしの連作短編集、第二弾。
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い -8 博物館リュボーフィ 書籍 | 文庫判 (A6) 1000
【初頒布】幸運な子供たち まるた曜子

墜落事故でたったひとり生き残った『奇蹟の少女』ルォシー。瀕死の彼女を救ったのは《オート
クチュール》と呼ばれる高級医療機器だった。その内部から繋がる電脳世界で出逢う、オートク
チュールの子供たち《ＥＨ ( ウー )》。彼女の治療者たち。安寧を求めて無電脳島に住まう人びと。
何を見て、何を感じて、拒絶して受け入れていくのか。彼女の数奇な半生を辿る、漂う医療ＳＦ。

い -9 ALRENoN 書籍 | 新書判 1300
海賊寓話 第一章 面屋佐吉
——お前は埋もれかけた宝の鍵だった。その世界では、長きに渡って世界的な冷戦が続いていた。
国家間の緊張を他所に、自らが望む自由のために悪行の限りを尽くす海賊がいた。世界的に名を
馳せる事になる、宝の鍵を手にした海賊の物語を語ろう。神を恐れず、悪行の限りを尽くし、世
界すら変えようとした、狂人たちの物語を語ろう。大航海時代をモチーフにしたフリントロック
ファンタジー。
い -10 tree child 書籍 |A5 500
はじめ語りの断片集 フラグメンツ・オブ・ヲンヲ 木子あきら
“ その場所 ” に棲む妖精たちにまつわる、おはなしの断片集。

い -11 イノセントフラワァ 書籍 | 文庫判 (A6) 400
【新刊】恋するペルシャ猫ミーミーの策謀 丹羽夏子

アジア風の作品を集めた短編集です。 総文字数約 3 万字です。 『ブハラのタイル職人』『片割れ
の領主』『恋するペルシャ猫ミーミーの策謀』『女王の庭』『ザーヤンデルードのほとりで』五話
中二話だけ時代ものですがあとはファンタジーです。イラン率が高いのは気のせいです。

い -12 夢想甲殻類 書籍 | 文庫判 (A6) 500
【新刊】竜を喰らわば皿まで【二巻】 木村凌和

空に〝皿〟型の大地が浮かぶ世界。主人公・アレイシアが助手として働く魔導師の事務所に、あ
る朝竜が墜落した。アレイシアの上司である魔導師・ピアはこれまで憎んできた勢力へアレイシ
アを売ってでも竜の墜落の原因を知ろうとしていた。魔導師、議会、軍、外の世界からの異邦人
など、多勢力の思惑が錯綜し世界を変える、現実世界と地続きの異世界で繰り広げられるファン
タジー群像劇。第二巻。全五巻予定。
う -1 灰青 書籍 | 文庫判 (A6) 800
死霊術師の菜園 凪野基
——いつか、きみに調伏されたい。そう嘯く死にたがりの地縛霊ミカエルと、駆け出し死霊術師
ユディテの奇妙な同居生活が始まった。接触即死、否応なしの清く正しいラブコメディ。食べる
ことと生きること、よく生きよく死ぬことに思いを馳せる現代ファンタジー。

う -2 宵待ブルー 書籍 | 文庫判 (A6) 300
翡翠の鳥時計 高杉なつる
300 文字以内で綴る掌編小説。BLOG・Twitter で公開しているもの、300 文字ポストカードとし
て作成したもの、書き溜めていたものの中から自選しました 30 本の掌編小説を録集。ファンタ
ジー、ホラー、現代などジャンルは様々。

う -3 青想舎 書籍 | 文庫判 (A6) 600
鉱石調理帖 波水蒼
鉱石の調理方法、食べ方を紹介した妄想短編集。石ころを見て「……おいしそう」と思ったこと
はありますか？ある方も、ない方も、どうぞお腹いっぱい召し上がれ！掲載イラストは全てカ
ラー。タイトルに「鉱石」がついていますが、本編『鉱石展示室』と直接関係はありません。独
立した短編集なので単独でお読みいただけます。

う -4 memoriae 書籍 | 文庫判 (A6) 300
Unnamed Memory - 水月妃 - 古宮 九時
花嫁候補として集められた娘たちが失踪していく怪事件。大陸最強の魔女と、彼女に求婚する契
約者の王太子が、事件を解決するべく花嫁候補たちの中に潜入する——。ファンタジー小説、
Unnamed Memory 書き下ろし独立短編。
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う -5 灯野原 書籍 | 文庫判 (A6) 500
夢幻の双刀 灯些季
殺人事件に巻き込まれた未沙は夢の中で不思議な少年《斎》と出会い物語が始まっていく。三人
の主人公によって語られていく６つのストーリー。ややＢＬなので苦手な方はご注意ください。

う -6 化屋月華堂 書籍 |A5 500
ストレイトロード ルート 140 (4) Rista Falter
風を操るワガママなお嬢様・藍。 彼女の運転手兼家庭教師兼使い走り・ゼファール。謎のクリー
チャーが現れ半壊した地球のどこかを、今日も二人は走っている。少女とおっさんの二人旅が続
く、近未来ロードムービー風ファンタジー冒険日記。筆者が Twitter で毎日発信しているツイノ
ベを 1 年分詰め込んだ、「読むスナップ写真」のような本、第四弾です。今回はツイート 50 個を
つなげて完成した掌編も入っています。
う -8 塔幻書房 書籍 | 文庫判 (A6) 1500
惜しみない愛を、君に 塔守
塔幻推理文庫〇〇六、サークル初の小説形式。妙中海凪 ( たえなかみなぎ ) は 16 歳の誕生日に
意を決して名前も知らない少年に告白する。そこから始まる微笑ましくも噛み合わない日々。出
逢いは人を変えるのだろうか。高校生の男女二人を軸にした恋愛小説。登場人物たちの「愛」に
きっと驚く。

う -9 硬派舎 書籍 | 新書判 1000
骨色の常世歌 讃岐建治
港に漂着した死体が消え、その死体は人魚だったという報道がなされた——。『人魚』とひと夏
を過ごした過去を持つ青年は、この報道の真相を探り始める。同じころ、陰惨な殺人事件が発生。
その死体は足を切断され、海洋生物の尾をつけられるという仕打ちによって、人魚を模されてい
た・・・。瀬戸内の孤島に秘匿されてきた民間伝承が明らかとなるそのとき、一連の事件は機縁
者にとって忘れられない傷痕を刻む——。
う -10 夜間飛行惑星 + おがわさとし雑貨店 書籍 |B6 500
あの角を曲がるとき空を飛べるよ 実駒
2018/5/6 第二十六回文学フリマ東京発行。川柳まとめ本。（・×・）の日常雑記、お花の写真多
め。昨年 9 月から書き溜めてきた 200 句以上の中から 50 句ほど抜粋、5 句書き足しました。

う -12 午前三時の音楽 書籍 |B6 1000
さよなら、おやすみ、またあした 高梨來 編
あなたの夜の窓辺へ降り立つための、とっておきの言の葉たちをお届けにまいりました。十人の
書き手たちによって綴られる、眠る前のひとときに寄り添う創作文芸アンソロジー。 詩歌、ファ
ンタジー、現代ドラマ、童話風、ボーイズラブ、ガールズラブ、と舞台も表現手法も多岐多様に
わたります。どうぞ、すこしのあいだでかまいません、窓を開けて、語り手たちのささやき声に
耳を澄ませてみてください。
え -1 R.B.SELECTION 書籍 | 文庫判 (A6) 500
七年で消えた王子様の話 濱澤更紗
静岡県鉄道擬人化・光明電鉄物語むかしむかし、とある男が田舎町に鉄道を走らせようと決めま
した。そして「彼」は生まれました。けれど、彼は何も知らなかったのです。戦前に本当にあった、
あっという間に廃線となった鉄道の、哀しき物語。そして、そんな彼にまつわる今のお話もプラ
ス。

え -3 蛇之屋 書籍 |B6 800
A&E ? 白色黒蛇短編集 ? 白色黒蛇
始まりはたった 2 人。1 組の『つがい』からだった。白色黒蛇初の短編集。これは壮大な、あま
りにも壮大な『人間』の物語達。

え -4 シュガーリィ珈琲 書籍 |A5 300
トリハコ torihako ヒビキケイ
東に素敵なハコがあれば　行って購入し西に限定のハコがあれば　行って並んで購入し　心あた
り、あるでしょう？ ついつい取っておいてしまう、空き箱や空缶。そんな空き箱と空缶を眺め
ながら熱く語るエッセイ本 　※注意　家にある空箱の使い方レクチャーの本でありません。ほ
とんどの場合、眺めてニヤニヤするだけです。
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え -5 鳩の缶詰 書籍 | 文庫判 (A6) 600
紅葉の記憶にサヨナラを 無月彩葉
お兄ちゃんは死んだ。真っ赤な紅葉の絨毯の上に身体を投げ出して死んだ。_____ 私の所為で。
とある過去の記憶から感情を失ってしまった斉田詩奈は、ひょんなことから人懐っこい後輩、榊
唯人に付きまとわれるようになってしまう。感情豊かな唯人に振り回されるうちに、詩奈は自分
自身と向き合うようになっていくが ...... 犬系後輩男子×無感情系先輩女子の、季節を巡る恋物語。

え -6 佐久本庸介 書籍 |A5 100
僕のリハビリ伝説 佐久本庸介
収録作品　・僕のリハビリ伝説　・僕のリハビリ伝説２　・忍者錯覚くん

え -7 またまたご冗談を ! 書籍 | 文庫判 (A6) 900
蒼衣さんのおいしい魔法菓子 服部匠
おいしい魔法のスイーツで、貴方の「人生のつまづき」癒します　中部地方にオープンした『魔
法菓子店　ピロート』は、優男のパティシエ・蒼衣と、陽気なオーナー・八代の親友コンビが営
む小さなお店。魔力のある不思議なお菓子『魔法菓子』を売るピロートには、悩みや困りごとと
いった「人生のつまづき」を抱える客が訪れる。「人生のつまづき」をお菓子で癒す、お仕事小説。

え -9 LIFE ENGINE 書籍 |A5 500
Specters LIFE ENGINE
オンラインサロン「LIFE ENGINE」には一言では語りつくせないほどのいろんな人たちがいます。
その中で絵を描く人、文を書く人が中心になってアンソロジーを作りました。記念すべき 1 冊目
のテーマは「虹色」。思い思いの描く虹色のごとく作品たちを楽しんでください！

え -10 へにゃらぽっちぽー 書籍 |A5 300
ぽ へにゃらぽっちぽー
へにゃらぽっちぽー兄さんはへにゃへにゃと、へにゃぽちゃんはにゃぽにゃぽと、いろいろなひ
とたちがやいのやいのとしています。わくわくと、にこにことしてしまいます。「ぽ」は短編集
なので、一冊でいろいろなお話を読むことができるすぐれものなのです。べんりだなあ。

え -11 チューリップ庵 書籍 | 文庫判 (A6) 50
空の上にあるもの 瑞穂 檀
ショートショート小説集　表題作/空の上にあるもの　お空に向かってカップをかかげる男の子。
子供部屋の皆は、男の子を心配していて……。ほのぼのショートショート /3 編収録

お -1 三日月パンと星降るふくろう 書籍 |A5 1000
二九六銀座でいただきます 文野華影・ひじき
三日月パン史上、最大の飯テロ本！昔ながらの商店街、二九六銀座（ふくろうぎんざ）。そこに
住む人、やってくる人。交わるところに、美味しいごはんはなぜかつきもの。駅前ホテル・から
たち館とレトロ喫茶・星田珈琲にまつわる 4 つの短編。作中に登場したレシピを巻末に収録。さ
あ、今日もひと皿。

お -2 script. 書籍 |B5 200
フォント超短篇アンソロジー「アウトライン」Vol.1 佐多椋 ( 編集 )
指定のフォントを題材にした超短編のアンソロジーです。Vol.1 のテーマは「ほのか明朝」。執筆
者（収録順）：穂坂コウジ／根多加良／佐多椋／加楽幽明／峯岸可弥／水池亘／氷砂糖／タカス
ギシンタロ／たなかなつみ／秋山真琴／はやみかつとし（敬称略）

お -3 欠片舎 書籍 | 文庫判 (A6) 700
君のいない今日から 大場さやか
恋人を亡くした男と、姉を亡くした妹。一人の女性を失った二人の物語。姉である雪の恋人・有
に恋していた妹・明は、恋人を失った彼を支えようと奮闘する。明の恋愛感情を知りながら、そ
れを否定も肯定もできない有。雪のいなくなった二人の過ごす日々。多数の掌編と短編からなる
小説です。
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お -4 波の寄る辺 書籍 |B6 800
PortRay 桜鬼　編

【港町から港町へ】横浜と神戸を舞台にした港町アンソロジー奇術と発明、異人館とすれ違い、
灯台と内包、声と善意、無意識と海、水と隔たり……潮に呑まれ、潮風に立ち尽くすような物語
をその手に。

お -5 ドジョウ街道宿場町 書籍 | 文庫判 (A6) 1000
イリエの情景 〜被災地さんぽめぐり〜 1 今田ずんばあらず　編
旅する情景、こころに刻め。・東京の大学に通う女の子 2 人組が東北を旅する、被災地青春ロー
ドムービー。・筆者（今田ずんばあらず）が実際に訪れて感じたこと、思ったことを参考にして
描くフィクション。・作中訪れたポイントを地図で紹介。現地で撮影した写真も掲載してます。・
ただの震災小説ではありません。あくまで青春ロードムービー。単純な読み物として読めるよう
に書いてます。2 人の関係性の変化に注目！
委託 -1 アンブロシア計画局 書籍 | 文庫判 (A6) 1500
玉響の風 - 明治剣豪夢幻綺譚 - 穂倉瑞歌

【あらすじ】帝都の書生・穂倉達朗は、亡き友人の水谷雅人が幼少期を過ごした明町を訪れる。
しかし彼の実家を探す途中に立ち寄った甘味処で、己の眼鏡を紛失してしまう。彼の眼鏡は偶然
にも雅人の義妹・紗和の手元にあった。風に身を沿わせて刀を振るう、飛由流の使い手である紗
和の元に、身を寄せることとなった穂倉。友人と義兄、大切な存在を喪った二人の瞳に、世界は
どのように映りゆくのか。
委託 -2 虚事新社 書籍 | 文庫判 (A6) 400
アンチ文化侵略 田畑農耕地
現実の世界で生きるあなたへ。突然に起こった地球外生命体との遭遇。高度な文化を持つ異星人
による「人道的で賢明な」侵略作戦に対し、地球人が見せた抵抗とは……（表題作）。悪い夢を
見ることの多い青年は、雑誌の広告で見かけた「良い夢を見られる薬」を駄目元で購入する。届
いた錠剤を飲んでも案の定良い夢など見られなかったが……（『良い夢を』）。夢、記憶、創作——
種々の非現実と現実の関係性を綴り、問い直す七篇を収録。
委託 -3 N.T.P. 書籍 | 文庫判 (A6) 200
巴市の日常。( 春 ) 歌峰由子
彼の職業は陰陽師。就職先は市役所。ドタバタと言うには地味な仕事をこなしつつ、宮澤美郷は
巴市で日々を送っている。仕事は他課の都合に振り回され、プライベートは家賃滞納で大家にタ
ダ働きさせられる。ついでにくいしんぼのペットは暴走気味。そんな貧乏公務員陰陽師と、大家
のチンピラ山伏の「日常」を集めた短編集です。軽い話が並んでいるので、「巴市」シリーズの
お試しに是非。
委託 -4 a piacere 書籍 | 文庫判 (A6) 500
佐伯家の一週間 西乃まりも
女子高生の自殺未遂現場にたまたま居合わせた結果、この世ならぬものと接触することになった
夫、健一。英国・スコットランドへ。大切な人の訃報に接し、過去の思い出を辿る旅に出た妻、
万里子。見知らぬ山奥への逗留を余儀なくされたが、なぜそんなことになったのか記憶が定かで
はない息子、篤。一番身近なはずの「家族」。本当のところ、私たちはお互いについてどれほど知っ
ているだろう？それぞれの事情、小さな嘘…佐伯家の人々が過ごした、秘密の一週間の物語。
委託 -5 エピゴーネン双書 書籍 | 豆本 700
しあわせな帽子掛けのお話 No.37304

「日本の名産品といえば、やはり活家具です。なかでも吉原の活家具は、見目が良く、家具とし
ての調整もよく行き届いていることから、支配民族のみなさまのお家にも置かれているほどで
す。」（本文抜粋）ナチスドイツ支配下の日本で子供向けに書かれたプロパガンダ小説の体をとっ
た、歴史改変小説です。足の切断、近親相姦および陰核切除の表現を含むため、頒布は 18 歳以
上限定とさせていただきます。
委託 -6 片足靴屋 /Sheagh sidhe 書籍 | 新書判 400
人魚のはなし 南風野さきは
いつともしれないそのとき、いつともしれないその土地。船乗りに嫁いだ人魚はしあわせに暮ら
しておりました。( 表題『人魚のはなし』) 泡と消えない人魚、妖精に愛された詩人、約束に喰ら
われた学者。灰色の街を舞台に交錯する、すべてがつながる４つの幻想物語。

委託 -7 雫星 書籍 | 新書判 1500
古の英雄譚 神奈崎アスカ
少女の故郷は、瞬きの間に凍った。霊峰マジュヒックの麓、ベルフ村に住む少女ラウは旅を余儀
なくされる。全ては、世界に漂う妖精が一因となる氷を溶かす力を持つ、南の果ての森に住まう
魔女に会うために。そして、村人と実りごと凍った村を救うために。道連れの一匹は、魔法の力
添えを経て繋がる《朋番》の雌狼ミシャ。背に弓を、腰に剣を、瞳に使命を。一人と一匹、予断
も許さぬ雪中行軍が始まる。
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委託 -8 千美生の里 書籍 |A5 3500
魔剣士サラ = フィンク 野間みつね
表紙・人物紹介等原画 星村朱美 ( ホシムラアケミ )……その辺の下種が嫌で、追放された殺人鬼
ならいいのか。かつてケルリ王国を恐怖のどん底に陥れた無差別殺人鬼 “ 魔剣士 ” サラ = フィン
ク。しかし、たまたま助けてしまったケルリの第二王女ミルシリアの存在が、彼を次第に変え始
める。血に飢えた魔剣ブリザードと己自身を救う手立てを求め、彼女と共に “ 魔道王国 ” ルーファ
ラを目指す彼の旅の途上に待っていたのは……
委託 -9 ばるけん 書籍 | 文庫判 (A6) 700
魔女の遺品 猫春
今までまとめていなかった作品の再録本です。豆本を中心に寄稿した作品などを 20 作品、230
頁にまとめました！ ジャンルも雰囲気もいろいろありますので、ぜひご一読いただければと思
います！  カバー表紙は AI アンソロでお世話になりました、青柳たみ様です！

委託 -10 からん舎 書籍 | 文庫判 (A6) 1400
Summer sings for Something four 篠崎琴子
夏は歌う、彼女への祝福のために。「架空近現代」の「夏」×「少年少女」×「異類婚姻譚」ひ
とりアンソロジー、開幕。大正、昭和、そして平成。これは眠りゆくみっつの、どこか不可思議
な時代を舞台に、少年少女が駆け抜けた夏と、異類婚姻譚が成就の文字で結わえられるまでを描
いたひとりアンソロジーです

委託 -11 ヨモツヘグイニナ 書籍 |B6 1000
初心者のための魔法使いの飼い方 孤伏澤つたゐ
魔界のペットライフ BL はじまります！魔界で今一番ブームなペットは魔法使い。深淵に引きこ
もっていた魔王ヴィーのところにもある日魔法使いがやってきた！偏書狂の魔法使いは生意気
で、飼育書通りにまったくいかない。ほんとにこの魔法使い、なつくのか？！表紙のイラストは
鉄子さんに書いていただきました。

委託 -13 April Rabbit 書籍 | 文庫判 (A6) 500
建咲か少年 真糖ニナ
建物を咲かせる力、タテサカ魔法が使えるタテサカが、魔法が使えない ( 筈の ) タテナシと組んで、
自然災害により荒れ果てた国に建築物を広げるという職業ものみたいな話です。

委託 -14 桜月亭 書籍 | 新書判 2000
神無き国 言触れの日 上下巻セット 作楽シン
かつて神々に逆らい、神々を殺した罪で、国は恵みを失った。太陽を失い雪に覆われた国で、人々
は神の骸にすがりわずかな神威を頼りに生きていた。それでも人々は争い、奪い合う。少女は旅
に出る。深雪の国へ、春を招くために。花と雪と炎の和風ファンタジー小説　上下巻セット、し
おりつきです

委託 -15 mille-feuille 書籍 | 文庫判 (A6) 1600
手帖小説 3 部作 伊藤裕美
文庫サイズの三種類の手帖のうしろに超短編を付した「手帖小説」。  手帖は左から、小説は右か
ら開きます。手帖の内容は「お薬手帖」「読書記録」「願い事帖」で、実際にお使いいただくこと
ができます。小説は連作になっており、順番に読んでいただくことで物語が完結します。

委託 -16 やわらかよだつ 書籍 |B6 400
回転生命 空見タイガ
恋のライバルをタイムトラベルでレズ調教変則おねロリ、１８禁

委託 -12 押入れの住人たち 書籍 |A5 400
B 棟四階の魔女 なんしい
この学校には、七不思議が本当にある。度重なる不幸によって高校デビューに失敗して友達０の染井吉乃
は貴重な高校生活を無駄に消費していく感覚に悩んでいた。ある日 OB でもある兄から『B 棟四階の魔女
に出会えたら、願いが叶う』という噂をききつけ、やってきました B 棟四階。そこにあったのは、学校の
七不思議を研究するオカ研、そこで遭ったのは魔女『志望』の仁戸名真夜子！吉乃は高校生活を充実させ
るため、真夜子は魔女になるため、七不思議を現実のものとする存在、『七番目』の正体に迫る！
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委託 -17 シュガーアイス 書籍 | 文庫判 (A6) 1000
酒と談話 まつのこ
青年たちが酒を片手に会話を楽しむ短編集。ほんのり恋も描かれている、淡い恋模様も描かれて
います。サンプルは Pixiv にて公開しております。

委託 -18 いくそす。 書籍 | その他 450
300 字 SS+ α PAULA0125
別イベントで参加した、「キリスト教教派擬人化小説」の掌編集です。お題は「時計」と「雪」。
来たる「キリスト教教派擬人化 BL 短編集」に供えて、予習をしてみるのはどうでしょう？　今
なら擬人化たちのビジュアルフォトイラストもついてくる！

委託 -19 虚影庵 書籍 | その他 500
掌上の箱庭たち 島田詩子

【オフセット印刷／ A5 変形／ 108 頁】2007 年〜 2014 年にオンライン・オフラインで発表した「総
字数 4000 字以下」の掌編・短編 36 編を、箱庭をイメージした装丁の正方形の本に納めました。
収録作のジャンルはアホネタから一般文芸まで多彩ですが、怪異譚と風刺譚の比率が多めになっ
ています。一部作品に不快感を催す描写を含みますのであらかじめご了承下さい。

委託 -20 数学的恋愛論 書籍 |A5 500
男話女話 RO.2 藤四郎
男話女話短文一行落とし RO.2　おわり RO.3　迷子 RO.4　涙と笑顔 RO.5　ぜひ　後編　数学的
恋愛論 RO.8　恋の番人（恋の呪文）RO.9　と合わせてお読みください。

委託 -21 ロザリアは笑う 書籍 | 文庫判 (A6) 600
ゼウス・ヘラ 10 の練習曲 真北理奈
ハロー、ダーリン、ハロー、マイハニー。断片を語ってどうするの？全てを手に入れるつもりか
い？支配と被支配、魔王と勇者、異種族、叶わぬ恋。絶対を求めながら手に入らぬ焦燥を騙る十
の断片集。

委託 -22 卯楽々堂 書籍 | その他 500
ぽたん うさうらら他 21 名
短歌アンソロジー『ぽたん』。中身には個人の歌集とは違う楽しさを、装丁には紙の本ならでは
なのやさしさを。アンティークの絹紬の風合い、色合いと輪っかの柄のモダンなイメージを歌に
したらどうなるだろうかという試み。一人３首の連作 × ２１人ぶんの短歌が詰まった手製本を
目下制作中！

委託 -23 AutoReverse 書籍 |A5 700
歌は道 道は歌 うたはたう たうはうた AutoReverse( 大鳳 Birth)
21 世紀に入った頃から回文歌を創って発表している方に 2008 年に出会い驚嘆し、自身も 2012
年頃から創作し始めました。2017 年に入り「いろはうた」の創作もし始めました。いろはうた
の世界も回文歌や表裏文歌と同様に、日本語の脅威的芸術性を遺憾なく発揮出来る、無限の可能
性を秘めた途方もない創造領域を有する古くて新しい言語表現手段なのだと感じました。

委託 -24 7's Library 書籍 |B6 500
育児アンソロジー 1 こどもはかわいい こどもはたいへん【製本版】 なな　編
育児をテーマにした 8 人によるノンフィクションアンソロジー。散文を中心に短歌、漫画を掲載
しています。育児をしているひとたちの想いを書き残す場になったらいいな。育児をしていない
ひとたちに育児をしているひとたちの想いが伝わったらいいな。という気持ちを込めてつくりま
した。

委託 -25 キュリオシティ 書籍 |A5 300
好きな事をやり続けたい人のための書物占い 2 翠 あんず
好きな事をやりたい人向けのビブリオマンシー（書物占い）のパート 2 です。前半は星座占い、
後半は書物占いとなっています。心に占いたいことを念じてページを開くとそこに書いてある言
葉がその答えになってるようなそんな占いの本です。
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発行者	 	 静岡文学マルシェ運営委員会
	 	 静岡県静岡市葵区七間町 7-8 スノドカフェ七間町気付
web-site	 	 http://shizumaru.info
e-mail	 	 shizubun.marche@gmail.com
twitter	 	 @shizubun_marche
Web カタログ		 https://plag.me/shizubun_marche03/

印刷	 	 丸正インキ有限会社
	 	 愛知県豊橋市中浜町 83番 3

すべての出展者の皆様、当日ご来場の皆様、当日ボランティアスタッフの皆様、Plag! スタッフ様ほか、このイベン
トに関わったすべての皆様に深く御礼申し上げます。
皆様のご協力で、このイベントは成り立っています。ご理解とご協力いただきありがとうございます。

静マルからのお知らせ

第四回静岡文学マルシェ
……は開催日未定ですが、一年に一度のペースで開催していく予定です。次回開催日、
詳細などに関しては随時公式サイト、Twitter、Facebook などでお知らせしていきますので、
ぜひチェックしてください。

公式サイト http://shizumaru.info/
Twitter @shizubun_marche
Facebook https://www.facebook.com/shizubun.marche/

静マルでは運営スタッフを募集しています。
•	 月一回程度のミーティング
•	 ウエブサイトの更新
•	 各種印刷物の制作
•	 イベント内企画の立案、運営
•	 広報活動（Twitter、Facebook、チラシを商店などにおいてもらう）
•	 イベントの運営 ( 設営、受付、委託出展物の取り扱い、当日の取りまとめなど）

当日のみのボランティアスタッフも同時に募集しています。詳しくは公式サイトの問い合せ
フォームからお問い合わせください。




