


※応募は終了しました。

https://www.ganganonline.com/award/gensakusyaaudition.html
 
 



発表

審査結果は、ガンガンONLINE誌上にて行います。
※応募は終了しました。

結果発表はこちら!

応募要項

募集内容

少年マンガの原作になりうる内容の作品のマンガ原作プロット

応募作品の規定

https://www.ganganonline.com/award/gensakusyaaudition_results.html


○マンガ原作プロット

1枚目に「作品タイトル」、「ペンネーム(ペンネームを使われない方は本名)」「マンガ原作のあ
らすじ」を入れてください。(あらすじは1000字以内。物語の始まりから、現状考えている物語の
一区切りとなる結末まで明記してください。)
2枚目にマンガの1〜3話の各話あらすじを、それぞれ300文字以内で明記してください。

※1〜3話までの毎話、主人公の活躍や驚きの展開が用意されていることが望ましいです。

○実力がわかる小説作品

・小説家になろう等のWEBで公開済みの作品の場合
作品タイトルとその作品を読むことができるページのURLをメール本文に記載して、ご応募くだ
さい。

・商業出版または個人出版した作品の場合

単行本や同人誌の見本を郵送、もしくはテキストデータにしてご応募ください。

郵送される場合は、マンガ原作プロットも同封してください。

・過去の受賞作品、落選作品の場合

テキストデータにしてご応募ください。

※テキストは１ページ42文字×34行の書式にして、ファイル形式は、Microsoft Word(doc,
docx)、PDF(pdf)、テキストデータ(拡張子が.txtのファイル)のいずれかで保存し、メール添
付形式でご応募ください。

応募資格

ガンガンONLINEでの連載を目指す方であれば、年齢・経験・応募作品制限一切不問。
 
 



（落ちましたｗ）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（落ちましたｗ）



作品タイトル：　『　ビンボー自炊マニュアル！ 』

（１）

 
作品タイトル：　『　ビンボー自炊マニュアル！ 』
 
ペンネーム　：　霧樹 里守（きりぎ・りす）
 
漫画原作粗筋：

 
とある事情から！突然チョ〜！貧乏に陥った、オレ！

しかしここで夢を諦めるわけにはいかんのだ！

がんばれオレ！

 
相談するというか、泣きついた大先輩からは、

ちょ〜簡単ビンボー自炊！　を勧められた！

 
しかしオレには調理実習の時に米を洗剤で洗ってしまったというトラウマが！

あああああ！

暗い過去を思い出してドン引くオレに、先輩はビンボー自炊の正義を力説！

 
恐る恐る、一歩を踏み出してみると…
意外や、これが…面白い！
　

…はまった！（＾◇＾）！
 
一年も経つと、すっかり自炊エキスパートに！

 
そして、可愛い後輩女子が！

去年のオレと全く同じ状況で！

ビンボーのどつぼに！

 
…オレさま手作りの、チョ〜簡単！自炊飯を！
手早くこしらえて、

御馳走して………
 
…みごと！　彼女の胃袋わしづかみ！



 
ハートをゲットした〜！！！！　　　　　（一巻の終わり）

 
 



◆あらすじ：

◆　第一話あらすじ：　「　救貧戦隊！ アニめしン！ 」
 
オレの夢は世界を駆けるアニメーター！親とは喧嘩別れしたぜ！

希望の会社に何とか就職できた！しかし初任給の低さに泣いた！

 
すでに仕送りは断たれ電気とガスも止められた！どうするオレ！

大先輩に泣きついた！オレと同じド貧民から名を挙げた実力者！

 
知らなかったがアダ名が「アニメシン！」アニメ界のメシの神！

「きさま農家出身のくせに農文協の魚柄大先生を知らんのかッ！」

 
料理経験皆無のオレ様！トラウマを語る語る！「よしわかった！」

あっという間に自炊道具一式が、オレの部屋に揃ったのだった…　　　（続く！）
 
 

◆　第二話あらすじ：　「貧乏人は、麦を喰え。」

 
調理実習の時に米を洗えと言われて洗剤をかけて洗って怒られた。

家にある調理道具？といえば冷蔵庫と電子レンジのみ！なオレ様。

 
「手もち残高３千円？給料日まであと十日？　楽勝じゃねぇか♪ 」
謎な大先輩。キツネ小路の百均と激安スーパーを飄々と練り歩く。

 
包丁まな板お玉しゃもじ土鍋…「千円札が消えたじゃないすか！」
泣くオレに、会社の備品のカセットコンロを借りてくれる大先輩。

 
「まぁ待て十分で美味いもん喰わせてやる」…アニメシン、発動！
「ほぁぁぁあぁ〜ッ！」「これ自分で簡単にできるぞ？」「…神！」　　（続く。）
 
 

◆　第三話あらすじ：　「　パンが買えないなら御飯を炊けばいいじゃなーい？　」

 
一番安い米２kgで千円札が消えた（涙）。「あと千円しかない！」



「余裕ｗ　あと塩と味噌と小麦粉とワカメと卵と…半額の野菜♪ 」
 
「うわぁぁぁぁ！残金が…ほぼゼロッ！　どうしようッ」（狂乱）
「あ〜まぁなんか緊急事態あったら給料前借りさせてやっから…」
 
「まずは基本の土鍋炊飯な」「その前に米の洗い方が解りません」

「とぐって言うんだが…別にとがなくても炊けるぞ？」「えっ？」
 
米と水を紙コップで同量ずつ計って土鍋に入れて入れて３０分待つ。

土鍋をカセットコンロに載せて弱火。待つこと１０分。「…旨ッ！」　　（続く？）
 
 
 
 



（執筆関連日誌）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（執筆関連日誌）



（2019年11月23日）　☆テキストネーム限定! マンガ原作者オーディション

https://85358.diarynote.jp/201911232301423390/

『 主人公の活躍や驚きの展開が用意されていることが望ましい
です。』

2019年11月23日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=Jpuff2Fm77g
【作業用BGM】和風 Japanese style BGM 17曲　秋山裕和 

おばんです。２２：３０です。時間切れ。（＾＾；）

昨日えっちらおっちら出かけた歯医者で、

治してもらった（はずの）ぐらぐらだった差し歯が…

はやくも昨日と同じぐらいグラグラ！（＞＜＃）！★

しかも痛い！（＝＝＃）！

まったくどんだけヤブなんだあの敗者ッ！（＞＜＃）！

（⇒「ハナシの話」…（＾＾；）…★）
https://85358.diarynote.jp/201706021848093174/

それはともかく。（－－＃）★

大？掃除して料理して洗濯して入浴して、仮眠して、

https://85358.diarynote.jp/201911232301423390/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201911232301423390/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20191123/85358_201911232301423390_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20191123/85358_201911232301423390_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20191123/85358_201911232301423390_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Jpuff2Fm77g
https://85358.diarynote.jp/201706021848093174/


「雑資料山」を読破して（ほぼ）捨てて、仮眠して、

「ツイッタ補遺」して…たら時間が無くなりましたが。（＾＾；）

前半作業の結果「脳内もすっきり♪」したので、コレ３つ用のネタが出ました☆

　　↓

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

☆テキストネーム限定! マンガ原作者オーディション
　https://www.ganganonline.com/award/gensakusyaaudition.html

　11月7日〜12月6日までの投稿作品：1月13日
　少年マンガの原作になりうる内容の作品のマンガ原作プロット

　1枚目に「作品タイトル」、
　「ペンネーム(ペンネームを使われない方は本名)」
　「マンガ原作のあらすじ」を入れてください。

　(あらすじは1000字以内。物語の始まりから、
　現状考えている物語の一区切りとなる結末まで明記してください。)
　2枚目にマンガの1〜3話の各話あらすじを、
　それぞれ300文字以内で明記してください。 
　※1〜3話までの毎話、
　主人公の活躍や驚きの展開が用意されていることが望ましいです。 

☆「短編小説新人賞」（集英社コバルト）

　http://cobalt.shueisha.co.jp/write/newface-award-apply/

　第205回　 2019年12月10日　※当日消印有効
　応募内容　日本語で書かれた、自作未発表の作品。

　応募原稿　400字詰め原稿用紙25〜30枚。
　応募方法　郵送応募またはWeb応募 

☆第11回 創元ＳＦ短編賞 応募規定 
　http://www.tsogen.co.jp/award/sfss/11th/#awardKitei

　商業媒体未発表の、広義のＳＦ短編を募集します。

https://www.ganganonline.com/award/gensakusyaaudition.html
http://cobalt.shueisha.co.jp/write/newface-award-apply/
http://www.tsogen.co.jp/award/sfss/11th/#awardKitei


　手書き不可。ウェブ応募を推奨します。

　枚数：40字×40行換算で10〜25枚。
　また、同１枚の梗概を添付してください。

　締切：2020年1月14日（火）必着

　　↑

（※原稿用紙換算４０〜１００枚）…うッ…？　（短編３０枚？のネタだな…）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

…さて…（＾＾；）…。

そのあと２つ！「長編」を「１ヶ月で１コ！」書く気でいるので…

…時間配分が…　さて…　どうなるかな…ｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=XrisCsNzOlo
World’s Most Beautiful Music - by Florian Bur 

 
Tweet 編集する
（関連商品）

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2019年11月23日23:03
 
寝まーす！

 

https://www.youtube.com/watch?v=XrisCsNzOlo
https://twitter.com/share
https://85358.diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201911232301423390
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


（2019年11月24日）　コレ今夜中に殺っちゃいますッ！！

https://85358.diarynote.jp/201911241947184426/

「原稿４連休」最終日！

2019年11月24日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (3)
 

  
 
 
おばんです。１９：３０です。

気温＋１２℃！…も、まだ、あります…（＾＾；）…日中最高気温＋１６℃！
室温＋１６℃。…つい習慣で厚着しましたが…もこもこして暑い…ｗｗｗ

明日の予想最低気温がマイナス！（－）２℃なんですが…（＾＾；）…★

何をどうしたら、ここからプラマイ１４℃も激下がり？するんでしょうか…？？

放射冷却？？　現在、いたって穏やかな、無風の晴曇天。なんですが…？？

もしやして、何やら、前代未聞、な急変事態が…？？？

…と、怯えつつ、家事やって仮眠とって元気のある間に！

「原稿４連休」最終日！コレ今夜中に殺っちゃいますッ！！

　　↓

☆テキストネーム限定! マンガ原作者オーディション
　https://www.ganganonline.com/award/gensakusyaaudition.html

　11月7日〜12月6日までの投稿作品：1月13日

https://85358.diarynote.jp/201911241947184426/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201911241947184426/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20191124/85358_201911241947184426_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20191124/85358_201911241947184426_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20191124/85358_201911241947184426_3.jpg
https://www.ganganonline.com/award/gensakusyaaudition.html


　少年マンガの原作になりうる内容の作品のマンガ原作プロット

　1枚目に「作品タイトル」、
　「ペンネーム(ペンネームを使われない方は本名)」
　「マンガ原作のあらすじ」を入れてください。

　(あらすじは1000字以内。物語の始まりから、
　現状考えている物語の一区切りとなる結末まで明記してください。)
　2枚目にマンガの1〜3話の各話あらすじを、
　それぞれ300文字以内で明記してください。 
　※1〜3話までの毎話、
　主人公の活躍や驚きの展開が用意されていることが望ましいです。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

検索副産物ｗ

⇒スタジオ・ポンコタン

http://gallery-kaikaikiki.com/poncotan3/sapporo.html

おぉ！　実在（ある）んじゃないか…！（＾ｗ＾）！

…いや、モデルじゃないよ？

「似てるのあったらまずい」と思って、検索したんだから…ｗｗ

 
ひみつ日記

＝＝＝（１）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

作品タイトル：　『　ビンボー自炊マニュアル！ 』

ペンネーム　：　霧樹 里守（きりぎ・りす）

http://gallery-kaikaikiki.com/poncotan3/sapporo.html


漫画原作粗筋：

とある事情から！突然チョ〜！貧乏に陥った、オレ！

しかしここで夢を諦めるわけにはいかんのだ！

がんばれオレ！

相談するというか、泣きついた大先輩からは、

ちょ〜簡単ビンボー自炊！　を勧められた！

しかしオレには調理実習の時に米を洗剤で洗ってしまったというトラウマが！

あああああ！

暗い過去を思い出してドン引くオレに、先輩はビンボー自炊の正義を力説！

恐る恐る、一歩を踏み出してみると…

意外や、これが…面白い！
　

…はまった！（＾◇＾）！

一年も経つと、すっかり自炊エキスパートに！

そして、可愛い後輩女子が！

去年のオレと全く同じ状況で！　ビンボーのどつぼに！

…オレさま手作りの、チョ〜簡単！自炊飯を！

手早くこしらえて、御馳走して………

…みごと！　彼女の胃袋わしづかみ！

ハートをゲットした〜！！！！

（一巻の終わり）



＝＝＝（２）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

第一話　「　救貧戦隊！ アニめしン！ 」
あらすじ：

オレの夢は世界を駆けるアニメーター！親とは喧嘩別れしたぜ！

希望の会社に何とか就職できた！しかし初任給の低さに泣いた！

すでに仕送りは断たれ電気とガスも止められた！どうするオレ！

大先輩に泣きついた！オレと同じド貧民から名を挙げた実力者！

知らなかったがアダ名が「アニメシン！」アニメ界のメシの神！

「きさま農家出身のくせに農文協の魚柄大先生を知らんのかッ！」

料理経験皆無のオレ様！トラウマを語る語る！「よしわかった！」

あっという間に自炊道具一式が、オレの部屋に揃ったのだった…

（続く！）

第二話　「貧乏人は、麦を喰え。」

あらすじ：

調理実習の時に米を洗えと言われて洗剤をかけて洗って怒られた。

家にある調理道具？といえば冷蔵庫と電子レンジのみ！なオレ様。

「手もち残高３千円？給料日まであと十日？　楽勝じゃねぇか♪ 」
謎な大先輩。キツネ小路の百均と激安スーパーを飄々と練り歩く。

包丁まな板お玉しゃもじ土鍋…「千円札が消えたじゃないすか！」
泣くオレに、会社の備品のカセットコンロを借りてくれる大先輩。

「まぁ待て十分で美味いもん喰わせてやる」…アニメシン、発動！



「ほぁぁぁあぁ〜ッ！」「これ自分で簡単にできるぞ？」「…神！」

（続く。）

第三話　「　パンが買えないなら御飯を炊けばいいじゃなーい？　」

あらすじ：

一番安い米２kgで千円札が消えた（涙）。「あと千円しかない！」
「余裕ｗ　あと塩と味噌と小麦粉とワカメと卵と…半額の野菜♪ 」

「うわぁぁぁぁ！残金が…ほぼゼロッ！　どうしようッ」（狂乱）
「あ〜まぁなんか緊急事態あったら給料前借りさせてやっから…」

「まずは基本の土鍋炊飯な」「その前に米の洗い方が解りません」

「とぐって言うんだが…別にとがなくても炊けるぞ？」「えっ？」

米と水を紙コップで同量ずつ計って土鍋に入れて入れて３０分待つ。

土鍋をカセットコンロに載せて弱火。待つこと１０分。「…旨ッ！」

（続く…？）
 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2019年11月24日21:05
 
 
書けちゃったぞ？（＾＾；）

ご飯も炊けちゃったぞ？

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


よし。さくさく投稿までしちゃおう！

　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2019年11月24日22:12
　

　

投稿完了！（＾ｗ＾）！

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1574599800/1011-0010-101000-
201911242150.gif?t=1574600464
（２１：４０〜２１：５０）

現在２２：１１☆

気温＋１１℃！

室温＋１６℃！（無暖房で！）

…寝まーす！
　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2019年11月25日5:44
　

０６８３

０…９９☆
　

 

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1574599800/1011-0010-101000-201911242150.gif?t=1574600464
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


（2020年2月16日）　曝しました！

https://85358.diarynote.jp/202002161505068699/

『 ビンボー自炊 マニュアル！ 』　…救貧戦隊 アニメシン！…
の巻。

2020年2月16日 リステラス星圏史略　（創作）
　

https://www.youtube.com/watch?v=xzrKL6FrBPA
Monster Hunter ~ Jazz/NES Mix 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

コレは墜ちてました…ｗ（＾＾；）ｗ…残念！
　　↓

〈 マンガ原作者オーディション！〉
https://www.ganganonline.com/award/gensakusyaaudition.html

（まぁ元々、「ガンガン」さんと馬が合うとは思っちゃいなかったが…ｗ）

　「マンガ原作」というシゴトは是非やってみたい！と思っているので…

　残念です…（＾＾；）…★）

ってことで！　曝しました！

　　↓

『 ビンボー自炊 マニュアル！ 』　…救貧戦隊 アニメシン！…の巻。 

霧樹 里守 （きりぎ・りす）
http://p.booklog.jp/book/129820/read

ご笑読くださーい…ｗｗ

https://85358.diarynote.jp/202002161505068699/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=xzrKL6FrBPA
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（※「コロナ対策」のヒントも？　入ってます！　…かも？）
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奥付

『 ビンボー自炊マニュアル！ 』
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