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実行委員長からのご挨拶 総務部門からのお知らせ
みなさま、もうすぐです。あとすこしで

○ネームシールとハガキをお忘れなく

T-con2009 が始まります。準備はいかがで
すか？

当日は、お送りしたネームシールとハガキ

運行します。予約の必要はありませんが参加

お時間に余裕をもってご利用ください。

者が集中した場合、次のバスに乗っていただ
く可能性がありますので、余裕をもってお越

○路線バス時刻表

しください。

7月4日

実行委員会のほうは準備万端……に

( スーベニール引換証 ) をお忘れなくお持ち

はまだなっていませんが、現在追い込み中で

ください。お忘れになった場合はトラブル受

7 月 3 日【 那須塩原駅→大会会場】

		

6:35

7:15

す。当日にはみなさまを気持ちよくお迎えで

付をお訪ねください。名札シールの再発行を

9:10

		

7:00

7:42

きる予定です。

行います。

11:50

		

7:45

8:30

14:45

		

8:35

9:17

○ネームシールに「日本旅行ブースをお訪ね

17:00

		

下さい」と書かれている方

20:50 ※

さ て、T-con2009 は、 合 宿 型 大 会 で す。
同じ SF ファン同士で一晩過ごす合宿型大会

【那須塩原駅→西那須野駅→塩原温泉】

11:00

10:00

10:42

11:20

12:02

期日までに参加費の入金が確認できなかっ

します。和室での企画などもありますし、何

た方には上記のようなネームシールをお送り

にお伝えください。

よりも人との距離が近い感じがします。その

しています。

※ 20:50 のバスは予約制です。実行委員会

13:50

14:15

15:00

窓口 (info@t-con2009.jp) までお申し込み

15:00

15:30

16:15

16:10

ちょっと近い距離感がいつもは聞けないよう

入れ違いでご入金されている場合は直接、

乗車時に「SF 大会参加者です」と運転手

な話を生むかもしれません。新しい人と友達

大会会場ホワイエにあるトラブル受付をお訪

になれるかもしれません。いつもの仲間と

ねください。参加費をご入金されていない場

もっともっと一体感を持てるかもしれませ

合は日本旅行ブースで参加費をお支払いの

ん。合宿はそんな不思議な空間を提供する力

上、トラブル受付をお訪ねください。日本旅

を持っている様な気がします。

行ブースとトラブル受付は並んで設置されて

11:10( 大型バス 2 台、定員 100 名で運行 )

います。

11:50 ※

T-con2009 では、そんな合宿で、たくさ
んの出会いと、語り合える時間を皆さまにご

ホテルのご厚意により 12:00 から宿泊部
みなさまにどんな出会いが待っているかは
分かりませんが、T-con2009 はもうすぐで

屋に荷物を置くことができるようになりまし
た。

12:20

13:02

13:20

14:02

16:40

17:25

		

17:55

18:40

7 月 4 日【那須塩原駅→大会会場】

		

19:00

19:42

9:10 ※

		

20:10

20:50

12:45
○お部屋について

提供します。

下さい。席数に限りがございます。お早めに。

11:55
12:55

7月5日
【塩原温泉→西那須野駅→那須塩原駅】

14:45 ※

5:50

6:30

17:00 ※

6:45

7:30

20:50
※印のバスは SF 大会以外のお客様もご利

7:25

8:10

8:10

8:52

カギはかかりませんので貴重品は置かぬよ

用になられるため、一般のお客様を優先させ

9:00

9:44

10:04

万端、期待いっぱいでご来場ください。“と

うお願いします。また、お部屋の掃除が済ん

ていただきます。バス乗り場でスタッフの指

10:00

10:47

11:07

ちぎ”でお待ちしております。

でいない可能性がありますのでホテルのス

示にしたがってご乗車下さい。

11:00

11:47

12:07

12:15

12:59

13:19

7 月 5 日【大会会場→那須塩原駅】

13:15

13:59

14:19

14:15

14:59

15:19

15:30

16:12

タッフの掃除の邪魔にならぬよう荷物は広げ
T-con2009 実行委員会

実行委員長

ず、まとめておいてください。

熊倉晃生

なお、宿泊部屋には喫煙・禁煙にかかわら
ず灰皿を設置しています。ご了承下さい。
「
○シャトルバス時刻表
那須塩原駅←→大会会場のシャトルバスを

11:30 〜 12:30 の間に大型バスを順次、
4 台 ( 定員 200 名 ) 運行します。
バスは往復に 2 時間ほどかかりますので

16:40

17:25

11:30 に大会会場を出発するバスの次の運

17:30

18:15

行は 13:30 以降となる予定です。

18:55

19:35
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には、昼間の大会とはまた違った空間が存在

002

第四十八回日本ＳＦ大会

○前泊をなさる方へ

○大会本部のご案内
大会期間中、大会本部を菊の間に設置して

前泊の受付は、15:00 より梅の間で行な
います。

おります。

受付後、お部屋にはいることができます。

・体調が悪い。
・自分が、または、子供が迷子になった。
・落とし物をした、落とし物を拾った。

○記録写真を募集します
大会の記録を残すために、皆さまが撮影し

・自分の寝部屋を忘れた。
・煩悩王になったので新しい冊子型台紙が欲

た大会当日の企画などの写真を募集します。

企画部門からのお知らせ

自主企画のご案内

■前泊をされる方へ

◆ NERF で遊ぼう！

ナ ー フ

前泊から参加される方に朗報です。「宴会

スポンジ弾を空気圧で発射する米国製のイ

後も前泊参加者でのんびり・ゆったりしたい

カれたスポーツトイ、NERF がいよいよ日

よね」という実行委員長たっての願いで、梅

本国内でも発売となりました。

２の部屋を押さえました。宴会後も大会参加

この NERF を存分に楽しむ企画です。

者どうし、のんびりと楽しみましょう。

子ども歓迎。子どもっぽい大人、大歓迎。

大会の記録として大会出版物やアフターレ

しい。
・当日スタッフをやりたい。
など、なにかご相談やお困りのことがござ
いましたら、大会本部までお越し下さい。

ポート等で使用させていただきます。
大会本部にて受け付けますので、写真を実

■オープンルームパーティ主催者の方へ
オープンルームパーティをされる方に２つ

本物の理系ハカセがお出迎え、惜しみなく
お茶と理系話をサービスするイベントカフェ

行委員会に提供してもよいというかたは菊の

お願いがあります。

間までお越しください。

１）ルームパーティの部屋の入り口に、ホテ

「Cafe Scifi+tique」。
研究者から現場のエンジニア・SF 作家ま

リップボードのようなものがあります。

で、多彩なハカセキャストを擁するカフェサ

人手不足です。参加者の皆様のご協力を切望

こちらにオープンルームパーティの名称を掲

イが、ついに塩原温泉で新業態に挑戦します。

しております。企画のタイムキーパーをやっ

示していただけないでしょうか。

ホテルニュー塩原「バー・貴婦人」にて、「理

実行委員会は常に猫の手も借りたいほどの

掲示可能なサイズは、A4 用紙を縦長に半

たり、ゲストに水をとどけたり、地味ですが

土曜午後のひととき、白衣メガネの理系ハ

分にした程度です。

重要で人手がかかる仕事が一杯あります。
もし、ちょっと手伝ってみるかという方は
菊の間の大会本部までお越しください。
手伝っていただいた方には特製スタッフエ

２）会場数箇所に設置する掲示板に、ルーム

カセに囲まれて、あなただけのラグジュア

パーティの告知用スペースを作ります。大会

リーでエレガントな理系時間をお過ごしくだ

当日、本部へ告知原稿をお持ちください。実

さい……。

行委員会で告知スペースに掲示いたします。

プロンと猫の手シールを差し上げます。

よろしくお願いいたします。
○ 7 月 5 日の朝食について
時間

6:30 〜 8:30(

場所

レストランシアター・オーロラ

時間厳守 )

系ホストクラブ」をプロデュース。

ルームパーティのご案内

■ MORE THAN MEETS THE EYE

■とり・みきファン交流会

〜 TF なお部屋〜

◆グイン・サーガ〜「終わらない物語」の魅力
30周年、アニメ化と盛り上がりを見せる
中、著者の逝去で惜しくも未完となってし
まった『グイン・サーガ』。本企画では湿っぽい

今年デビュー 30 周年を迎えるマンガ家と

と銘打って、トランスフォーマーな玩具とか

話は抜きにして、
「終わらない物語」となった

ます。クロージングが遅れると家にたどり着

り・みきを囲んで、イントロクイズ大会やレ

を持ち寄って、DVD を観ながらみんなでワ

シリーズの魅力や、超長篇に付き合うことの

けなくなる参加者の方がいますので、時間に

アな映像の上映などを行います。

イワイ盛り上がろうというルームパーティで

苦楽をファン二人が語ります。
『グイン・サー

す。時間は、土曜日 24 時〜 27 時位までの

ガ』のことなら自分に任せろ、という人から、

予定です。

途中で挫折した人、アニメで興味を持った人

なりましたら朝食は終了させていただきま
す。
大会参加者は一般のお客様の朝食会場は使
用できません。時間に遅れますと朝食が食べ
られませんのでご注意ください。

ルームパーティとは別に企画もやるのでよ
ろしくね。

興味の有る方は、どうぞお気軽に遊びに来
てください。
詳しくは、http://jrx.tf/ をご覧ください
（携帯対応ページです）。

まで、どなたの参加も歓迎です。皆さんと一緒
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ルの部屋割り等の紙をはさんで掲示する、ク

○当日スタッフ募集

◆ Cafe Scifi+tique's「バー・貴腐人」

に楽しい時間を過ごしたいと思います。

003

第四十八回日本ＳＦ大会

◆「ケータイ捜査官７の部屋」
−ケータイについて語る−
今年の 3 月に TV 放映が終了した『ケー
タイ捜査官７』は近年まれに見る良質のエン

さらに、怪獣・怪人王にして『すごい科

それがあっというまにホビーロボットが個

学』でおなじみの長谷川裕一も、普段は語れ

人の手に届くものになり、また等身大ロボッ

ルールによって、一つの物語を紡ぎ上げる。

ないウルトラ世界について語ります。

トの進歩も目覚ましいものがあります。

それが TRPG です。

こ

いつぁ、熱いぜ！

今回は最新の人型ロボット事情について、

マスターとプレイヤーの対話と、簡単な

言葉だけは知っている方や、どのように遊

小説家で RobotWatch 記者の大林憲司氏を

ぶのかわからない方のために、体験会を開く

ドラマでした。しかし、視聴率が振るわなかっ

◆ Reno を応援しにワールドコンへ行こう !

司会に、JRPROPO の澤和孝氏、そして実

ことにしました。

たこと、放送地域が少なかったことにより作

今年のワールドコン Anticipation の開催

際に等身大の女性型ロボットを作ってしまっ

品の魅力にふれていない方もいらっしゃるの

地はカナダのモントリオール。このモントリ

た産業技術総合研究所の梶田秀治氏を迎えて

ではないでしょうか？

オールでの開催は Nippon2007 のサイト

のパネルディスカッションを実施します。

タテイメントでありジュブナイルであり SF

TRPG とはどういうものなのか、その空
気を知る一助になればと思います。
◆地球テレビ〜走査線は語る〜

セレクションで決定しました。そう、ワール
ドコンの開催地は 2 年前のワールドコンで

ブレイバーたち、および作品について熱く語

決まるのです。今年決まるのは 2011 年の

日本 SF は、日本に入ってくる海外作品ほ

像作品が比較的手軽に見れる時代が来ていま

る部屋です。

開催地。私達「はるこん実行委員会」は現在

どではありませんが、翻訳され海外で出版さ

す。しかし、世界は広く深い。まだまだ知ら

立候補している Reno の日本エージェント

れています。

れていない映像作品は沢山あります。地球テ

◆空想音楽大作戦 2009

を務めていますから、ぜひ皆さんに協力して

「空想音楽大作戦」は SF 作品にまつわる音

欲しい !

楽を紹介する、
「音」にこだわったイベント

を解説しつつ、どうやったらそれに参加でき

です。

るかをご案内します。

今年のテーマは「手塚治虫の音楽世界！」。
手塚治虫原作のアニメ・特撮ドラマ・映画な

という訳で開催地決定までの流れ

さあ、モントリオールに行って Reno に
投票しよう !

どの音楽を秘蔵音源をまじえて紹介。 冨田

◆日本 SF はいかにして輸出されるか

でも、この翻訳、日本での「翻訳」と少し
事情が違うようです。
分かりやすく解説して頂こうと思います。

衛星放送やネット動画など、世界各地の映

レビは、あまり知られていない海外作品や日
本のアニメの海外版などの紹介を行なうとと
もに、ただ単に見せるだけでなく（なるべく）
その背景や内容にも触れていこうという企画

◆塩原アニメわや
アニメは究極の総合芸術です。そこには絵

です。昔懐かしい映像も出るかもしれません。
ちょっと覗いて見ませんか？

があり声があり音楽があり、時間の中で変化

勲、宇野誠一郎、樋口康雄など、そうそうた

◆海底牧場 707 番地〜フィクショナルサイ

する動きや映像のリズムが、独特の世界を発

る作曲家が手がけた手塚作品の音楽の魅力に

エンスセミナー

生させ、物語を紡いでいきます。文字で表現

今年マンガ家デビュー 30 周年を迎えると

されるシナリオは、その設計図であり、ごく

り・みきの軌跡を作品や当時の写真・映像を

一部に過ぎません。

交えながら振り返ります。

迫ります。

今回のテーマは「地球シミュレータは海洋
プランクトンの夢を見るか Part2」。昨年 7

◆超絶科学メテオールで守ります！

月 20 日に阿佐ヶ谷で催した「見学ナイト〜

アニメでなければ実現できない物語とは何

歴代ウルトラメカの部屋

深海の夜 #2」の続編です。ついでに、世界

なのか。その楽しみ方は、どうすれば深めら

「ビートル、ホーク、アロー……どれもいい

シミュレータともいえる仮想世界 "Second

れるのか。この企画では、「BS アニメ夜話」

機体だった」

◆とり・みき 30 年の軌跡

◆ SF マガジンの今までとこれから
今年 12 月で 50 周年を迎える SF マガジ

などでおなじみアニメ評論家である氷川竜介

ン。イラスト SNS「pixiv」でイラストコン

そこでのアバターたちの社会人類学的な考察

（SF 作家クラブ会員）が、いくつかの実例

テスト「Sync Future competition」を開

一筋に生きてきた整備長に涙した、ウルトラ

を交えます。

をもとに「アニメにはこういう楽しみ方もあ

催するなど、新しい動きにも注目が集まって

る」ということを皆さんにお伝えします。

います。

メカファンも多いはず。
架空戦記作家にしていろものメカ研究家の

◆人型ロボットの現在と未来

佐原晃が、長年の研究成果である知られざる

フィクションの中にしか存在せず、つい最

ウルトラメカ史について、思いのたけをぶつ

近まで大手企業の研究でしか見かけなかった

けます。

人型ロボット。

そんな SF マガジンの今までとこれから
◆ TRPG 体験会
TRPG（テーブルトーク・ロールプレイン
グゲーム）ってなんだろう？

9
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『ウルトラマンメビウス』で、各組織の整備
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本企画は、「五代ゆう」様「篠崎砂美」様
をメインゲストに迎え、主役（？）のフォン

を、前編集長の塩澤快浩さんと現編集長の清
水直樹さんの座談会でお届けします。
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毎回、ヒーローの必殺技や女性型ロボット

ないので、ロシア SF の予備知識が皆無な人

「'75 年の SHINCON のとき横浜から神戸

限定必殺技について検証、ＳＦ的な考証をつ

でもついてこられる、ぬるい企画を目指しま

まで船を出そうとしたんだよ。船上大会を

けてきた必殺技研究所ですが、今回は「悪の

す。ロシア語通訳つき。

やろうと思ってね」——去年９月、“野田昌

組織」について考証、検討いたします。

◆ファンダム昔話の部屋

宏さんを偲ぶ会”パーティ会場のラウンジ

ＳＦならではの、まともな組織、まともで

で、あべさんからそんな昔語りを聞きまし

ない組織などについて、知識豊富なパネリス

た。最初の“ドンブラコン”企画に先立つ

トと参加者の皆さんで、
楽しく盛り上げます。

こと 17 年前。'83 年、当時機動力を誇った

先ごろ逝去された中里融司氏を忍び「きっ

DAICON Ⅳでも立案こそされたが実現しな

とこんなのには燃えるはず」な内容にしてこ

かった船上大会。それは 35 年も前に既に夢

うと思います。

た。素敵なネタでしょ。他にもあっと驚きの

ファン企画です。
※出来る限りリアルタイムなネタについても

◆カモネギシスターズ

お話できたらと思いますが、連載中の『魔法

2002 年……アドコンの地、丹沢の山で
神が降りた……。
2003 年の T-con2003 でデビューしたイ
ンディーズダンスユニット、カモネギシス

◆おぼろげ絵画教室
毎年恒例のアレです。プロの漫画家や絵描

えられているが、2007 年の Nippon2007
で 世 界 デ ビ ュ ー を 果 た し、2009 年、 デ
ビューしたこの地に戻ってまいりました。

やりましょう。ひとつのお題に対し、ヒント

今夜の凱旋ライブをお楽しみください。

生き証人で、現在も SF 大会スタッフを続け

はみっつ。何が何でもそこから導き出して描

る、長老世代の一人。そして同世代の門倉純

く！

一さんは元連合会議議長、'77 年 HINCON

のものを全然知らない方のほうがびっくりで

実行委員長。現在まで一貫してＳＦ大会で企

SF な作品を描きあげることが、何と多いこ

排ガスもクリーンになってきた昨今の自動

画を続けていらっしゃいます。司会は、ファ

とよ。さあ、今年もいってみましょう！

車。モータースポーツの世界でもメタノール

というのがお約束。結果としてお題そ

◆ロシア SF は日本の夢を見るか？

か？

ロシア、ペテルブルクの出版社、テラ・ファ

あの『ペイル・コクーン』の吉浦康裕

監督の最新作です。
人間と見間違うばかりのアンドロイドが一

時代の要求にこたえて、燃費が良くなり、

テム）が採用されるようになってきました。
……でも、何か違う。僕らが夢見ていたサイ

ンタスチカのチーフ・エディター、ヤナ・ア

バーフォーミュラはどうなったのか？

シマリナさんが来日します。

して実現不可能な技術なのか？？

果た

現在の教育環境と SF との関係を探りつ
つ、明るい SF 教育の未来を探ります。また、
大会参加者の高齢化を踏まえ、豊かな老後を

この企画

◆ SF センター試験
さあ、合宿大会恒例の「SF センター試験」
です。
難問・奇問・珍問を用意しました。形式は
全て 4 択。
スタートは 7 月 4 日、スーベニールを受
取った時点。終了は 7 月 4 日 17:00。
提出先は実行委員会本部（菊）。

テラ・ファンタスチカはソ連崩壊後すぐに

ではサイバーフォーミュラを実現するにはど

今年は『本の雑誌』にも掲載されました。

立ち上げられた SF 出版がメインの出版社。

んな問題があるのかを面白おかしく考えてい

皆さんのチャレンジを待っています。

作品。本企画では作品の第 1 話（act1）の

も権威ある SF 文学賞「遍歴者賞」の主催者

上映を行うとともに吉浦康裕監督・アニメ評

でもあります。ソ連時代から日本のヲタ者た

論家の氷川竜介さんをお招きして、作品の見

ちと交流があり、彼女自身も日本ヲタである

どころ・作品にかける想いを思う存分語って

ヤナさんに、SF に限らず、ロシア国内のヲ

いただきます。

タ者たちの動向、まだまだ続くロシアの日本

◆那州雪絵ファンの集い

ブーム、日本ネタ SF の隆盛等々、その場の

・魔法使いの娘について←今回のメインの予

ノリと流れでいろいろとお話を伺います。

定

主催者自身、ロシア SF に詳しいとはいえ

きます。
◆自主編集動画上映会
◆セガを語る
いつもどおり、だらだら語ります。

あの仮説げんし研究所が帰って来た！
仙台の夜を彩り、横浜の昼にも出没した自
主編集動画の数々が三度あなたの前に姿を表

・
『ここはグリーンウッド』について

します。
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「ロシア幻想文学作家会議」や、ロシアで最

〜中里氏に捧ぐ〜

◆日本 SF 教職員組合第 20 回定期大会

生涯 SF 学習として展望します。

緒に生活している日常の一コマを描いたこの

◆ＳＦ系必殺技研究所 最終回

dnalibrary.secret.jp/gwkikaku09.html

◆サイバーフォーミュラは実現可能か？

の使用や KERS（運動エネルギー回生シス

ンダム史にうるさい小浜徹也が務めます。

みなさん、『イヴの時間』って知ってます

企 画 に つ い て の 案 内 サ イ ト → http://

プログレスレポート

とちぎＳＦファン合宿
T-con 2009

きと一緒に同じ土俵で真剣勝負をノリノリで

◆『イヴの時間』上映会

使いの娘』のみ、単行本レベルのネタバレ設
定でお願いします。

あべさんは 1970 年代東京ファンダムの

秘話が満載。皆様ふるってお越し下さい。

などについて、那州雪絵について語り合う

ターズは作家 N 氏のスランプを治したと伝

見られていたのでした。その場で小浜は“ファ
ンダム昔話”企画を復活させようと決めまし

・那州雪絵と作品のルーツについて

諸般の事情で今年が最後の企画となります
が、よろしかったらご参加ください。
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◆ささやかな菌類のふしぎ展
昨年末、君は上野の森の「菌類のふしぎ展」
を見たか？

見た人も見なかった人も、ご覧

あれ。あの八丈島の光るキノコ、ヤコウタケ

◆しおばら T9
T-con2003 で大好評を博した「遊コン！
T3」が「しおばら T9」として帰ってきま

す。T-con2009 の記念に、ぜひお買い求め
ください。数に限りがございますので、お買
い求めはお早めにどうぞ。

した！

●ぬいぐるみ参加者の部屋
時間：5 日 03:00 〜 04:00
みなさんのお部屋です。なかよくしたり、
のんびりしたり、しましょう。

「遊コン！ T3」は 2 泊 3 日の合宿型大会

なお、
「しおばら T9」では、現在、以下

いつものとおりの名簿は、つくれるかな？

舌そっくりのカンゾウタケ、グニョグニョ

のなかで、休憩所と親睦・交流の場を兼ねた

の企画が開催されることになっております。

おかげさまで今年で 12 回目の開催です。ぬ

したキクラゲ、数時間でトランスフォームす

スペースとして設けられたのですが、ふたを

「シール君端末」

いぐるみを同伴しなくても参加できますの

る粘菌（変形菌）……そんな「こんなんが本

開けてみれば当初の予定を大幅に上回る参加

「SF 囲碁」

で、お気軽にお越しください。

当に地球上に生えているの？」という菌類た

者にご来場いただきました。
その盛況ぶりは、

「なぁボードゲームをやろうじゃないか !!」

（グリーンペペ）がやって来る！

ちの写真、標本を並べて展示します。

「大会内大会」とも呼べるほどでした。

「ぬいぐるみ参加者の部屋」
「NERF 射的屋」

◆小さなお茶会

今回の「しおばら T9」も、ぜひ楽しい場

また、以下の投票箱も設置されています。

● NERF 射的屋
スポンジの弾を空気圧で撃ち出すスポー
ツ・トイ、NERF による射的です。

にしたいと思っております。スタッフ一同、

「暗黒星雲賞」

お菓子やおつまみを狙ってください。

画です。一回が約 10 名のお茶会です。

そのために「全力で」お手伝いさせていただ

「ベスト地球・海洋 SF ファン投票」

けっこう当たるもんですよ、コレ。

きます。

「小谷杯・マスカレード賞」

ゲストの方と参加者が、お茶を飲みながら
おしゃべりを楽しむことができればと思って

久しぶりに会ったお友達との歓談。いつも

おります。着飾らない歯に衣着せない話のな

会っている仲間との、いつもとは違う話。初

かから、ゲストの思わぬ一面を知る事ができ

めて会った人とも語り合える場。もちろん、

るかも知れません。

おひとりでくつろぐのも良いでしょう。企画

SF 大会初心者や、ゲストと話された経験

の合間の一休みにも、ぜひご活用ください。

の少ない方にお薦めです。受付は先着順です。

皆さまのお越しを、心よりお待ちしており
ます。

【しおばら T9】に置かれた投票箱の紹介
●第 19 回暗黒星雲賞 投票
今年もあります暗黒星雲賞。

【しおばら T9】で行われる企画の紹介
●シール君端末

SF 大会に関係するものなら何でも、良い
悪いに関係なくどんな理由でもいいから投票

いつものシール屋さんは、実行委員会ス

してください。クロージングで表彰しちゃい

タッフとしてコキ使われているので、今年は

ます。今年の受賞者はあなたかも知れません

お休みです。

よ。

なお、それぞれの参加ゲストや詳しい時間・

もし、あなたがなにか「突発的に企画を思

場所などについては、本部（菊）に設置して

いついてしまった」という時も、どうぞ「し

ありますパーティボードや時刊新聞などでご

おばら T9」においでください。
「しおばら

確認ください。

T9」のスタッフに相談していただければ、

んご自身で「シールコレクション」用のシー

その企画にふさわしい場所と時間をご用意で

ルを作ることが出来る専用システム「シール

人間は環境と無関係には存続できないこと

きると思います。
「しおばら T9」
スタッフは、

君」の開発に成功しました。ただ、マシンの

を考えると、外挿（Extrapolation）を駆使

SF 大会をフルに楽しむための「場」として

数をあまり用意できなかったので、時間帯に

する SF が、人工的環境だけでなく、その惑

よっては混み合うことがあるかも……。

星の大気や陸や海や生態系や惑星そのものに

「しおばら T9」を活用していただけるよう、
皆さんのご相談をお待ちしております。

しかしご安心あれ。我々は、参加者の皆さ

でも大丈夫ですよね。プログレスレポー
トをちゃんと読んでいた良い子のみんなは、
ちゃんと自分のシールをたっぷり作ってきた

まで外挿してこそ面白い。そういう作品を、
今年も応援し、隠れた名作を紹介します。
ノミネート作品リストは、次ページ以降を

よね。

ご覧下さい。

● SF 囲碁

●小谷杯・マスカレード賞 投票
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「しおばら T9」には、皆さんにくつろい
でいただくため、お酒や各種飲み物、簡単な

●ベスト地球・海洋SFファン投票

プログレスレポート

とちぎＳＦファン合宿
T-con 2009

「小さなお茶会」は、文字どおりの小さな企

おつまみなどを用意しております。
また、一本木蛮さんのイラストを入れた特
製ステンレス・マグカップを販売しておりま

今年も碁盤があります。ただそれだけです。

恒例になっている「小谷杯・マスカレード
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賞」を塩原で開催いたします !!
皆さんは 2003 年の T3 の時の事を覚え
ていますか？
あの時と同じ会場で、みんなで盛り上がれ
たら嬉しく思います。

2 0 0 9 年 地 球・海 洋
S F フ ァ ン 投 票
ノ ミ ネ ー ト 作 品 リ ス ト
人間は環境と無関係には存続できないこと

今回は大会期間が短いこと＆前回の教訓を

を考えると、外挿（Extrapolation）を駆使

踏まえまして、エントリー制とさせていただ

する SF が、人工的環境だけでなく、その惑

きました。エントリーされたコスプレイヤー

星の大気や陸や海や生態系や惑星そのものに

さんたちは是非とも会場を歩いていただい

まで外挿してこそ面白い。そういう作品を、

て、大いに PR をお願いします。

今年も応援し、隠れた名作を紹介します。

ら T9」に置いてあります。もちろん組織票

・「ジェミニの方舟—東京大洪水」

投票締切は 5 日 01:00。審査員は小谷真
理さん、牛島えっさいさん、一本木蛮さんで
す。
最優秀者賞はじめ各賞を設けていますの
で、どんどん競ってください。

スティーヴン・バクスター、早川書房）
・
「少年探偵団ザ・スリー 1. 幽霊船／ 2. ア

（宮崎駿監督）

（原著 2007、ウルフ・ブランク）

・「pieces of love つみきのいえ」

・
「黎明の星」

（加藤久仁生監督）

（上下、原著 2003、ジェームズ P. ホー
ガン、創元ＳＦ文庫）

クス」

・
「日本海の海賊を撃滅せよ！」

（1978 作品のメモリアルボックス化）
（Boichi

（2007-08、斉藤 洋、偕成社）

文庫化、上田早夕里、ハルキ文庫）
玩具館綺譚」

（大塚志郎、小学館）
・「水武士」

（ローランド・エメリッヒ監督）

（黒背骨実角、小学館（付録冊子のみ））
・「万祝［まいわい］」

（マイクル・コニイ、河出書房新社、新訳）
・
「水棲人」

（石神茉莉、講談社ノベルズ）

早

川書房・SF マガジン）

星／ 2. 101 号室の謎を追え／ 3. 海底神殿」
（2007-08、星さいか、光文社）
・「アルワラの潮の音」
早川書房）

・「RD 潜脳調査室」
（アニメとコミック、他）

（パトリシア・Ａ・マキリップ

小学館）

・
「フェレットの冒険１・海の救助隊」
法村里絵）

・
「インパクト・ゼロ」
（ガブリエル・ブログナー監督）

・「妙なる技の乙女たち」
ポプラ社）

（上中下、原著 2004、フランク・シェッ

景

そして真実」
（小林誠、モデルアート社、ゲーム向け
イメージ画）

・「山根公利メカ図鑑」

( 光文社コミック叢書“シグナル”14）
・
「アイ〜光と水のダフネ〜」
（上下、士貴 智志、シリウスコミックス、
コミックス下巻刊行が 2008)

イン・ブルー」）
・「アニメーター逢坂浩司イラスト＆ワーク
ス」
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・「深海のＹｒｒ」

・「HYPER WEAPON 2008: 狂気の原風

（山根公利、エムディーエヌ、「タイドラ
（アニメ・コミックス賞）
・
「星野之宣 SF 作品集成 1 CONTINENT」

（海外小説・実写作品賞）

（衣谷遊、講談社）

・
「チェンジリング・シー」

（リチャード・バック
小川一水

（望月峯太郎、講談社）
・「極東綺譚」

（
「紅色海洋」の、ほんの一部、韓松

・「迷宮の冒険ファンタジー １. 海の北斗七

・「マリンハンター」

グ監督、3D 映画）

・
「ハローサマー、グッドバイ 」

（2003 単行本を大幅改稿して 2008

講談社）

（水無月すう、集英社）

・
「紀元前１万年前」

・「火星ダーク・バラード」

ツィング、ハヤカワ文庫 NV）

・「HOTEL」
・「セブンオーシャン」

（ジュール・ヴェルヌ、エリック・ブレヴィ

路東、砂漠をこえろ !」

（小川一水

・「未来少年コナン 30 周年メモリアルボッ

・
「センター・オブ・ジ・アース」

・「イーゲル号航海記 １. 魚人の神官／ 2. 針

（
「フリーランチの時代」所収

漫画：正吉良カラク）
・「崖の上のポニョ」

トランティスを救え !」

ク文庫）

（高嶋哲夫、集英社）

・「人魚と提琴

（上下巻、原作・監修：石黒耀「死都日本」、

プログレスレポート

とちぎＳＦファン合宿
T-con 2009

（国内小説・実写作品賞）

・「カグツチ」

ラー、ジャック・ダブラル、ソフトバン

●新作部門（新作部門対象作品）

に一票を投じて下さいね。投票箱は「しおば
もアリですよ（笑）。

＜タイム・オデッセイ 2 ＞」

（原著 2005、アーサー・C・クラーク、

（上下、原著 2005、クライブ・カッス

また、一般の参加者の方々には投票所を設
けますので、気に入ったコスプレイヤーさん

・
「太陽の盾

（「絢爛舞踏会 ザ・マーズ・デイブレー
ク」、角川書店）
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（ノンジャンル・クロスオーバー作品）
・
「階層構造の科学

●オールタイムベスト部門−ベスト５

宇宙・地球・生命をつ

なぐ新しい視点」

５を選びます。古代遺跡や水棲人の街ではな

（坂口秀、草野完也、末次大輔、東京大
学出版会）

く、大勢の現代人が居住している人工都市を
対象とします。

・
「イルカと、海へ還る日」

・「動く人工島」

（ジャック・マイヨール著、関邦博編、
講談社文庫、1993 刊行の改訂版）
・
「AQUANAUT'S HOLYDAY - 隠された記
憶 -」

（1895、ジュール・ヴェルヌ）の〈ス
タンダード島〉
・「海底都市」
（1947、海野十三）の〈スミレ地区〉

（PlayStation3）
・
「ありえない !?
る進化の新事実

今回は海底都市・浮遊都市 SF からベスト

生物進化論

・「海底の地震都市」
データで語

クジラは昔、カバだった！」

迫る」

・「ジャイアントロボ」

・
「ディープアクエリウム 奇跡の深海」

（1967-68、横山光輝＋小沢さとる）

（ニンテンドー DS）

・「緯度０大作戦」

・
「Second Life」

（1969、東宝映画）の理想郷都市〈緯

（Linden Lab 社、2008 に物理モデル
を Havok4 にアップグレード）

度０〉
・「わが赴くは蒼き大地 」

・
「くじら号のちきゅう大ぼうけん 深い海の
いきものたち」

（1974、田中光二）の４つの海中都市
・「 ブ ル ー シ テ ィ ー」 ／「 バ ト ル ブ ル ー

（さとうたかこ、絵本）

PILOTS」
（1976/1984、星野之宣）の〈ブルー

●オンライン作品・同人誌部門
キャ

プテン・クロノの漂流記」（zenk ∞）
：http://chikyu-to-umi.com/cgi/
diary/archives/594.html
・MYSTIC LIFE（たみとし）
ne.jp/% 7Etamito/third.htm
・ブルートラップ（たかろく）
：http://members.at.infoseek.co.jp/

シティー〉／〈バトルブルー〉
・「海底基地 SOS」
（1977、高橋泰邦）の〈世界連邦海洋
開発機構 UES16072〉
・「アフロディーテ」
（1980、山田正紀）の海上都市〈アフ
ロディーテ〉
・「大漂流」
（1984、田中光二、怒りの大洋三部作）
エネルギー自給型・漂流型の洋上居住シ

（1989、斉藤英一朗

イモン〉
朝日ソノラマ）

の海上浮遊都市〈わだつみ 〉

・「アクアポリスＱ」
（2006、津原泰水）の〈アクアポリスＱ〉

・
「海洋戦闘ダイバード」
（1989、遠藤明範）の海上都市〈ダイ

※ノミネートリストは随時更新されていま

ナス・シーアイランド〉と〈エルザス〉

す。最新版は WEB サイト (http://chikyu-

・
「万物理論」

to-umi.com/sf/sf_best09.htm) をご参照

（1995、グレッグ・イーガン）のバイ

下さい。

テク珊瑚礁島〈ステートレス〉
・
「ソリトンの悪魔」
（1998、 梅 原 克 文 ） の 海 上 情 報 都 市
〈オーシャンテクノポリス〉
・
「スタンダードブルー」
（1999、
宇河弘樹）の環状海上都市〈ス
タンダードブルー〉
・
「西の 22 −最終戦争シリーズ (2)」
（2000、山田ミネコ）
・
「G ‐ SAVIOUR」
（2000、ガンダム映画、日米共同制作）
の深海農業研究施設
・
「ゼリーフィッシュ・ガーデン」
（2002、上田早夕里、未刊行）の浮遊
型海洋実験都市〈ブルー・モジュール〉
・
「深海の大河—セス・コルトンシリーズ〈2〉」
（2003、エリック・ローラン、小学館）
・
「復活のヴェヌス−ヴェヌスの秘録４」
（2003、タリス・リー）の海底ドーム
都市〈ヴェヌス〉
・
「9S

ナイン・エス」

（2003、葉山

透）の循環環境実験施

設〈スフィアラボ〉
・
「総合海洋研究グループ」
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：http://www2u.biglobe.

sairennan/bt.start

タウ〉
・「青の６号」
（1967、小澤さとる）の〈青のドーム〉

（大河内直彦、岩波出版）

・
「“SPINKLES”スピンクルスの惑星

スン、あかね書房）の海底都市〈クラカ

（2004、士貴智志）の深海実験都市〈ノ

プログレスレポート

とちぎＳＦファン合宿
T-con 2009

（北村雄一、サイエンス・アイ新書）
・
「チェンジング・ブルー：気候変動の謎に

（1958、F・ポール & J・ウィリアム

ステム〈ポセイドニア〉
・
「深海伝説・臥竜篇」

（2003、
山之内照海）の浮遊人工島〈亀
の子島〉
・
「アイ〜光と水のダフネ〜」
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周辺商店のご案内
ホテルニュー塩原近辺で、買い出しが出来る

100 円ショップのダイソーも同じ店舗内に

■セブンイレブン・那須塩原駅西口店

■スーパーセンター・オータニ・西那須野店

お店の情報をまとめてみました。前ページの

あります。場所は那須塩原駅西口から 2 キ

所在地：栃木県那須塩原市方京 1-1-1

所在地：栃木県那須塩原市東三島 5-89-1

地図と合わせてご覧になってください。

ロくらい。

電話：0287-65-4711

電話：0287-39-1511

営業時間：24 時間

営業時間：午前 10 時〜午後 10 時

■ホテルニュー塩原・売店
■コンビニエンス・レインボー塩原

酒類：あり

酒類：あり

電話：0287-32-2611

所在地：栃木県那須塩原市塩原 2386-1

ソフトドリンク類：あり

ソフトドリンク類：あり

営業時間：午前 7 時〜午前 0 時

電話：0287-32-5234

菓子類：あり

氷：あり

酒類：あり（ウィスキーは無し）

営業時間：午前 7 時〜午前 0 時

紙コップ類：あり

菓子類：あり

ソフトドリンク類：あり（2 リットルのペッ

酒類：あり

文房具：あり

紙コップ類：あり（パーティ用の大皿は無し）

トボトルはなし）

ソフトドリンク類：あり

備考：那須塩原駅の西口を出て徒歩 2 分く

文房具：なし

菓子類：あり

菓子類：あり

らい。新幹線を使ってお越しの場合は、この

備考：飲み物類と惣菜関係が充実したスー

紙コップ類：あり（パーティ用の大皿は無し）

紙コップ類：あり（パーティ用の大皿は無し）

お店が会場直通バスにお乗りになる前にご利

パーマーケットです。

文房具：なし

文房具：あり

用いただける最後のコンビニです。なお、自

備考：ホテルニュー塩原西館 2 階（フロン

備考：会場のホテルニュー塩原より徒歩 3

家用車でお越しになる場合は那須塩原 IC か

■スーパーあさの・西那須野店

トのある階）にあります。筆記用具関係はサ

分。閉店時間は午前 0 時ですがそれより早

ら会場までに数軒のコンビニがあります。

所在地：栃木県那須塩原市南赤田 323-2

インペンだけ売っています。カップ麺、菓子

く閉店することがあるそうなのでご注意を。
■カワチ・西那須野店

営業時間：午前 9 時〜午後 6 時

■スーパー坂位屋

所在地：栃木県那須塩原市西三島 1-155-4

酒類：なし

類、500ml のペットボトル飲料、等がそろっ
ています。

電話：0287-37-6282

電話：0287-37-4737

ソフトドリンク類：あり（2 リットルのペッ

電話：0287-32-2426

営業時間：午前 10 時〜午後 8 時（年中無休）

トボトルはなし）

所在地：栃木県那須塩原市島方 455

営業時間：午前 9 時〜午後 7 時 30 分

酒類：あり

氷：なし

電話：0287-67-2460

酒類：あり

ソフトドリンク類：あり

菓子類：なし

営業時間：午前 9 時〜午前 0 時（年中無休）

ソフトドリンク類：あり

氷：あり

紙コップ類：なし

酒類：あり

菓子類：あり

菓子類：あり

文房具：なし

ソフトドリンク類：あり

氷：あり

紙コップ類：あり（パーティ用の大皿は無し）

備考：生鮮食料品に特化した青果店ですので、

氷：あり

紙コップ類：なし

文房具：あり

それ以外のものはあまり扱っていません。

菓子類：あり

文房具：なし

備考：もとはドラッグストアだったお店で、

紙コップ類：あり

備考：会場のホテルニュー塩原より徒歩 4

現在はスーパーマーケットになっています。

文房具：あり

分。いわゆる「田舎のよろず屋さん」という

東京方面から国道 4 号線でお越しになる場

備考：自家用車で会場まで出向く方やルーム

感じの店。

合は会場へのルート途中にあるので便利で

パーティを予定している方にはこの店をお勧

す。品揃えはイオンスーパーセンターには及

めします。100m × 400m の巨大な売り

びませんが、それなりに豊富です。

場を備えた総合スーパーマーケットです。酒
類・飲食類、どれも品揃えが豊富です。また
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所在地：栃木県那須塩原市塩原 614-2
■イオンスーパーセンター・那須塩原店
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けーたいにぽい！
大会期間中に T-con2009 に関する情報を、
参加者のみなさまの携帯アドレスにお届けす
る企画です。
企画の時間変更や企画場所の変更、ゲスト

2010年の日本SF
大会開催決定！

来年の第 49 回日本ＳＦ大会は「2010
TOKON10」東京開催です。
1990 年の TOKON9 以来、栃木（２回）
、

編集部からのお知らせ
●プログレスレポートは PDF です。
今回も、プログレスレポートは PDF ファ
イルでお届けしました。皆さんには、ダウン
ロードなどのお手間を掛けてしまいますが、

T-con2009 概要
●開催日程

2009 年 7 月 4 日（土）〜 7 月 5 日（日）
★一泊二日の完全合宿型 SF 大会です。
●参加費

の到着連絡などをメールにてお知らせいたし

ヨコハマ（４回）やチバシティなど、このと

印刷物を配布する従来の方法に比べ、圧倒的

ます。

ころ地方開催ばかりが続いていましたが、東

なコストダウンをはかることができました。

／中学生…13,200 円／小学生…9,600 円

京も寝ていたわけではありません。雌伏２０

電子化によって節約できた経費は、企画の充

／未就学児…7,200 円／ 3 歳未満…無料

年、ようやく起き上がりました。電脳金魚た

実など、大会をより楽しくするうえで必要な

ちの大冒険が始まります。来年は東京でお会

分野に振り分けていきたいと思います。

深夜の、パーティー情報や突発企画、マグ
ロ情報などもやってみたいです。
ご登録いただいたアドレスは大会の終了
後、約１週間で抹消いたします。
あくまでも、試験的に行う企画です。

企画参加中は必ず【マナーモードにセット】
をお願いします。
ご希望のかたは、poi@t-con2009.jp ま
で空メールをお送りください。
このアドレスで参加者からの面白投稿も受
け付けています。

T-con2009 ディーラーズルームで受付を
開始いたします。今なら参加費は１万円。実

します。
●ご質問やご意見をお待ちしています。

★学齢は大会当日現在となります。また、
栃木県に在住の方には「県民割引」制度がご
ざいます。
●開催地
〒 329-2992

行委員会による受付窓口は限られています。

プログレスレポート編集部では、皆さんか

T-con2009 会場で申し込めば郵送や振込の

らのご意見、ご質問をお待ちしております。

手間が要りません。このチャンスを逃す手は

大会に参加するうえで知りたいこと、大会運

ありません。賢いあなたなら TOKON10 の

営に関するご意見など、なんでもけっこうで

ブースにまっしぐら。TOKON10 参加費分

す。ご質問のなかで、参加者の皆さんに知っ

実行委員会へのご連絡は

を忘れずに別ポケットに入れて塩原にお越し

ていただきたいと私たちが判断したものにつ

●実行委員会【総合窓口】

下さい。

いては、いつの日かなんらかのかたちでお答

〒 328-0075

えします。それ以外のご意見、ご質問につき

栃木県栃木市箱森町 25-68

また、
ルームパーティーも行ないますので、

栃木県那須塩原市塩原 705
ホテルニュー塩原

こちらにも是非お立ち寄りください。
（真夜

ましても、担当部署に責任をもって転送いた

第四十八回日本 SF 大会 とちぎ SF ファ

中のオークション、お宝があるかも）

します。

ン合宿 T-con2009 実行委員会

■大会名称：第四十九回日本ＳＦ大会

ポートの最後をご参照ください。

ご質問、ご意見の宛先は、本プログレスレ
愛称：２０１０ ＴＯＫＯＮ １０
（ニィマルイチマル トコン イチマル）
テーマ：首都大会ＥＤＯ
─電脳金魚の大冒険─
■期日：2010 年 8 月 7 日（土）
・8 日（日）
■ＵＲＬ：http://tokon10.net/

企画関連のお問い合わせは、こちらへ。
電子メール :planning@t-con2009.jp
●スタッフ管理部
スタッフ関連のお問い合わせは、こちらへ。
電子メール :staff@t-con2009.jp
● Web
http://www.t-con2009.jp
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■場所：タワーホール船堀（東京都江戸川区）

電子メール :info@t-con2009.jp
●企画局
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会場で電波が届くかはやってみなけりゃわ
からないけど、よろしく。

皆さまのご理解とご協力に心から感謝いた

いしましょう！

一般…32,000 円／高校生…18,200 円

■参加費：一般１万円（2009 年末まで）
、
学生６千円、登録参加３千円
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