NEWS RELEASE

2016年2月29日
株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ

報道関係各位

日本最大級のガールズポータルサービス「魔法のiらんど」発

第9回
受賞作品決定
株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松原眞樹）アスキー・メディア
ワークスが運営する日本最大級のガールズポータルサービス「魔法のiらんど」では、小説コンテスト「魔
法のiらんど大賞」を2007年度より毎年開催しております。今年度は第9回を迎え、応募総数1,902作品の
中から厳正なる選考の結果、受賞作品が決定いたしましたので、お知らせいたします。

■「第9回魔法のiらんど大賞」受賞作品・受賞者
【大賞】 『奇人の頭を叩いてみれば〔壱〕』

花子

（19歳 秋田県）

【金賞】 『ブラドラ【Ⅰ】』

ふつみ

（31歳 愛知県）

【銀賞】 『オネエ系男子攻略法』

アキユウ

（31歳 鹿児島県）

【銀賞】 『私を愛して、王子様』

愛咲メル

（17歳 和歌山県）

※受賞作品は魔法のiらんどブランドより、2016年7月刊行予定です。

アスキー・メディアワークスでは、今後も「魔法のiらんど大賞」の開催により、才能あふれる新人作家を
発掘し、魅力的なガールズエンターテインメント・ノベルを世に送り出してまいります。
なお「第10回魔法のiらんど大賞」は、「春の予選」が3月1日（火）13：00～4月27日（水）23：59、「夏の予
選」が7月4日（月）13：00～8月31日（水）23：59で、それぞれ応募作品のエントリーを実施いたします。

【本件に関する報道関係からのお問い合わせ先】
株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ
アスキー・メディアワークス
http://asciimw.jp/

1

■「第9回魔法のiらんど大賞」受賞作品あらすじ
【大賞】

『奇人の頭を叩いてみれば〔壱〕』

花子

困ったさんばかりの学園で恋愛開始！
無表情＆敬語で思った事はすぐ口にしてしまう“ロボット女”こと、戸島彦。彼女が転校してきた全寮制の
桐生宮学園高等部には、超問題児たちで作られる“チーム”があり、“生徒会”とはいつも火花を散らして
いる。そんな“チーム”相手に転校初日から早速事件を起こしてしまい絶体絶命のピンチに!? 「ハラハラ」
「爆笑」「スカッと」が止まらない！ 読み始めたら絶対抜け出せない、最高に痛快・爽快なNo.1学園ラブコ
メディ！

【金賞】

『ブラドラ【Ⅰ】』

ふつみ

男のフリして暴走族に入ったお嬢様の運命は!?
泣く子も黙る最凶無敵の不良チーム“ブラドラ”のトップ・藤崎吉野に窮地を救われた真面目なお嬢様・猫
柳はるか。美しい獣のような彼に一目ぼれし、思わず告白するがあえなく撃沈。それでも初恋を諦められ
ないはるかは自慢の髪をばっさりと切り落とし、男と偽って《女は一切立ち入り禁止》の掟があるブラドラに
加入しちゃった!? 愉快ではちゃめちゃなブラドラメンバーと共に、“男・猫柳はるか”一世一代の恋がス
タート！

【銀賞】

『オネエ系男子攻略法』

アキユウ

恋した相手（ヒト）は乙女なイケメンでした――
製菓会社に勤める島崎七美には、好みがぴったり同じの男の親友・七瀬翼がいる。モデル並みの外見で、
エリート一課所属のパーフェクト男子だが、実は中身がめちゃめちゃ乙女!! 男の人だけど“女友達”の関
係を結んでいた二人。そんなある日、元彼からの復縁の申し出を断る為に七瀬に彼氏のフリをしてもらっ
てから、友達以上の感情が芽生えてきちゃって……!? 一癖も二癖もある、新感覚訳ありオフィスラブ！

【銀賞】

『私を愛して、王子様』

愛咲メル

性悪腹黒ぶりっこだって王子様に愛されたい！
ぶりっ子街道まっしぐら、計算高くて腹黒、性悪、“姫ポジション”から外れている女子高生・莉花。そんな
彼女が偶然掴んだ、街を牛耳るチームのトップと接触のチャンス。持ち前の計算高さで取り入ろうとするが、
幹部の一人・海里に本性を見抜かれてしまう。それでも態度が変わらない彼に本気の恋をしたけれど、腹
黒キャラが邪魔してなかなか素直になれなくて……!?

■「第9回魔法のiらんど大賞」概要と主な応募要項
●名

称： 第9回魔法のiらんど大賞

●主

催： 株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ アスキー・メディアワークス

●募集内容： 「魔法のiらんど」のBOOK機能で公開されたオリジナルの長編および短編小説。
ファンタジー、SF、ミステリー、恋愛、歴史、ホラーほかジャンルは不問（ただし、アダルト
作品は除く）。
●賞 ：

大賞 （賞金100万円＆書籍化）
金賞 （賞金30万円＆書籍化）
銀賞 （賞金25万円＆書籍化）

●エントリー期間： 【春エントリー】 2015年3月2日（月）～4月30日（木）
【夏エントリー】 2015年7月1日（水）～8月31日（月）
●エントリー方法： エントリー期間内に、「魔法のiらんど」BOOK機能からエントリー。
●エントリー資格： 魔法のiらんどで文庫、単行本で書籍化していないこと。
プロであっても、魔法のiらんど以外でのデビューであれば不問。
●選考員： 魔法のiらんど文庫編集部
●「魔法のiらんど大賞」公式サイト： http://award.maho.jp/
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＜ご参考＞

■過去の「魔法のiらんど大賞」受賞作品
2007年度 ＜第1回魔法のiらんど大賞 ケータイ小説部門 受賞作品＞
【最優秀賞/ジャンル賞（恋愛）】
もう二度と流れない雲 （наяч 著）
【メディアワークス賞/優秀賞】
クリーム・ソーダ （さぉたん 著）
【Hana＊chu→賞/ジャンル賞（ホラー/オカルト）】 携帯彼氏 （kagen 著） 他
2008年度 ＜第2回魔法のiらんど大賞 ケータイ小説部門 受賞作品＞
【年間グランプリ】 ―urahara― （白月 著）
【最優秀賞】
イケない課外授業 （白川愛理 著） / Love×Dreamer （こおり 著）/
サボテンの花 （君原藍 著） / 好きを私にください（優 著）
【優秀賞】
★ワケあり婚★ （たんぽぽ 著） / 君がほしかったもの （春田モカ 著） 他
2009年度 ＜第3回魔法のiらんど大賞 ケータイ小説部門 受賞作品＞
【最優秀賞】
キミノ名ヲ。 （梅谷百 著）
【優秀賞】
ＭＡＲＩＡ （ＣｈｉｅＭｉ 著） / 向日葵と太陽 （ユウ 著）
【ＮＨＫ賞】
激♡恋 （みなづき未来 著）
【特別賞】
暴走族に寵愛されたお姫様☆ （Akari 著）
2010年度 ＜第4回魔法のiらんど大賞 ケータイ小説部門 受賞作品＞
【最優秀賞】
お女ヤン!! イケメン☆ヤンキー☆パラダイス （岬 著）
【NHK賞】
金魚倶楽部 （椿ハナ 著）
【切ない部門賞】
Love Letter （りん 著）
【泣ける部門賞】
たった15分 （エリ 著）
【ピュアラブ部門賞】
崩れかけのプロポーズ （椿ハナ 著）
【ノンフィクション部門賞】 to Ｙou... （朋美 著） / ずっと、大切な人 （あい 著）
2011年度 ＜第5回魔法のiらんど大賞 受賞作品＞
【最優秀賞】
見 て る 。 〈ｽﾄｰｶｰ〉 （蜜柑 著）
【歴史部門賞】
蝶は花に止まりけり （ひな 著）
【ノンフィクション部門賞】 チンカルボー （ａｍ 著）
【切ない部門賞】
冷たい彼 （ゆーり 著）
【8×4デオウォーター賞】 矢野先輩 （ゆーり 著）
【MAP賞】
心が君を、探してる。 （早月雨芽 著）
2012年度 ＜第6回魔法のiらんど大賞 受賞作品＞
【最優秀賞】
出会い系サイトの彼女。 （かよちゃん 著）
【恋愛部門賞】 Fantom Game （宮桜りま 著）
【ホラー部門賞】 依存愛 （上村あかり 著）
【歴史部門賞】 陽炎 （朝戸 夜 著）
【8×4 デオウォーター賞】 いつか きっと、君に。 （みなづき未来 著）
【2012 魔法のiらんど文庫ベスト書籍賞】 家政婦さんっ！ （きたこ 著）
2013年度 ＜第7回魔法のiらんど大賞 受賞作品＞
【大賞】 リキ 【完】 （ユニモン 著）
【金賞】 １７歳。 （Rain 著）
【銀賞】 若田先輩の秘密の恋人 【完結】 （丸野智 著）
【銀賞】 Sweet HOME 【完】 （ange 著）
【2013 魔法のiらんど文庫 ベスト書籍賞】 ワケあり生徒会！ （春川こばと 著）
2014年度 ＜第8回魔法のiらんど大賞 受賞作品＞
【大賞】 不器用な君の、【完】 （春川紗和 著）
【金賞】 カモフラ彼女～ハレとアメとLove Charm～【完】 （眠空 著）
【銀賞】 誰にも言わない【完】 （卯花かなり 著）
【魔法のiらんどclub❤賞】 絶対服従【完】 （遊 著）
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■「魔法のiらんど」とは
小説や、ティーン向け情報が無料で楽しめるガールズエ
ンタテインメントサイト。好きな小説が読める・書ける小説総
合サイト「魔法のｉらんどNOVEL」、小説コンテスト「魔法のiら
んど大賞」、女の子のための小説レーベル「魔法のiらんど
文庫」、そして、恋する女の子のための情報サイト「魔法のi
らんどMAGAZINE」、女の子の楽しい活動がいっぱいの「魔
法のiらんどclub❤」の5つを中心としたコンテンツを展開して
います。
●魔法のiらんど公式サイト： http://maho.jp/

↑ 「魔法の i らんど」ロゴ

↑「魔法の i らんど」トップページ QR コード

■「魔法のiらんど大賞」とは
魔法のiらんど文庫・単行本からデビューする新人作家を発掘するための小説コンテストです。第8回
の開催となった昨年度（2014年度）の全受賞作品は書籍として出版されているほか、これまでもkagen
著『携帯彼氏』、梅谷百 著『キミノ名ヲ。』、みなづき未来 著『激♡恋』、岬 著『お女ヤン!! イケメン☆ヤン
キー☆パラダイス』などの大ヒットコンテンツを生み出しております。
●魔法のiらんど大賞公式サイト： http://award.maho.jp/
●魔法のiらんど大賞公式ツイッター： @mahoaward

■アスキー・メディアワークスとは
アスキー・メディアワークスは、小説、コミック、ゲーム、ホビーなど、エンターテインメント分野を中心と
した事業を展開。出版を基盤に、ウェブ・モバイル、電子書籍、アプリ、映像、音楽、グッズ、ゲーム、イベ
ントなど、メディアを超えてコンテンツをプロデュースしています。
●ＫＡＤＯＫＡＷＡオフィシャルサイト： http://www.kadokawa.co.jp/
●アスキー・メディアワークス公式サイト： http://asciimw.jp/

以上
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