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開催年 開催月日 会場 テーマ ゲスト

1 渋谷区勤労福祉会館

2 渋谷区勤労福祉会館

２００２年
3 神宮前区民会館 勝木弘喜さん（ティーンズノベル・フェスティバル実行委員長）

4 神宮前区民会館 「連合会議」ってなに？——その歴史と現在

5 渋谷区勤労福祉会館 ファン活動と主婦生活 関陽子さん（〈へるらいど〉編集人）、藤田一美氏（〈零〉編集人）

6 神宮前区民会館 例会の始め方・続け方

7 ふたき旅館

8 神宮前区民会館

9 神宮前区民会館 創作というファン活動 伊吹秀明さん（〈パラドックス〉編集人）　ほか
×
10 渋谷区勤労福祉会館

11 神宮前区民会館 ワールドコンの楽しみ方

12 千駄ヶ谷区民会館

13 晴海・ホテル浦島

14 千駄ヶ谷区民会館 今さら人には聞けないファンダム講座
15 神宮前隠田区民会館 ※「岡本家記録とは別の話（ファン考ふたたび篇）」に紹介せれています。

16 ふたき旅館 時刊新聞社のあゆみ 御前憲広さん（時刊新聞社元社長）　ほか
17 神宮前区民会館 ネットイベント事始
18 ふたき旅館

19 千駄ヶ谷区民会館 ファングループ「トラルファマドール」のひみつ 志村弘之さん、杉並太郎さん
20 ホテルニュー塩原 ＳＦファン交流を考える会・Ｔ－ＣＯＮ出張版 牧眞司さん（ＳＦ研究家）、代島正樹さん（ＳＦセミナースタッフ）

×
21 千駄ヶ谷区民会館 「ぱらんてぃあ」事始
22 千駄ヶ谷区民会館 ファン交流とパソコン通信
×
× 新宿駅周辺 忘年会

× 新宿駅周辺 新年会
23 ふたき旅館

24 渋谷区勤労福祉会館

25 神宮前区民会館 尾山ノルマさん

26 ふたき旅館 北原尚彦さん、小浜徹也さん、代島正樹さん

27 神宮前区民会館 （テキスト『のーてんき通信』を読む）

× 集合：浅草寺の雷門　 ☆ほおずき市オデッセイ
28 若尾天星さん

29 千駄ヶ谷区民会館 海外ＳＦを読む　　——アンサンブルの活動 細井威男さん（アンサンブル）、向井淳さん（同）
30 千駄ヶ谷区民会館 おのうちみんさん、尾山ノルマさん、野田令子さん

31 恵比寿区民会館 現役生に聞く大学ＳＦ研の今——東洋大の場合

× 国立科学博物館新館 忘年会

× 国立科学博物館新館 新年会
32 千駄ヶ谷区民会館 現役大学生に聞く・ＳＦサークルと文芸サークルの違い

33 神宮前隠田区民会館 オタクの誕生 池田憲章さん（特撮評論家）
34 神宮前隠田区民会館 ライトノベルの現在——『ライトノベルデータブック』を中心に榎本秋さん（ライター）
35 ふたき旅館 現役大学生に聞く・イマドキＳＦ研事情 東洋大ＳＦ研、京大ＳＦ研、新月お茶の会、東大ＳＦ研　ほか
36 代々木八幡区民会館 吾妻ひでおＦＣの歩み

×
×

37 恵比寿区民会館 ぼくらのリアル、あなたのリアル

38 旅館さわや本店 初心者向けＳＦ用語集作成準備会

39 神宮前区民会館 柳下毅一郎さん（特殊翻訳家）、林哲矢さん（ＳＦレビュアー）

40 神宮前区民会館 ジュブナイルＳＦにおけるジュール・ヴェルヌ 大橋博之さん（ジュブナイルＳＦ・ジュニア小説研究家）
41 千駄ヶ谷区民会館 「ＳＦアニメ２００５総括」〈理論編〉

２００６年
42 ふたき旅館 大森望さん（翻訳家・書評家）

43 神宮前区民会館 ライトノベル・データブック出版からの１年 榎本秋さん（ライター）
44 新橋区民会館 レイ・ブラッドベリを訳す 中村融さん（翻訳家）
45 恵比寿区民会館 「オールタイム・ベストＳＦ」日本篇 風野春樹さん（精神科医兼レビュアー）
46 ふたき旅館 読書会を考える部屋
47 千駄ヶ谷区民会館 「オールタイム・ベストＳＦ」海外篇 林哲矢さん（ＳＦレビュアー）、細井威男さん（ＳＦ情報収集者）
48 神宮前区民会館 『ライトノベル「超」入門』を語る 新城カズマさん（作家）
49 代々木八幡区民会館 『日本沈没』読書会 ［テキスト］『日本沈没』上下（小学館文庫）

[ＳＦファン交流を考える会]

2001年
11月３日（祝） SF大会におけるファン交流について 武田康廣さん（SF2001実行委員長）、

神村靖宏さん（同事務局長）
「SFファン活動を考える会」発足のお知らせ
毎年Mあたりまえのように開催されるコンベンション、号を重ねるファンジン
……でも自分たちは、なぜこんなことに夢中になるのだろう——というわけ
で、ファン活動というものを考える試みを始めました。いろいろ計画はある
のですが、とりあえず、ファン活動の先達をお招きしTお話を伺う会を定期
的に開いていきます。第一回の要項は左の通りです。固苦しそうですがそ
こはやっぱりファン活動。ファン同士、胸を開いて話し合える場にしたいと
思っています。関心をお餅の方はどうかお気軽にご参加ください。

12月16日（日） 大学SF研とファン活動 阿部敏子さん（お茶の水女子大学SF研OG）、
小浜徹也さん（東京創元社SF文庫編集部・京都大学SF研OB）

01月13日（日） 今SFに何が必要か
——新しいイベント立ち上げとファン活動

02月10日（日） 門倉純一さん（日本SFファングループ連合会議・元議長）、
今岡正治さん（同・現事務局長）

03月16日（土） ※「第一回ライトノベル・フェスティバル」3月31日開催。

04月14日（日） 大森望さん（関東海外SF研究会代表）、
宮坂収一さん（SF乱学講座世話人）

05月3日（祝）夜 SF入門とSFファン入門 桐山芳男さん（関西海外SF研究会元代表）、
山岸真さん（ぱらんてぃあ）

※SFセミナー2002 合宿・出張版

06月16日（日） 女性にとってのSF研 柏崎玲央奈さん（東京理科大学理工学部SF研OG）、
野田令子さん（お茶の水女子大学SF研OG）

07月20日（祝） ※７月１３日-１４日「第41回日本SF大会（ゆ～こん）　」開催
0８月【休み】
09月1日（日） 私のファン活動人生

——今年の柴野拓美受賞者に訊く
石田純一さん（〈浮遊ファンジン〉編集人）、
内田英夫さん（元DAINA☆CON・EX実行委員長）

10月13日（日） 井上博明さん（ワールドコン誘致委員会）、
白土晴一さん（ワールドコン参加者）、平井博英さん（同）

11月23日（祝） 日本ファンダム事始
——『塵も積もれば』をめぐって

柴野拓美さん（〈宇宙塵〉代表）、
森東作さん（SFファングループ資料研究会）

12月２１日（土）夜 とちぎSF合宿の歩み 熊倉晃生さん（T-CON2003実行委員長） ※12月21日-22日開催の「SFクリスマス2002」の企画の一環として開催

2003年
01月17日（土）19:00

02月16日（日） 夏をめぐるSFの物語
——DAICON5と関西ファンダム

岡本俊弥さん（元DAICON5スタッフ）、三村美衣さん（同）

03月29日（土） ※「日本SFファングループ連合会議宴会」の昼間企画のひとつ
04月12日（土） U-ki総統（DASACONスタッフ）、ヒラマドさん（同）　ほか
05月03日（祝）夜 日米SFファン・バカくらべ ※SFセミナー200３ 合宿・出張版

06月21日（土）
07月20日（日）25：00 ※７月１9日-21日開催の「第42回日本SF大会（とちぎＳＦファン合宿

 T-CON2003)」にて開催
【企画紹介文・抜粋】今回のＴ－ＣＯＮ出張版ではテーマを「古本収集と
ファン活動」とし、古書エッセイ『ブックハンターの冒険』を著した牧眞司氏
（ＳＦ研究家）と、若手コレクターとしてセミナーの古本企画などで活躍中の
代島正樹氏（ＳＦセミナースタッフ）にお話しいただきます。欲しい本のため
古本屋をハシゴした経験のある人、コレクターのナマの姿を知りたい人は、
みんなこの企画に集合だ！

0８月【休み】
09月13日（土） 小林祥郎さん（〈ぱらんてぃあ〉代表）、山岸真さん（SF翻訳業）
10月11日（土） 神北恵太さん（ニフティサーブSFFフフォーラム二代目シスオペ）
11月【休み】 ※11月8日-9日「京都SFフェスティバル2003」開催
12月13日（土）19:00

2004年
01月17日（土）19:00
02月28日（土） 海を越えるファン気質

——『天使墜落』をめぐって
牧眞司さん　ほか
［テキスト］
『天使墜落』（ニーブン＆パーネル＆フリン／創元SF文庫）

※2月28日-29日開催の「日本SFファングループ連合会議宴会」昼間企画
【SFマガジンでの企画紹介文より】
創立から三年を経た「SFファン交流を考える会」ですが、このたび例会を
リニューアルし、これからはファン活動に関する小説・文書の読書会を先達の
お話も伺いながら催す形で続けていくことになりました。第一回のテキストは
、
アメリカSFファンダムを活写し星雲賞も受賞したあの傑作です。03月21日（日） （テキスト「夏をめぐるSFの物語」を読む） ［テキスト］岡本俊弥「夏をめぐるSFの物語」 【SFマガジンでの企画紹介文より】
２月からリニューアルし、ファン活動に関する文書をテキストに読書会を行う
こととなりました。今回は70～80年代の関西ファンダムについての貴重な
証言を取り上げます。

04月11日（日） SFファンとコスプレの関係
05月01日（日）夜 SFファン奇想天外 ※SFセミナー2004 合宿・出張版

06月１２日（土） 神村靖宏さん（ＤＡＩＣＯＮＦＩＬＭ）
［テキスト］『のーてんき通信』（武田康廣／ワニブックス）

07月10日（土）15:00
08月21日（土）夜 ファン考「G-CON」出張版

あるＳＦファンのあゆみ・名古屋ファンダムの重鎮に聞く
※8月21日-22日開催の「第43回日本SF大会（G-CON）」にて開催

09月11日（土）
10月17日（土） 2004年度ワールドコン報告　
11月27日（土） 石井龍さん（東洋大学ＳＦ研究会）、三宅悟さん（同）、

古川瑶亮さん（同）　ほか
12月11日（土）

2005年
01月23日（土）
02月19日（土） 中村優紀さん（東京大学新月お茶の会）、

千蔵真也さん（東京大学ＳＦ研究会）
03月20日（土）
04月16日（土）
05月03日（祝）夜 ※SFセミナー2005 合宿・出張版
06月05日（土） 飯田橋修一氏（すーぱーがーるかんぱにー代表）、

Ｔ機関長氏（ＳＦアラモード代表）
07月【休み】 ※7月16日-17日「第44回日本SF大会 HAMACON 2」開催
0８月【休み】

[ＳＦファン交流会]
2005年

0９月24日（土） 東浩紀さん（批評家）、Ｖ林田さん（青年実業家）、
ゼラ泉さん（ブロガー）

10月0８日（土）夜 岡本俊弥さん、大野万紀さん、大森望さん（予定）、
小浜徹也さん

※10月8日-9日開催の「京都SFフェスティバル2005」にて開催

10月29日（土） ラファティを語る
～『宇宙舟歌』の訳者を迎えて～

11月19日（土）
12月10日（土） 日下三蔵さん（アニメソング研究家）、

さいとうよしこさん（カラオケ番長）、
大野修一さん（アニメージュ編集長）

01月21日（土） 書評家・大森望のできるまで
—『現代ＳＦ１５００冊』をめぐって—

※1月21日-22日開催の「日本SFファングループ連合会議宴会」昼間企画

02月11日（土）
03月11日（土）
04月15日（土）
05月03日（祝）夜 ※SFセミナー2006 合宿・出張版
06月17日（土）
07月15日（土） ※７月８日-９日「第45回日本SF大会(みちのくＳＦ祭 ずんこん)」にて開催
08月26日（土）
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50 神宮前区民会館 ダンセイニ、その魅力

51 恵比寿区民会館 ジュヴナイルＳＦを語る タカアキラさん（ジュヴナイルＳＦ愛好家）、三村美衣さん（書評家）
52 旅館さわや本店 若者の知らないＳＦ用語講座

53 神宮前穏田区民会館 高次元にあそぶ 小笠英志さん（数理科学博士）、志村弘之さん（イーガンの番人）

54 恵比寿区民会館 ２００６年ＳＦ回顧 森下一仁さん（ＳＦ作家、ＳＦ評論家）
55 神宮前区民会館 海外ＳＦ最前線

56 渋谷区勤労福祉会館 世界文学のワンダーランド 牧眞司さん（ＳＦ研究家）
57 ふたき旅館 こんなにアニメ化されました

58 ふたき旅館 あなたの本棚の物語——あなたに教わる書籍整理術

59 恵比寿区民会館 《異形コレクション》１０周年の偉業を祝おう！

60 千駄ヶ谷区民会館 ライトノベル「超」対談 新城カズマさん（作家）、宇佐見尚也さん（ライター）
61 パシフィコ横浜 新城カズマさん（作家）、小浜徹也さん（編集者）

62 恵比寿区民会館 古今東西ＳＦイラストでファン交流！ 岩郷重力さん（アートディレクター）
63 旅館さわや本店

64 神宮前区民会館 鹿野司さん（サイエンスライター）

65 恵比寿区民会館 『日本ＳＦ全集・総解説』を総解説！

66 本駒込交流館

67 恵比寿区民会館

68 恵比寿区民会館 『司政官』読書会
69 神宮前区民会館

70 ふたき旅館 このＳＦマンガが熱い！

71 恵比寿区民会館 ほんとひみつ「初めてでも大丈夫」編

72 千駄ヶ谷区民会館

73 神宮前区民会館

74 千駄ヶ谷区民会館 ＳＦと芸術のやさしい出会い 菅 浩江さん（作家）
75 旅館さわや本店 ぶっとび海外奇想短編に酔う
76 神宮前区民会館

77 恵比寿区民会館

78 大向区民会館

79 大向区民会館

80 恵比寿区民会館

81 大向区民会館 読者の手がまだ触れない～ＳＦの新人賞を語ろう 星敬さん（ＳＦ研究家）、三村美衣さん（書評家）
82 ふたき旅館 風野春樹さん（精神科医兼レビュアー）

83 新宿・パセラ 時間の墓標　Ｊ・Ｇ・バラード追悼 増田まもるさん（翻訳家）、柳下毅一郎さん（翻訳家）

84 恵比寿区民会館 古本屋に行こう！　夏休み探書術 北原尚彦さん（作家・古本研究家）、彩古さん（古本愛好家）
85 恵比寿区民会館

86 千駄ヶ谷区民会館 伊藤計劃『ハーモニー』をゲーム化する！

87 旅館さわや本店 戦闘妖精・雪風　－ジャムの正体をあばけ！ 円城塔さん（作家）、藤田雅矢さん（作家）

88 大向区民会館 岩郷重力さん（アートディレクター）

89 氷川区民会館 新城カズマさん（作家）、宇佐見尚也さん（ライター）

90 本駒込交流館 

91 神宮前区民会館

92 神宮前区民会館 長山靖生さん（文芸評論家）

93 神宮前区民会館

94 ふたき旅館 ＳＦいろいろ、ロマンチックＳＦもいろいろ

95 大向区民会館 翻訳家・浅倉久志を語る

96 神宮前区民会館 こんなライトノベルじゃだめですか？ 新城カズマさん（作家）、日日日さん（作家）、三村美衣さん（書評家） ※新城カズマさん、急病で欠席
97 代々木八幡区民会館 表紙で振り返る「ＳＦマガジン」五〇年

98 駒込地域活動センター もっと知りたい海外ＳＦ

99 旅館さわや本店 ゾンビの誕生から『ＷＷＺ』まで ～ゾンビの魅力

100 千駄ヶ谷区民会館 米澤嘉博に花束を　番外編 米澤英子さん（コミックマーケット代表補佐）、彩古さん（古本愛好家）
101 大向区民会館 ガイガン山崎さん（特撮ライター）

102 大向区民会館

103 笹塚区民会館

104 千駄ヶ谷区民会館 ＳＦファンのための世界文学アンソロジー 牧眞司さん（書評家）
105 笹塚区民会館 イスカーチェリ、愛國戦隊、連合会議

106 ふたき旅館 三十年目のラファティ
107 神宮前区民会館 ディックと短篇と映画化と

108 ふたき旅館 ほんとひみつ　ふたき旅館・最後の決戦 ※初の夕食会＆合宿付き例会の開催

109 笹塚区民会館

09月16日（土） 小野塚力さん（〈PEGANA LOST〉評論担当）、
未谷おとさん（〈同〉編集担当兼発行者）、
稲垣博さん（アマチュア翻訳家）

10月21日（土）
11月11日（土）夜 小浜徹也さん（編集者）、平林孝之さん（東京大学新月お茶の会）、

福永裕史さん（京都大学ＳＦ研究会）　ほか
※京都ＳＦフェスティバル2006合宿・出張版

12月16日（土）

2007年
01月13日（土）
02月17日（土） 林哲矢さん（SFレビュア、SFマガジン「OVERSEAS」担当）、

東茅子さん（SFレビュア）、向井淳さん（SFスキャナー見習い）
03月10日（土）
04月07日（土） 三村美衣さん（書評家）、日下三蔵さん（アニメソング研究家）、

島本健一さん（新月・東大アニメ研OB）
※4月7日-8日開催の「日本SFファングループ連合会議宴会」昼間企画

04月29日（土）夜 山中さん、佐竹さん、向井淳さん、yama-gatさん、
さいのさん、風野春樹さん、牧眞司さん

※SFセミナー2007 合宿・出張版

06月09日（土） 井上雅彦さん（ホラー作家、アンソロジスト）、
山岸 真さん（翻訳家、アンソロジスト）、北原尚彦さん（作家、翻訳家）
、
日下三蔵さん（ＳＦ・ミステリ研究家、アンソロジスト）07月14日（土）

09月02日（土） ～なんちゃってバイリンガル企画～
古今東西ＳＦイラストでファン交流！

※8月30日-9月3日「第65回世界SF大会／第46回日本SF大会
(NIPPON2007)」にて開催

09月15日（土）
10月05日（土）夜 ＳＦ賞　くらべてみれば!? 大森望さん（翻訳家、書評家）、山岸真さん（翻訳家）、

大野万紀さん（書評家）
※京都ＳＦフェスティバル2007合宿・出張版

11月17日（土） サはサイエンスのサ　150回突破を祝う
12月15日（土） 日下三蔵さん（ＳＦ・ミステリ研究家、アンソロジスト）、

星敬さん（ＳＦ研究家）、風野春樹さん（精神科医兼レビュアー）

2008年
01月19日（土） 2007年SF回顧 森下一仁さん（SF作家、SF評論家）

02月16日（土） 2007年SF回顧「コミック」「メディア」編 添野知生さん（ＳＦ映画評論家）、福井健太さん（書評系ライター）、
林哲矢さん（SFレビュア）

03月22日（土） 中村融さん（翻訳家）、山中信彦さん（東大SF研究会・新月お茶の会）
04月19日（土） 21世紀に語る、6,70年代海外SFの魅力 大森望さん（書評家・翻訳家）、柳下毅一郎さん（翻訳家）、

樽本周馬さん（国書刊行会）
05月03日（祝）夜 福井健太さん（書評系ライター）、林哲矢さん（ＳＦレビュアー）、

yama-gatさん（ＳＦ／マンガファン）、Ｖ林田さん（戦慄のマッド軍団）
※SFセミナー2008 合宿・出張版

06月21日（土） 牧眞司さん（ＳＦ研究家）、三村美衣さん（書評家）、
北原尚彦さん（作家・翻訳家）、日下三蔵さん（アンソロジスト）、
溝口哲郎さん（古本者）

07月12日（土） TVマンガがTVアニメになったとき
　～アニメ専門雑誌の30年

徳木吉春さん（編集者）、藤田尚さん（マンガ関係者）、
原口正宏さん（アニメーション研究家

08月02日（土） －永遠に宇宙を駆けめぐれ－
　美女とベムと野田大元帥！

加藤直之さん（イラストレーター）、堺三保さん（SF研究家） ※８月23日-24日「第47回 日本SF大会　DAICON7」開催

09月20日（土）
10月11日（土）夜 牧眞司さん（SF研究家）、大森望さん（翻訳家、書評家） ※京都ＳＦフェスティバル2008合宿・出張版
11月15日（土） ハードSFなんて恐くない 林哲矢さん（SFレビュア）、鳴庭真人さん（在野の海外SFファン）

12月13日（土） ベイリー追悼
「私の愛したベイリーとワイドスクリーン・バロック」

大森望さん（翻訳家）、小浜徹也さん（編集者）、
向井淳さん（ＳＦスキャナー見習い）

2009年
01月17日（土） 2008年SF回顧「国内」編 森下一仁さん（SF作家、SF評論家）、日下三蔵さん（アンソロジスト）

02月21日（土） 2008年SF回顧「海外」「コミック」「メディア」編 山岸真さん（翻訳家）、橋本輝幸さん（海外SF紹介者見習い）、
添野知生さん（SF映画評論家）、yama-gatさん（SF月マンガファン）

03月21日（土） 失われた『匠』を求めて
～SFファンジン黄金時代の印刷事情

牧眞司さん（SF研究家）、たこいきよしさん（ファンジン メーカー）、
小浜徹也さん

04月18日（土）
05月02日（土）夜 グイン・サーガ超入門

 ～世界最長ファンタジーの魅力～
※SFセミナー200９ 合宿・出張版

06月20日（土） ※「大向区民会館」を電話予約したが、本予約ミスで、
当日会場探しをすることになった。

07月18日（土）
08月22日（土） ＳＦ夏の時代がやってきた！

「ＳＦ本の雑誌」刊行記念鼎談
とり・みきさん（マンガ家）、大森望さん（翻訳家・書評家）、
三村美衣さん（書評家）

09月19日（土） 飯田和敏さん（ゲーム作家）、米光一成さん（ゲーム作家）、
大森望さん（翻訳家・書評家）

10月10日（土）夜 ※京都ＳＦフェスティバル2009合宿・出張版
※船戸一人さん（京都大学ＳＦ研究会）が、当日熱を出しダウン。
急遽、藤田雅矢さんに出演をお願いした。

11月21日（土） SFをデザインする！　
～ブックデザインから見たSF20年～

12月12日（土） 『物語工学論』Ｘ『15X24』　これで君も小説が書ける！？

2010年
01月23日（土） 2009年SF回顧「国内」編 森下一仁さん（SF作家、SF評論家）、日下三蔵さん（アンソロジスト）

02月13日（土） 2009年SF回顧「海外」「コミック」「メディア」編 林哲矢さん（SFレビュアー）、添野知生さん（SF映画評論家）、
yama-gatさん（SF月マンガファン）、酒井貞道さん（書評家）、
香月祥宏さん(レビュアー)

03月20日（土） 古くて新しい未来
～明治・大正・昭和のSFをめぐって～

04月17日（土） この10年のスゴい！ ヤバい！ 世界文学 牧眞司さん（SF研究家） ※SFセミナー2010 合宿・出張版

05月01日（土）夜 中村融さん（翻訳家・アンソロジスト）、大森望さん（翻訳家・書評家）、
山岸真さん（翻訳家・アンソロジスト）

06月19日（土） 高橋良平さん（評論家）、白石朗さん（翻訳家）、
中村融さん（翻訳家）、大森望さん（翻訳家）

07月24日（土）
08月21日（土） 牧眞司さん（SF研究家）、岩郷重力さん（アートディレクター）、

清水直樹さん（「SFマガジン」編集長）
※8月7日-8日「第49回日本SF大会 2010 TOKON10」開催 

09月11日（土） catalyさん（SFレビュアー）、鳴庭真人さん（海外SF紹介者）、
林哲矢さん（SFレビュアー）

10月09日（土） トレカ番長さん（同志社大SF研OB・自称ゾンビ研究家）、
Gernさん（名古屋大学ＳＦ研）

※京都ＳＦフェスティバル20１０合宿・出張版

11月06日（土）
12月11日（土） SFと特撮の融合『仮面ライダーＷ』　これで決まりだ！

2011年
01月22日（土） 2010年SF回顧「国内」編 森下一仁さん（SF作家、SF評論家）、大森望さん（翻訳家、書評家）

02月19日（土） 2010年SF回顧「海外」「コミック」「メディア」編 添野知生さん（ＳＦ映画評論家）、yama-gatさん（ＳＦ／マンガファン）
、
酒井貞道さん（書評家）、林哲矢さん（レビュアー）03月19日（土）

04月16日（土） 波津博明さん（「イスカーチェリ」元編集長）、
小浜徹也さん（編集者・ファンダム史研究者）

05月03日（祝）夜 柳下毅一郎さん（特殊翻訳家）、牧眞司さん（SF研究家） ※SFセミナー2011 合宿・出張版
06月18日（土） 大森望さん（翻訳家、書評家）、添野知生さん（ＳＦ映画評論家）、

柳下毅一郎さん（特殊翻訳家）
07月16日（土） 水鏡子さん（SＦ評論家）、牧眞司さん（SＦ研究家）、

彩古さん（古本愛好家）、三村美衣さん（書評家）、
北原尚彦さん（作家・翻訳家）、日下三蔵さん（アンソロジスト）、
代島正樹さん（ＳＦコレクター）

08月20日（土） そしてＳＦはつづく
——＜未来の文学＞過去・現在・未来

樽本周馬さん（編集者）、林哲矢さん（SFレビュアー・予定）、
catalyさn（SFレビュアー）　ほか
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