


□戦
いくさ

メイドさん（クァーリィ）
悪名高き勇者板・爆裂メイド三人娘その１。冷静沈着で合理主義、故に行動が過激。

初出スレ：現役勇者板「ただいま牢屋にいます」（『勇者互助組合　交流型掲示板２』収録）

□王子さん（イ・ダス）
金髪碧眼の王子様。誰に対しても丁寧だが誰に対しても下手に出ない、ちょっと黒いところも。

初出スレ：退役勇者板「大変なことになったんだが」（『勇者互助組合　交流型掲示板』収録）

□画家さん（パレイピア）
萌え文化を流行らせて戦争を終結させるという、奇想天外な方法で世界を平和に導いた漫画家。

初出スレ：退役勇者板「世界に平和がおとずれた」（『勇者互助組合　交流型掲示板２』収録）

□学者さん（時空図書館）
「知識の宝物殿」と呼ばれる時空図書館世界に籠っている勇者で、説明係としてとても便利。

初出スレ：現役勇者板「倒した魔王に懐かれた」（『勇者互助組合　交流型掲示板２』収録）

□学生さん（地球国家）
ありとあらゆるスレに出没する、自称：勇者板を楽しく盛り上げる会の会長。本当に学生なのかも

怪しい正体不明のトリックスター。

初出スレ：退役勇者板「大変なことになったんだが」

□狩人さん（オプトール）
勇者時代、理不尽な冒険を強いられてスレ住人から大いなる同情を受けた……が、そのわりにけ

ろっとしている天然さん。

初出スレ：退役勇者板「俺の心折れる冒険の話をしたい」（『勇者互助組合　交流型掲示板』収録）

□稀
き

乃
の

鬼
き

さん（天
てん

天
てん

）
勇者の中でも特に強力な力を持つ、組合古参その１。いつも若いものに愚痴りつつ、興味津々。

初出スレ：退役勇者板「近頃の若い勇者は」（『勇者互助組合　交流型掲示板２』収録）

□黒歴史さん（継銀河系地球→マレスルイカ→継銀河系地球）
中 2病時代に考えた恥ずかしい呪文が本当に使える世界に召喚された、哀れな青年。

初出スレ：現役勇者板「世界は俺に優しくない」（『勇者互助組合　交流型掲示板２』収録）

□警備員さん（時空治安機構）
勇者互助組合とは別の、時空の治安を守る組織に所属するお兄さん。実は実力がもの凄い……？

初出スレ：現役勇者板「どう好意的にみても変態です」（『勇者互助組合　交流型掲示板２』収録）

□賢者さん（空中庭園）
魔術については一目おかれる空中庭園世界で 200 年引きこもっていた、勇者板の術式オタク組筆頭。

初出スレ：退役勇者板「大変なことになったんだが」

□剣聖さん（セェユラ）
組合古参その２。その剣撃は時空を切り裂くほど。稀乃鬼さんいわく『筋肉馬鹿』。

初出スレ：退役勇者板「近頃の若い勇者は」

□合法ロリさん（ゼンドラーグ）
お嬢様口調でテンションが高い永遠のロリ。しかし、本性を現すとものすごく口汚くなる。

初出スレ：退役勇者版「不老不死になりましたの」（『勇者互助組合　交流型掲示板２』収録）

□三代目総長ミコトさん（平行世界４群→シッラ・ハウ）
埼玉烈風レディース苦世威惰亜図（くるせいだあず）の三代目総長。族の仲間と異世界を爆走中。

初出スレ：現役勇者板「ちっと状況が読めねえぜ」（『勇者互助組合　交流型掲示板２』収録）

□女帝さん（蓮
れん

源
げん

）
古風な口調で一本筋の通った、女帝になるべくしてなったような気品あるひと。

初出スレ：現役勇者板「パーティが最悪すぎて帰りたい」（『勇者互助組合　交流型掲示板』収録）

　

□審査者さん（ビスコス）
次代の勇者を選別すべく審査する元勇者……のはずが、強すぎて超えられない壁となっている。

初出スレ：退役勇者板「勇者はいまだ現れず」（『勇者互助組合　交流型掲示板２』収録）

□仙人さん（位相軸地球）
組合古参その３。のらりくらりとした老人風の口調ながら、意外に新しいもの好き。

初出スレ：退役勇者板「近頃の若い勇者は」

□操縦士さん（カルバ・ガルバ）
戦舞姫（いくさまいひめ）なる機体を操縦する若い女の子。姉御肌だが、ラブロマンスに目がない。

初出スレ：退役勇者板「なうの勇者をステルス追跡なう」（『勇者互助組合　交流型掲示板』収録）

□探偵さん（平行世界４群）
普通の探偵ながらいつのまにか世界を救い、勇者に認定された。好奇心からあちこちのスレに現れ

るが、そのたびに常識が破壊されて混乱する昨今。

初出スレ：総合勇者板「勇者認定されて不思議☆な人、集まれ！」（『勇者互助組合　交流型掲示板

２』収録）

□�フリーターさん（位相軸地球→夢限迷宮→ゾフィルク→サンサムン→ミラー
スト→万華塔→ツェ＝チウ→ユラッタ）
召喚体質にもほどがある、地球系列世界出身者。召喚される先々で勇者活動をしつつ、定住の地を

求めている。

初出スレ：退役勇者板「しょうかんじんが　あらわれた！」（『勇者互助組合　交流型掲示板』収録）

□ベジタヴォーンさん（平行世界４群）
昼は青年農家、しかしその正体は、野菜を模した変態的な衣装に身を包んで悪のカンキョ・ハカー

イ国と夜毎戦う変身ヒーロー。本人もなぜそのコスチュームなのか、納得できていない。

初出スレ：現役勇者板「どう好意的にみても変態です」

　　　　　 常連勇者紹介



□法術メイドさん（ライラ・ラミス→サレンダリア）
勇者板・爆裂メイド三人娘その２。どんなピンチでもきゃぴるん♪とメイド道を貫く常識しらず。

初出スレ：退役勇者板「大ピンチなのです！」（『勇者互助組合　交流型掲示板』収録）

□魔法少女さん（位相軸地球）
二十歳の身には恥ずかしい衣装と決めポーズの魔法少女に変身し、悪と戦う羽目になった、不憫な

女子大生。他方、勇者板ではそのネタっぷりが大人気。

初出スレ：現役勇者板「私は勇者じゃありません」（『勇者互助組合　交流型掲示板』収録）

□もふもふマスターさん（平行世界７群→コロム・スタラ）
凶獣（レセン）を倒す旅に出るはずが、動物から異常に懐かれる体質のせいで最終ボスすら仲間に

なり、目的がうやむやになった召喚勇者。

初出スレ：現役勇者板「あきらかにこの旅は、おかしい」（『勇者互助組合　交流型掲示板２』収録）

□もやチートさん（平行世界８群→スタム→平行世界８群）
召喚先で絶世のイケメンに改造されたことにもやもやしているチート勇者。無事に勇者活動を終え

ても元の姿には戻れず、アイデンティティの危機を感じている。

初出スレ：現役勇者板「こんなチートはいらなかった」（『勇者互助組合　交流型掲示板』収録）

□妖メイドさん（ゼガンヅ）
勇者板・爆裂メイド三人娘その３。妖しい色気がムンムンで、メイドなのにある意味女王様。

初出スレ：退役勇者板「なんと黒札もらっちゃった」（『勇者互助組合　交流型掲示板』収録）
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現役勇者板

「�攻略ルートが
見えてこない」

■勇者互助組合とは■

様々な世界に存在する『勇者』を、

時空を超えてサポートする組織である。

過去に役目を終えた退役勇者によって運営されており、

「俺たちの後輩を助けようぜ！」をモットーに、

現役勇者へのフォローを優先して活動している。

『退役勇者板』、通称『若気のいたり板』（いたり）や、

『現役勇者板』、通称『勇者してるなう』（なう）などの

交流型掲示板の設置や、親睦会の開催など、

現役勇者や退役勇者同士の交流にも力を入れている。

なお、それぞれの世界により

科学や術式など文化の発達度合いが異なるため、

各勇者が平等に利用できるよう、

組合の術式によって作成された『掲示板』は

頭の中に直接表示される仕組みになっており、

自動翻訳などの機能も有している。
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善き

27. 勇者を見守る軍人さん（グルム帝国）

おう、おつ

よくがんばった（笑）

28. 勇者を見守る暗殺者さん（レトヴァー）

お疲れさんってなぁ

29. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

おつなんだよ☆

でも、勇者さんが「魔王を倒せなくって困っ

ちゃう、なう！」なのは、レベルとは関係

ないんだよね？

30. 勇者している勇者さん（スハク）

あ、なんも関係ないです

31. 勇者を見守る魔術師さん（ミリュ・ミ）

……俺はなんで説明係なんてやるはめに

なったんだ？

32. 勇者を見守る暗殺者さん（レトヴァー）

そんなもん、テメエが話を持ち出しやがっ

たからだろぉ

33. 勇者を見守る軍人さん（グルム帝国）

言い出しっぺの法則、という奴だな

34. 勇者を見守る獣爪王さん（けものふ）

然り

35. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

そんでそんでー？

なんで勇者さんは、魔王を倒せる気がしな

いの？

36. 勇者を見守る軍人さん（グルム帝国）

レベルは関係なくとも、実力が不足してい

るのか？

21. 勇者を見守る軍人さん（グルム帝国）

おう、なるほど

22. 勇者を見守る魔術師さん（ミリュ・ミ）

あー　くそ

レベル制……ってのは……なんて言やいい

んだ……強さが数値化されるシステムのこ

とだ

戦ってると、経験値？　とかなんだかいう

もんが蓄積されてって、今どれくらいの強

さなのかが数値でわかる

レベルをあげるためには魔物を倒して生命

力（マナ）を取り込む……とかいう世界も

あるらしいけど、この辺は多分いろいろだ

ろ

うちだってレベル制じゃねえから、よくわ

からん

23. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

それは、傭兵さん☆のレムリン世界の仕組

みだねー

あとレベル制っていったら、ライラ・ラミ

ス世界もそうだったなー

24. 勇者を見守る魔術師さん（ミリュ・ミ）

で、組合設定レベルってのは、組合が設定

してるレベルのことで……つったらまんま

だけど、それ以外に言い様がねえ

勇者だったら武力と術式それぞれ、あとは

魔王の強さを統計から割り出して設定して

る

どれも平均が５で上限が 10、レベル８だと

組合の中のひとたちが出てくるトンデモ級

で、10までいったら神に匹敵する

……これでいいかよ !?

25. 勇者している勇者さん（スハク）

はあ……なんとなく、わかったような

26. 勇者を見守る獣爪王さん（けものふ）

1. 勇者している勇者さん（スハク）

どう考えても魔王を倒せる気がしないので

相談してもいいですか

2. 勇者を見守る獣爪王さん（けものふ）

暇ぞ

語れ

3. 勇者を見守る軍人さん（グルム帝国）

おう、どれくらい力になれるかはわからん

が、相談には乗るぞ

とりあえずお疲れさん

4. 勇者を見守る魔術師さん（ミリュ・ミ）

『魔王を倒せる気がしない』ってのはなんで

だ？

あれか、レベルが足りてねえとかか？

5. 勇者を見守る暗殺者さん（レトヴァー）

アァ？　レベル制の世界かぁ？

……なぁんか違ぇ気ぃすんなぁ

6. 勇者している勇者さん（スハク）

あの、すみません

レベルってなんですか？

7. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

魔術師さんってば的外れ☆

そして暗殺者さんの勘ってばさすがだね！

勇者板のアイドル☆学生さん、参上！

8. 勇者を見守る魔術師さん（ミリュ・ミ）

……レベル制の世界じゃねえわけか

つか、うるせえ学生

9. 勇者を見守る軍人さん（グルム帝国）

言葉自体を知らんのなら、組合設定レベル

の問題でもなさそうだな

10. 勇者を見守る獣爪王さん（けものふ）

然（しか）り

11. 勇者している勇者さん（スハク）

……あの、だからレベルってなんですか？

組合設定……？

12. 勇者を見守る暗殺者さん（レトヴァー）

面倒臭ぇなぁ、オイ？

パス

13. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

パスで☆

14. 勇者を見守る獣爪王さん（けものふ）

同じく

15. 勇者を見守る軍人さん（グルム帝国）

パスだな

16. 勇者を見守る魔術師さん（ミリュ・ミ）

俺もパス……って、誰も残ってねえじゃね

えか！

17. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

つ【言い出しっぺの法則】

18. 勇者を見守る軍人さん（グルム帝国）

なんだそりゃ？

19. 勇者を見守る獣爪王さん（けものふ）

先ず以（もっ）て

吼えた者こそ

牙を揮（ふる）え

20. 勇者を見守る暗殺者さん（レトヴァー）

あぁ、最初に言い出した奴がやりやがれっ

てぇことだろぉ

攻略ルートが見えてこない
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にか術とかそーいうの

68. 勇者している勇者さん（スハク）

術……と名前につくのは……

剣術とか

槍術とか

斧術とか

棍術とか

弓術とか

体術とか

織術とか

……あとなにがあったかな

69. 勇者を見守る軍人さん（グルム帝国）

ひとつだけ気になる

70. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

うん、ひとつだけ気になる☆

71. 勇者を見守る獣爪王さん（けものふ）

織術ぞ

72. 勇者を見守る暗殺者さん（レトヴァー）

他のはまぁ、武術の類だがよぉ

73. 勇者を見守る魔術師さん（ミリュ・ミ）

こ　れ　は

魔術的なもんか !?

魔術的なもんか !?

74. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

魔術師さん（笑）

75. 勇者している勇者さん（スハク）

まず、その魔術っていうのがなんなのかわ

からないんですけど……

織術は、大気の《力在る流れ》を縒（よ）っ

て形にし、さらに《力在る模様》に織り上

げて発動する術です

スハク世界独特の能力☆

だ　ね！

60. 勇者している勇者さん（スハク）

そうなんか

びっくりしますね

61. 勇者を見守る軍人さん（グルム帝国）

まあ、世界は様々だからな

こんなことで驚いてちゃあ……いや、なん

でもない

……今は自分のことだけを考えろ

62. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

うん、世界は様々☆だもんね

そ　れ　でー

勇者さんとー、魔王の？

《在りし加護》の、相性が悪いの？

……相性悪いてってどゆこと

63. 勇者を見守る魔術師さん（ミリュ・ミ）

てか、《在りし加護》以外になんかねえのか

よ、魔術とか

それか魔術とか

もしくは魔術とか

64. 勇者を見守る獣爪王さん（けものふ）

魔術師

65. 勇者を見守る暗殺者さん（レトヴァー）

魔術師よぉ……

66. 勇者を見守る軍人さん（グルム帝国）

魔術師の……お前な……

67. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

もー、術式オタク組☆のひとはこれだから！

でも、実際のとこ、ないの？

魔術じゃなくても、《在りし加護》以外にな

《在りし加護》のです

49. 勇者を見守る魔術師さん（ミリュ・ミ）

《在りし加護》？

50. 勇者を見守る軍人さん（グルム帝国）

って……なんだ？

51. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

うーん？

知っらなーい☆

52. 勇者を見守る獣爪王さん（けものふ）

知らぬ

53. 勇者を見守る魔術師さん（ミリュ・ミ）

在りし……加護……ってえと、名前から考

えると……

勇者の……スハク世界で……先天的に与え

られる、神からの祝福みてえなもん……か？

54. 勇者している勇者さん（スハク）

あ、えっ

うん、そう

誰もが生まれつき持ってる、神から与えら

れた能力なんですけど……他の世界にはな

いんですか？

55. 勇者を見守る軍人さん（グルム帝国）

ないな

56. 勇者を見守る魔術師さん（ミリュ・ミ）

ねえな

57. 勇者を見守る暗殺者さん（レトヴァー）

ねぇなぁ

58. 勇者を見守る獣爪王さん（けものふ）

無きぞ

59. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

それはもう

37. 勇者を見守る暗殺者さん（レトヴァー）

経験が足りてねぇのかぁ？

38. 勇者している勇者さん（スハク）

実力……てか、経験……てか

……なんか、無理、てか

39. 勇者を見守る獣爪王さん（けものふ）

何故（なにゆえ）

40. 勇者を見守る魔術師さん（ミリュ・ミ）

だからよ、なんで『無理』なんだっつの

41. 勇者している勇者さん（スハク）

えっと、なんて言うか……

相性が……悪いんですよ……ね

42. 勇者を見守る魔術師さん（ミリュ・ミ）

相性……属性か？

43. 勇者している勇者さん（スハク）

属性ってなんですか？

44. 勇者を見守る軍人さん（グルム帝国）

魔術師の（笑）

45. 勇者を見守る獣爪王さん（けものふ）

又（また）ぞ

46. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

まただね☆（笑）

47. 勇者を見守る暗殺者さん（レトヴァー）

つってもよぉ、こっからダラダラ話が逸

（そ）れんのも面倒臭ぇってんだよぉ

サクッと戻すぜぇ

勇者よぉ、なんの相性が悪いってんだ、えぇ

オイ？

48. 勇者している勇者さん（スハク）
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110. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

なになに、どしたの魔術師さん

111. 勇者を見守る魔術師さん（ミリュ・ミ）

魔王がそんな、ある意味チートな《在りし

加護》だろ？

だったら勇者が勇者に選ばれたのも、《在り

し加護》が特別だったからじゃねえのか？

112. 勇者を見守る軍人さん（グルム帝国）

そういえば、スハク世界で勇者はどうやっ

て決まるんだ？

お前はなんで勇者になったんだ？

113. 勇者を見守る暗殺者さん（レトヴァー）

でもってよぉ、頭ん中でファンファーレが

鳴ったのはいつだぁ？

114. 勇者している勇者さん（スハク）

ファンファーレ……って

「おめでとう！　あなたが勇者です！」って

あの盛大な声と音楽ですか？

あれを聞いたのは、俺が勇者に選ばれてか

ら……御殿で祭司様に祝福を与えていただ

いた時でした

115. 勇者を見守る魔術師さん（ミリュ・ミ）

てことは……前例勇者か？

116. 勇者を見守る獣爪王さん（けものふ）

然り

117. 勇者を見守る暗殺者さん（レトヴァー）

生誕じゃねぇ、成果でもねぇ、召喚なんか

じゃありゃしねぇ

前例勇者だろうよぉ

118. 勇者している勇者さん（スハク）

え？

勇者って、そんなにいろいろあるんですか？

119. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

97. 勇者を見守る魔術師さん（ミリュ・ミ）

ああ……確かにそりゃまたチート能力

98. 勇者を見守る軍人さん（グルム帝国）

つまり、もしお前が術を使えたとしても意

味がないわけか

99. 勇者を見守る暗殺者さん（レトヴァー）

そりゃまたウッゼェ能力だなぁ、オイ？

101. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

吸収系の敵を倒す時ってー

キャパ超えるまで注ぎ込め！　みたいなの

がセオリーな気もするけどー

術が使えないんじゃしょうがないね☆

102. 勇者を見守る魔術師さん（ミリュ・ミ）

キャパ超えるまで……注ぎ込む……

103. 勇者を見守る獣爪王さん（けものふ）

武術もぞ

104. 勇者している勇者さん（スハク）

はい、剣で斬ったりするのも効かない……

らしいです

そう聞きました

105. 勇者を見守る暗殺者さん（レトヴァー）

……どうやって倒せってんだぁ？

106. 勇者を見守る軍人さん（グルム帝国）

どうやって……倒すんだろうな……

107. 勇者を見守る魔術師さん（ミリュ・ミ）

てか、そういや勇者はなんで勇者になった

んだ？

108. 勇者を見守る暗殺者さん（レトヴァー）

アァ、なんだよ魔術師？

109. 勇者を見守る獣爪王さん（けものふ）

何ぞ

で、なんだぁ？

織術が使えなくて、武力だけじゃ心もと

ねぇってことか？

……なぁんか、違ぇ気がすんなぁ、オイ？

88. 勇者している勇者さん（スハク）

や、武力とかなんとか、そういうのじゃな

くて……とにかく《在りし加護》の相性が

悪いんです

89. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

うーん？

そんじゃ、とりあえずー

魔王のほうから！

どんな《在りし加護》を持ってるのか、発

表ドゾー

90. 勇者している勇者さん（スハク）

《干渉に能（あた）うものなし》

91. 勇者を見守る獣爪王さん（けものふ）

……ふむ？

92. 勇者を見守る軍人さん（グルム帝国）

干渉に……能うもんが、ない

93. 勇者を見守る魔術師さん（ミリュ・ミ）

つーと、あれか

94. 勇者を見守る暗殺者さん（レトヴァー）

攻撃無力化かぁ？

95. 勇者している勇者さん（スハク）

です、そうなんです！

や、無力化ってか、吸収するんです

なにも　攻撃　きかないです

96. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

それってばなんてチート能力☆

76. 勇者を見守る魔術師さん（ミリュ・ミ）

そうか……スハク世界にはそんな術式があ

んのか……

……ちなみに、お前は使えるのか？

77. 勇者を見守る軍人さん（グルム帝国）

……おい、魔術師の？

78. 勇者を見守る暗殺者さん（レトヴァー）

オイ、魔術師よぉ？

79. 勇者を見守る獣爪王さん（けものふ）

術式馬鹿ぞ

80. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

魔術師さんの質問の意図っていうか本音☆

はみんなわかってるからね（笑）

81. 勇者している勇者さん（スハク）

あ、いや、俺は使えません

82. 勇者を見守る魔術師さん（ミリュ・ミ）

……チッ !!

83. 勇者を見守る暗殺者さん（レトヴァー）

魔術師、テメエなぁ……

84. 勇者を見守る軍人さん（グルム帝国）

魔術師の……本当に、お前という奴は……

85. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

魔術師さんってば、自分に正直☆なのはい

いんだけどさー（笑）

86. 勇者を見守る獣爪王さん（けものふ）

善くは

無きぞ

87. 勇者を見守る暗殺者さん（レトヴァー）

アァ、これだから術式オタクどもは○○○

だってんだよクソッタレぇ
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今から !?

この力で勇者になったのに !!

今から特訓 !?

織術なんてやったこともないのに !!

今更特訓 !?

150. 勇者を見守る軍人さん（グルム帝国）

それは完全に自業自得だろう

他に手も考えつかんしな

151. 勇者を見守る暗殺者さん（レトヴァー）

勇者になったからってよぉ、

特訓しねぇ言い訳にゃなんねぇぜぇ

今までサボってたツケだ、特訓しろやぁ

152. 勇者を見守る魔術師さん（ミリュ・ミ）

なんなら俺も一緒にやるぜ！

珍しい術を身につけられる機会 !!

いいじゃねえか !!

153. 勇者を見守る獣爪王さん（けものふ）

術式馬鹿ぞ

勇者がこのザマなんだぜぇ

どうせ魔王の野郎も、その便利な《在りし

加護》に頼ってんじゃねぇのかぁ

……ある意味レベル１ってかよ、こいつら

よぉ

141. 勇者を見守る魔術師さん（ミリュ・ミ）

どっちかの能力が……少しでも違えばよ

かったんだけどな……

142. 勇者を見守る軍人さん（グルム帝国）

両方の能力がそれじゃあな……

143. 勇者している勇者さん（スハク）

……今から剣の訓練とかするべきなんです

かね？

144. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

えー　でも

そ　れ　も

吸収されちゃうんでしょ？

145. 勇者を見守る軍人さん（グルム帝国）

どうするんだ……

146. 勇者を見守る魔術師さん（ミリュ・ミ）

どうしような……

147. 勇者している勇者さん（スハク）

どうすれば……いいですか……

148. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

物理攻撃効かないんならー

やっぱ織術を特訓☆してー

キャパ超えるまで注ぎ込む、的な？

149. 勇者している勇者さん（スハク）

えっ　いっ

攻撃反射の勇者か

……そりゃ、決着がつかねえ……な

132. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

うはっは、ははっは！

ひー（笑）

うん、それは、無理☆だ　ね！

下手したらお互いにらみ合うだけ！

になっちゃうね☆

133. 勇者を見守る暗殺者さん（レトヴァー）

……なぁオイ勇者よぉ

テメエ、その《在りし加護》に頼って……

ろくに鍛錬もしてねぇんじゃねぇかぁ？

134. 勇者している勇者さん（スハク）

……だって敵が勝手に自滅してくれるから

135. 勇者を見守る魔術師さん（ミリュ・ミ）

だってじゃ！

136. 勇者を見守る軍人さん（グルム帝国）

ねえ !!

137. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

うんうん、勝手に自滅☆してくれるんだか

ら、鍛錬なんてポーイしちゃうよねー

人間って、楽なほうに流れちゃうものなん

だよ☆

138. 勇者を見守る獣爪王さん（けものふ）

詰（つま）らぬ

139. 勇者を見守る魔術師さん（ミリュ・ミ）

あー　そんで　だ

どうやって決着つけるんだ？

140. 勇者を見守る暗殺者さん（レトヴァー）

その辺も説明めんどいからー

無事にいたりになれた頃に、誰かに聞くの

がいいと思うよ☆

120. 勇者を見守る魔術師さん（ミリュ・ミ）

で、だ

お前はなんで勇者に選ばれたんだ？

121. 勇者している勇者さん（スハク）

ええと……

《在りし加護》が特別だったから……です

122. 勇者を見守る暗殺者さん（レトヴァー）

そんで？

テメエの奴ぁどんなシロモンなんだよぉ？

123. 勇者している勇者さん（スハク）

……《害するは報いなり》

124. 勇者を見守る軍人さん（グルム帝国）

……と、いうと？

125. 勇者を見守る魔術師さん（ミリュ・ミ）

つまり？

126. 勇者している勇者さん（スハク）

全攻撃自動反射……です

127. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

うわあ（笑）

128. 勇者を見守る暗殺者さん（レトヴァー）

オイ（笑）

129. 勇者を見守る魔術師さん（ミリュ・ミ）

おい（笑）

130. 勇者を見守る獣爪王さん（けものふ）

成る程

131. 勇者を見守る軍人さん（グルム帝国）

攻撃吸収の魔王に
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10. 勇者を見守る剣士さん（ディーライゼン）

まあまあとりあえず落ち着けって

深呼吸しろよ、な

11. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

新☆勇者さんってば状態異常：混乱が多い

よねー

そんな状態でスレ立てて相談するなんてー、

勇者板ってば最後の希望的な？

12. 勇者を見守る女帝さん（蓮源）

学生よ、左様なことを申しておる場合かえ

勇者よ、まずは落ち着いて、ことの経緯を

話すのじゃ

13. 勇者している勇者さん（アラテア）

あわわ！

お見苦しいところをお見せしちまっただ

す！

お、おらまっこと申し訳ないだす！

この通りだす！

14. 勇者を見守る女帝さん（蓮源）

……え？

15. 勇者を見守る王子さん（イ・ダス）

方向転換……しましたね

16. 勇者を見守る操縦士さん（カルバ・ガルバ）

方向転換……したわね

17. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

うーん

なーんか面白そうな勇者さーん☆

18. 勇者を見守る剣士さん（ディーライゼン）

って学生、新勇者をいびんじゃねえぞ？

弄（いじ）んじゃねえぞ？

1. 勇者している勇者さん（アラテア）

無理なんだす！

もう耐えられないんだす！

2. 勇者を見守る剣士さん（ディーライゼン）

新勇者か、おーっす

つうかなんだおい、どうしたよ？

3. 勇者を見守る王子さん（イ・ダス）

ずいぶん混乱されているようですが

どうしたんですか？

4. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

無理ってー、勇者するのが無理ぽ☆ってこ

とー？

経緯ｋｗｓｋ☆

というわけで、学生さん☆参上！

5. 勇者を見守る操縦士さん（カルバ・ガルバ）

とりあえず勇者にはなったってことでいい

のよね？

それで、なにが耐えられないのよ？

6. 勇者を見守る女帝さん（蓮源）

なんじゃ、難儀しておるのか？

詳しゅう聞こうぞ

7. 勇者している勇者さん（アラテア）

逃げ出したいんだす！

もう無理なんだす！

8. 勇者を見守る王子さん（イ・ダス）

あの……

9. 勇者を見守る操縦士さん（カルバ・ガルバ）

えーと

ちょっと落ち着きましょ、ね

もう無理だす！ しかし勇者には……なったのですよね？

29. 勇者を見守る女帝さん（蓮源）

ふむ、続きじゃ

30. 勇者している勇者さん（アラテア）

おらがいつものように羊の世話ぁしてたら、

村からおひとが来たんだす

なんでもおらのことを誰かが呼んでると

おら、なんか悪いことしちまっただかと思

いながら村に行っただす

31. 勇者を見守る操縦士さん（カルバ・ガルバ）

まあ、身に覚えのないことで呼び出された

ら……ねえ

32. 勇者を見守る剣士さん（ディーライゼン）

そりゃびびるわな

33. 勇者している勇者さん（アラテア）

おらを呼んだのは聖都からいらしたっちゅ

う立派な神官さまたちだっただす

なんでもご神託がおりて、聖王国の東の村

のはずれにいる、羊を世話する『緑の娘』

が勇者であると……

34. 勇者を見守る女帝さん（蓮源）

ふむ、それにお主がぴったりとあてはまっ

たのじゃな？

35. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

緑の娘ってなにー？

36. 勇者している勇者さん（アラテア）

へえ、おらの髪ぃも目ぇも緑色なんだす

でもって婆さまの作る染料が緑だもんで、

服もいつも緑なんだす

37. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

うっわー、緑づくしだねー

緑の娘☆

なあ勇者、俺らはまあお前の相談に乗るた

めに勝手に集まってんだからよ、謝ること

もなんもねえって

19. 勇者している勇者さん（アラテア）

すみませんだす！

すみませんだす！

20. 勇者を見守る操縦士さん（カルバ・ガルバ）

もういいわよ、わかったから

21. 勇者を見守る女帝さん（蓮源）

卑屈も過ぎると見苦しいわ

さっさと事情を話すのじゃ

22. 勇者を見守る王子さん（イ・ダス）

話しているうちに気分も落ち着いてくるで

しょう

23. 勇者している勇者さん（アラテア）

へえ、すみませんだす

おら、ちっせえ村のはずれの森ん中で婆

（ば）さまに育てられたもんだす

毎日羊の世話ぁして、獣ぉ狩って、毛皮な

んかを村で物々交換してただす

婆さまとしかまともに話したこったらない

田舎もんなんだす

24. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

うーん、田舎者☆

25. 勇者を見守る剣士さん（ディーライゼン）

おいこら学生！

26. 勇者を見守る操縦士さん（カルバ・ガルバ）

ちょっと学生！

27. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

えー、自称してるのにー

28. 勇者を見守る王子さん（イ・ダス）
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ってこと？

46. 勇者を見守る王子さん（イ・ダス）

あなたのお婆さまはいったいどんな方なの

ですか？

47. 勇者している勇者さん（アラテア）

おらも知らなかったんだすけど、婆さまは

昔、聖都の神子（みこ）さまだったんだす

そんでまあ隠居する段になって、このさき

現れる勇者に親がいないことを知って

村のはずれの森にきて、おらを引き取って

育てながら鍛えてくれたんだそうだす

48. 勇者を見守る女帝さん（蓮源）

なれば、魔物との戦いに問題はなかろうぞ

なにが耐えられぬのじゃ？

49. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

女帝さんってば、急かさなーい急かさなー

い

順番に経緯ドゾー

50. 勇者している勇者さん（アラテア）

へえ、そんでまあ婆さまのお墨付きもあっ

たんで、おら立派な神官さまたちに囲まれ

て、立派な馬車で聖都にきたんだす

こげな田舎もんにどえらい気ぃつかっても

らっちまって胃が痛かったんだす

51. 勇者を見守る剣士さん（ディーライゼン）

まあ……なあ

52. 勇者を見守る操縦士さん（カルバ・ガルバ）

それまでお婆さん以外とろくに話してもい

ないんだものね……

53. 勇者を見守る王子さん（イ・ダス）

そんなものですか？

54. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

王子さんにはわかんないよねー（笑）

38. 勇者を見守る王子さん（イ・ダス）

ならば確かに合致はしていますが……神託

が曖昧ではありませんか？

他にもあてはまるような娘さんがいらした

のでは？

39. 勇者を見守る操縦士さん（カルバ・ガルバ）

そうね、勇者になんて祭り上げられてから

実は人違いでした、なんてことになったら

目も当てられないわよね

40. 勇者を見守る剣士さん（ディーライゼン）

つうかなあ

召喚勇者もだけどよ、それまで戦いとは無

縁の人間、女だったら特にだな、それをい

きなり勇者にして戦えってのがなあ

まあ今更俺がどうこう言ってもしゃーねえ

のは知ってるけどよ

41. 勇者を見守る女帝さん（蓮源）

そればかりは世界様々な有り様じゃからし

てのう

42. 勇者している勇者さん（アラテア）

おらびっくらこいて、うちにとっかえして

婆さまに聞きましただ

そしたら婆さまはおらが勇者になるってこ

とを知ってたそうなんだす

獣と思って森で狩ってたのは魔物で、おら

を鍛えようってもんだったんだす

43. 勇者を見守る剣士さん（ディーライゼン）

ってオイ（笑）

44. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

剣士さん、もやっと☆空振り

だ　ね！（笑）

45. 勇者を見守る操縦士さん（カルバ・ガルバ）

ええっと……

てことはもう、ご神託を受けた時点で魔物

と戦えるだけの力は普通に持ってた

単身勇者であるなら……まあ、厳しいです

ね

65. 勇者を見守る女帝さん（蓮源）

しかし単身なれば、とうに旅に出ていても

よかろう

66. 勇者している勇者さん（アラテア）

……目が潰れそうなんだす !!

67. 勇者を見守る王子さん（イ・ダス）

えっ

68. 勇者を見守る剣士さん（ディーライゼン）

へっ

69. 勇者を見守る操縦士さん（カルバ・ガルバ）

ええ？

70. 勇者している勇者さん（アラテア）

目が潰れそうなんだす !!

71. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

ええっと？

72. 勇者を見守る女帝さん（蓮源）

なんじゃ？

73. 勇者している勇者さん（アラテア）

おらは田舎もんなんだす！

婆さまと羊と、村に行っても物々交換して

くださる爺（じ）さまとしか話したことが

なかったんだす！

村だってちっせえ村なんだす！

こげなでっけえ聖都にきただけでくらくら

してるんだす！

立派な聖城にいるだけで目がチカチカする

んだす！

話しかけてくださる王子さまはキラッキラ

輝いてるんだす！

55. 勇者を見守る女帝さん（蓮源）

……待つのじゃ、聖都に、きた、とな？

まだ旅には出ていないのかえ？

56. 勇者を見守る操縦士さん（カルバ・ガルバ）

あら、そういえば

57. 勇者を見守る剣士さん（ディーライゼン）

つうかよ、ゴールはどこなんだ？

やっぱあれか、魔王か？

58. 勇者している勇者さん（アラテア）

へえ、魔王を倒すらしいだす

59. 勇者を見守る王子さん（イ・ダス）

旅に出ていないのに……耐えられない、の

ですか？

戦闘力には問題がないのに、ですか？

どういうことでしょう

60. 勇者している勇者さん（アラテア）

……王さまは、おらが勇者だってことでえ

らく歓迎してくれただす

王妃さまもお優しく声をかけてくださった

んだす

王族のみなさまも、騎士さまたちも、侍女

の方々も、こんな田舎もんにえらく親切に

してくれるんだす

61. 勇者を見守る操縦士さん（カルバ・ガルバ）

なら問題ないじゃない

62. 勇者を見守る剣士さん（ディーライゼン）

なにが無理なんだよ？

63. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

っていうかー、なんでまだ旅に出てない

のー？

パーティメンバーが決まってないとか？

あれ、それとも単身勇者さん？

64. 勇者を見守る王子さん（イ・ダス）
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そんでそんで？

なんでまだ旅にでてないのー？

81. 勇者している勇者さん（アラテア）

最初は稽古だったんだす

騎士のみなさんのところで訓練をしたんだ

す

だけんども、おらそこっそこ強かったみて

えで、すぐに実戦形式になったんだす

そんでもって騎士さまに問題なかろうって

お墨付きをいただいて、実戦訓練も終わっ

てお城においていただいてるんだす

……したら侍女のみなさんが、こんなおら

を飾り立てようとしてくださって

みなさんお優しいのは有難いんだす！

でも無理だす！

おらにドレスとか絶対に無理だす！

82. 勇者を見守る操縦士さん（カルバ・ガルバ）

え、いやそこは楽しみなさいよ

女の子でしょ？

83. 勇者を見守る女帝さん（蓮源）

うむ、着飾り美しく在るのもまた女の義務

じゃぞ

84. 勇者を見守る王子さん（イ・ダス）

滅多にない体験だと思って割り切ってみる

のもいいんじゃないですか

毎日でしたら肩が凝りますけどね

85. 勇者を見守る剣士さん（ディーライゼン）

……お前さんらに言われると、こう……あ

れだな

86. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

女の子☆を満喫しちゃえばいいじゃなーい

だってどうせー、すぐに血なまぐさい旅な

んだし？

87. 勇者している勇者さん（アラテア）

話しかけてくださる王女さまもキラッキラ

輝いてるんだす！

話しかけてくださるお年を召した大臣さま

までキラッキラ輝いてるんだす！

お顔立ちだけじゃないんだす！

たたずまいがキラッキラしてるんだす！

住む世界が違うんだす！

目が潰れそうなんだす !!

74. 勇者を見守る王子さん（イ・ダス）

そんな……ものですか？

75. 勇者を見守る剣士さん（ディーライゼン）

王子にゃわかんねえよな……

76. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

田舎者にお城やら王族やらはハードル高い

よねー☆

それがまた驚異の美形率ってのも、

お約束☆

77. 勇者している勇者さん（アラテア）

聖城にいらっさるのは王族さまから侍女さ

ままでみなさん美しすぎるんだす！

もうそのキラッキラした雰囲気だけでいち

いち目が潰れそうなんだす！

親切にしてくださるのは有難いんだす！

だけどきさくに声をかけてくださったり気

をつかっていただいたりするたんびに

心臓が止まりそうなんだす !!

78. 勇者を見守る女帝さん（蓮源）

そんなものかえ？

79. 勇者を見守る操縦士さん（カルバ・ガルバ）

女帝さんにもわからないわよね……

80. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

うーん、王子さんと女帝さんにはわっかん

ないよねー☆

ラブロマンスとか滅相もないだす！

聖城でいちおう勇者のお披露目パーティな

んてこったらやってもらったんだすけど、

貴族のみなさまご親切に激励してくださっ

たんだす

だけんどもなんなんだすかあの美形軍団

は !!

無理矢理着せられたドレスは苦しいし動き

にくいし倒れそうだっただす！

94. 勇者を見守る王子さん（イ・ダス）

なんでしょう

まあ……いい国のようでなによりです

95. 勇者を見守る剣士さん（ディーライゼン）

投げるな、王子（笑）

96. 勇者している勇者さん（アラテア）

そんでもって、さっきとうとう明日旅に出

ることになったっちゅうて

連れ立つみなさんを紹介していただいたん

だす

97. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

ｗｋｔｋ☆

98. 勇者している勇者さん（アラテア）

任せてくださいとおっしゃってくださった

聖騎士さまも！

後ろは守りますとおっしゃってくださった

騎士さまも！

傷ひとつ負わせませぬとおっしゃってくだ

さった神子さまも！

キラッキラしてるんだす！

顔もキラッキラしてるんだす！

雰囲気もキラッキラしてるんだす！

一緒に旅とか無理だす！

絶対に無理だす !!

99. 勇者を見守る操縦士さん（カルバ・ガルバ）

無理なもんは無理なんだす！

おら、うちでは獣狩りっきゃしてなかっ

たんでスカート穿いたこともなかったんだ

す！

あんなドレスとか！

こんなドレスとか！

無理だす !!

88. 勇者を見守る女帝さん（蓮源）

美しくなりたいという願望はないのかや？

女子（おなご）には洒落っ気があって当然

と思うておったが

89. 勇者している勇者さん（アラテア）

おらは羊と獣と婆さま相手に生きてきたん

だす！

聖城に来るまで鏡すら見たことがなかった

んだす！

それに、着飾りたいなんちゅうことよりも、

いい匂いのする綺麗な侍女さんたちによっ

てたかって囲まれるのが心臓に悪いんだ

す！

田舎もんですんませんって土下座したくな

るんだす !!

90. 勇者を見守る王子さん（イ・ダス）

そんなものですか……

91. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

これはもう、相互理解は完全に無理っぽい

ねー（笑）

92. 勇者を見守る操縦士さん（カルバ・ガルバ）

でもチャンスじゃないのよ

田舎者だった私が初めてドレスを着たら、

えっ私ってこんなに綺麗だったの？

そしてパーティで貴族の殿方に見初めら

れ！

ラブロマンスの始まりよ！

93. 勇者している勇者さん（アラテア）
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110. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

ちなみにー、

勇者さんってば、いまどこー？

111. 勇者している勇者さん（アラテア）

ひいっ！

112. 勇者を見守る操縦士さん（カルバ・ガルバ）

え、なによ？

113. 勇者を見守る女帝さん（蓮源）

どういうことじゃ？

114. 勇者を見守る剣士さん（ディーライゼン）

いきなりどうした、学生？

115. 勇者を見守る王子さん（イ・ダス）

なんですか、勇者さん？

116. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

だってそんな勇者さんだもんねー

ねー、いまどこー？

117. 勇者している勇者さん（アラテア）

ひいっ

学生さんは……怖いおひとだす……

118. 勇者を見守る女帝さん（蓮源）

なんじゃ？

119. 勇者を見守る剣士さん（ディーライゼン）

なんだよ？

120. 勇者している勇者さん（アラテア）

おら……聖都の……北門に向かってる……

だす

121. 勇者を見守る操縦士さん（カルバ・ガルバ）

えっ

うーんと　なにかしら

100. 勇者を見守る剣士さん（ディーライゼン）

いやまあ　うーん

101. 勇者を見守る王子さん（イ・ダス）

美形は三日見ると飽きると言いますが

102. 勇者を見守る女帝さん（蓮源）

まあ、慣れるしかなかろうぞ

103. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

言っちゃうー？

王子さんと女帝さんがそれを言っちゃう？

104. 勇者を見守る剣士さん（ディーライゼン）

つうか戦いどころじゃねえなそれ

105. 勇者している勇者さん（アラテア）

戦いどころじゃないだす！

あんな美しい方々に傷でもつけたら首つり

ものだす！

あんなキラッキラした方々が魔王に挑むな

んてとんでもないだす！

それに道中おらの心臓が絶対にもたないだ

す !!

106. 勇者を見守る女帝さん（蓮源）

だからといって、どうしようというのじゃ？

107. 勇者を見守る王子さん（イ・ダス）

そうですね、もう出立は明日なのでしょう？

108. 勇者を見守る操縦士さん（カルバ・ガルバ）

諦めて受け入れるしかないんじゃないの？

ていうか慣れる、慣れるわ

……って自己暗示しなさいよ

109. 勇者を見守る剣士さん（ディーライゼン）

だよなあ

132. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

そっかー、バッチリだねー

133. 勇者を見守る王子さん（イ・ダス）

……ふむ

バッチリですね

134. 勇者を見守る操縦士さん（カルバ・ガルバ）

えっ

ちょ、王子さん？

135. 勇者を見守る剣士さん（ディーライゼン）

ておい、学生はともかく、王子？

136. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

それじゃ、頑張ってね、勇者さん！

137. 勇者を見守る王子さん（イ・ダス）

ええ、頑張ってください

138. 勇者を見守る剣士さん（ディーライゼン）

いやちょ待

139. 勇者している勇者さん（アラテア）

はい、頑張りますだす！

いってきますだす !!

140. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

さて

とー

……いったかなー？

いったかなー？

141. 勇者を見守る剣士さん（ディーライゼン）

つうかなあ、よお

おい、学生はあれだけどよ、王子よお

なんで止めねえんだよ！

ことと次第によっちゃ見損なうぜ !?

142. 勇者を見守る操縦士さん（カルバ・ガルバ）

それどころか煽（あお）ってたじゃないの！

122. 勇者を見守る剣士さん（ディーライゼン）

っておい

123. 勇者を見守る王子さん（イ・ダス）

まさか、ひとりで？

124. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

うんうん、だよねー

だと思いましたー

無理なもんは無理だもんねー☆

125. 勇者を見守る女帝さん（蓮源）

勇者よ……単身、魔王に挑もうというのか

え？

126. 勇者している勇者さん（アラテア）

キラッキラした方々はそれだけで世界の宝

なんだす……

それが傷つくのは世界の損失なんだす……

127. 勇者を見守る剣士さん（ディーライゼン）

だからっておい、大丈夫なのか？

128. 勇者を見守る操縦士さん（カルバ・ガルバ）

無茶にもほどがあるんじゃないの？

129. 勇者している勇者さん（アラテア）

これでも森育ちの田舎もんだす！

食える草も食えない草も知っているから大

丈夫だす！

130. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

っていうかむしろ街に入った時のが心配だ

ねー（笑）

お金の使い方とか、わかってるのー？

131. 勇者している勇者さん（アラテア）

侍女さんやら騎士さんやらにさりげなく教

えてもらっただす！

聖都を案内してもらって店の見分け方とか

金の使い方も教えてもらっただす！
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で、ずいぶん気に入られていたようです

そんな人物が警備の厳しい城から、本当に

人目を避けて抜け出せると思いますか？

150. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

ってなったらー、ほら！

151. 勇者を見守る女帝さん（蓮源）

……待ち伏せ、じゃな

152. 勇者を見守る王子さん（イ・ダス）

でしょうね

153. 勇者を見守る操縦士さん（カルバ・ガルバ）

なによ……そういうこと？

ああもう、私の心配を返しなさいよ、あん

たたち！

154. 勇者を見守る剣士さん（ディーライゼン）

ったく、どういう裏があるのかと思ったら

よ……

155. 勇者を見守る女帝さん（蓮源）

にしても、王子よ？

此度のやりよう、お主にしてはちと意地が

悪くなかったかえ？

156. 勇者を見守る王子さん（イ・ダス）

ええまあ、言いたくても言えないことがあ

りましたから

157. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

えー、なーにー？

158. 勇者を見守る王子さん（イ・ダス）

……王族とて、好きでキラキラしているわ

けではないんですよ？

女の子が魔王を倒しに一人旅するって言っ

てんのよ !?

しかも世間知らずの女の子よ !?

止めるべきでしょ、どういうことよ！

143. 勇者を見守る女帝さん（蓮源）

……なにやら腹積もりがありそうじゃのう

144. 勇者を見守る操縦士さん（カルバ・ガルバ）

え？

145. 勇者を見守る剣士さん（ディーライゼン）

へ？

146. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

ふっふー

まずー、勇者さんはまだ聖都を出てませー

ん

147. 勇者を見守る王子さん（イ・ダス）

そして彼女の国はずいぶん良い国のようで

すね

勇者さんは既にお披露目パーティをされて

います

おまけに騎士たちと修練を行っていました

……相手が門兵だとしても、顔を知られて

いる可能性は大きい

148. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

そーれーにー

あの勇者さんが隠し事できるタイプだと

思ったー？

ぜーったいバレてるよねー

149. 勇者を見守る王子さん（イ・ダス）

ええ、そもそも聖都を案内してもらった時

点でバレているでしょうね

彼女が街での振る舞い方を学習しようとし

ていることくらい

おまけに勇者さんは王族から侍女に至るま

「ごつごつ帝国で
友達どこぉ！？」
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25. 勇者を見守る遊び人さん（レンド連邦）

笑えるってことは、まだ君のどっかに余裕

があるってことだからさー

大丈夫大丈夫

26. 勇者を見守る探偵さん（平行世界４群）

……さて、よろしいですか？

とりあえずタイトルについて情報が不足し

ていると思いますので、詳しい経緯と現状

などを伺いたいのですが

27. 勇者を見守る学者さん（時空図書館）

そうですね、召喚された時の状況からお願

いします

28. 勇者している勇者さん（平行世界３群→ド・

イアゴ）

あ、はい、わかりました

ええと、学校からの帰りに友達と３人で歩

いてたら、いきなり足元に黒い穴みたいな

のが出たんです

前を歩いてた友達は確実に吸い込まれてて、

私の隣を歩いてた子はどうなったかわかり

ません

それで、私は気づいたらごつごつ帝国にい

たんですけど、友達の姿が見当たらないん

です

29. 勇者を見守る剣士さん（ディーライゼン）

なんつうか、おおむねわかりはしたけどよ

30. 勇者を見守る巫女姫さん（サレンダリア）

なんでしょう、なんだかよくわかりません

わね

31. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

えっとー、

・友達ひとりは確実に同時召喚されてる

・けど行方がわからない

頼りに……なるかわかりませんけれど、わ

たくしたちがおりますわ

お話ぐらいならいくらでもうかがいますし、

お悩みをうちあけてくださったらご一緒に

悩むくらいのことはできますわ

どうぞ落ち着いてくださいまし

17. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

深呼吸深呼吸☆

はーい勇者さん、続けてどうぞ☆

ひっひっふー

18. 勇者している勇者さん（平行世界３群→ド・

イアゴ）

ひっく、ぐすん、

ひっひっふ……

ってこれ赤ちゃん産む時のじゃないです

か !!

19. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

あ、知ってた☆

20. 勇者を見守る遊び人さん（レンド連邦）

まあでも、

とりあえず泣き止んだみたいだなー（笑）

21. 勇者を見守る剣士さん（ディーライゼン）

結果オーライってやつだな（笑）

22. 勇者を見守る巫女姫さん（サレンダリア）

勇者さん、大丈夫ですかしら？

23. 勇者している勇者さん（平行世界３群→ド・

イアゴ）

はい、すいません

なんかちょっと笑っちゃいました

24. 勇者を見守る巫女姫さん（サレンダリア）

そうですの、よかったですわ

1. 勇者している勇者さん（平行世界３群→ド・

イアゴ）

なんなのもぉ

わけわかんないよぉ

泣きそうだよぉ

2. 勇者を見守る遊び人さん（レンド連邦）

タイトルのわけわからなさに惹かれてきて

みたんだけど、こりゃマジ相談っぽいなー

3. 勇者を見守る剣士さん（ディーライゼン）

おーっす召喚おつ、だが大変そうだな

とりあえず落ち着けや

4. 勇者を見守る学者さん（時空図書館）

召喚勇者さんですね

ずいぶん取り乱されているご様子ですが

5. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

学生さん、参上☆

召喚なんてされちゃったらポカーンだよ

ねー

僕だっていきなり異世界に召喚された時に

はポカーンだったんだよ☆

でもスレタイどゆこと（笑）

6. 勇者を見守る遊び人さん（レンド連邦）

成果勇者だってある意味ポカーンだったけ

どな

俺はまあ、ちょっと方法はおかしかったけ

ど、結果的に魔王の侵攻を止めたら、いき

なり頭の中で勇者認定のファンファーレが

鳴ったんだぞ（笑）

あれはたまげた

7. 勇者を見守る剣士さん（ディーライゼン）

あれ、遊び人は成果勇者だったのか

俺は生まれた時から勇者だったからな

ポカーンなんてする機会もありゃしなかっ

たぜ

8. 勇者を見守る学者さん（時空図書館）

ええ、生誕勇者ならば、そうでしょうね

9. 勇者を見守る巫女姫さん（サレンダリア）

勇者さん、ひとまず落ち着いてくださいな

タイトルはどういうことなんですの？

10. 勇者を見守る探偵さん（平行世界４群）

やはり地球系列世界からの召喚なのですね

……興味深い

詳しいお話をお願いいたします

11. 勇者している勇者さん（平行世界３群→ド・

イアゴ）

なにこれもうやだぁ

うえええん

12. 勇者を見守る探偵さん（平行世界４群）

あの……

13. 勇者を見守る学者さん（時空図書館）

ええと、ですね……

14. 勇者を見守る剣士さん（ディーライゼン）

まあ落ち着け、な

深呼吸してみろよ深呼吸

15. 勇者を見守る遊び人さん（レンド連邦）

そうだよー、みんな君の相談に乗るために

集まったんだからさー、

深呼吸して、鼻かんで、落ち着こう？

16. 勇者を見守る巫女姫さん（サレンダリア）

ごつごつ帝国で友達どこぉ!?
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地球のひとじゃないんですか !?

55. 勇者を見守る剣士さん（ディーライゼン）

なんだ、どういうこった

学者、説明頼む

56. 勇者を見守る学者さん（時空図書館）

はあ、わかりました

仕方ありませんね

地球系列世界はすべて似ているようでいて、

様々な差異が存在しています

例えば……そうですね、探偵さんの平行世

界４群を基準とすると、わかりやすい例で

したら……ここにはいらっしゃいませんが、

研究者さんの存在する平行世界５群は科学

が高度に発達しています

そして今回の勇者さんの故郷である平行世

界３群の人間は、みな生まれつき『鋭能』

と呼ばれる……地球系列世界の用語ではな

んと言いましたか……

そう、『超能力』のようなものを持っている

のです

57. 勇者を見守る探偵さん（平行世界４群）

み　ん　な

ちょう　のう　りょく

58. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

へー、なーるほどねー

納得☆

59. 勇者している勇者さん（平行世界３群→ド・

イアゴ）

えっ、そうなんだぁ

地球にもいろいろあるんだぁ

鋭能って地球人なら誰でも持ってるってわ

けじゃないんですか

60. 勇者を見守る学者さん（時空図書館）

ええ、世界が変われば、ですね

とりあえず、なんか戦いみたいなのはするっ

ぽいです

召喚された時に、ごつごつさんの王様みた

いな冠とマントつけた巨大ごつごつさんに

「ワレラ　トモニ　タタカウ　タノム」

って言われました……けど、それだけじゃ

よくわかんないのになぁ

でも、鋭能（えいのう）があるから問題な

いとは思うんですけど

48. 勇者を見守る巫女姫さん（サレンダリア）

鋭能？

49. 勇者を見守る遊び人さん（レンド連邦）

なんだそれ？

50. 勇者を見守る剣士さん（ディーライゼン）

魔法みたいなもんかよ？

51. 勇者している勇者さん（平行世界３群→ド・

イアゴ）

えっ、魔法じゃないですよ、鋭能です

地球なら普通に生まれつきみんな持ってま

すよ

あたし中学生ですけど、小学校のうちから

授業にも鋭能制御ってありますよ

ですよね？

52. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

ええー、知らなーい

53. 勇者を見守る探偵さん（平行世界４群）

鋭能……ですか？

なんですか？

54. 勇者している勇者さん（平行世界３群→ド・

イアゴ）

えっ、知らないのぉ !?

えっと、学生さんとか……探偵さん？　は、

39. 勇者を見守る遊び人さん（レンド連邦）

ゴーレムって人造物だったのか？

普通に繁殖してるモンスターの一種だと

思ってたなー

40. 勇者を見守る学者さん（時空図書館）

探偵さんがおっしゃったのは、あくまで地

球系列世界の伝承ですよ

世界には様々ありますから、むしろ剣士さ

んや遊び人さんのように、身近なモンスター

の一種である世界のほうが数多くあると思

われます

41. 勇者を見守る巫女姫さん（サレンダリア）

そうなんですの、勉強になりますわね

42. 勇者している勇者さん（平行世界３群→ド・

イアゴ）

なんか、ちょっとわかりました

でも、このごつごつさんたちはちゃんと意

志を持ってて、国を作ってるみたいです

ただちょっとその意志が……というか、言

葉が少なすぎてよくわかんないだけで

43. 勇者を見守る剣士さん（ディーライゼン）

なんで召喚されたのかは聞いたのか？

44. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

ふたりは確実にド・イアゴ世界に召喚され

てるみたいだしねー

なんの目的があるんだろ？

45. 勇者を見守る巫女姫さん（サレンダリア）

別々の国に召喚されて、ご友人と戦うよう

なことになど……

ならなければ、よいのですが

46. 勇者を見守る遊び人さん（レンド連邦）

でもちょっとそんな予感もするなー

47. 勇者している勇者さん（平行世界３群→ド・

イアゴ）

・勇者さんはごつごつ帝国にいる

ごつごつ帝国ってなんぞ？

32. 勇者を見守る遊び人さん（レンド連邦）

なんだろなー、国の名前？

変な名前の国もあったもんだなー

33. 勇者している勇者さん（平行世界３群→ド・

イアゴ）

国の名前……じゃないんです、わかりませ

ん

なんか意思疎通がうまくできないんです

でもみんなごつごつしてるんです

ゴジ○みたいなでっかいひととか、手に乗

るくらいのちっちゃいひととか、サイズは

いろいろなんですけど、みんな石でできて

るんです

34. 勇者を見守る学者さん（時空図書館）

それは……ゴーレムではありませんか？

35. 勇者している勇者さん（平行世界３群→ド・

イアゴ）

ゴーレムってなんですか？

36. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

もしかして：勇者さんってばゲームとかや

らないひと？

37. 勇者を見守る探偵さん（平行世界４群）

ゴーレムというのは……地球系列世界では、

もとは泥人形のことです

確か『胎児』という意味があり、作成者に

忠実に従う人造物をいいます

それから様々な伝承に転じて、石や金属な

どで作られたものも現れました

38. 勇者を見守る剣士さん（ディーライゼン）

えっ

ゴーレムなんて普通にその辺にいるだろ？

迷宮とかで宝箱守ってたりする奴だろ？
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84. 勇者を見守る剣士さん（ディーライゼン）

誘導してきた

85. 勇者している勇者さん（平行世界３群→ド・

イアゴ）

きぃちゃああああん！！！！！

86. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

剣士さんってば、ナイスプレー☆

87. 勇者を見守る探偵さん（平行世界４群）

無事に、合流できた、ようですが……

名前が……ややこしいですね……

88. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

んじゃあ、ごつごつ帝国の勇者さんは『鋭

能少女ちーちゃん』

もふもふ天国の勇者さんは『鋭能少女きぃ

ちゃん』にー

それぞれ名前を変えてみよう☆

89. 勇者している鋭能少女ちーちゃんさん（平

行世界３群→ド・イアゴ）

えっと、これでいいんですか？

ってかきぃちゃん！　もふもふ天国ってな

に！

こっちはすっごく心配してたんだよぉ !!

90. 勇者している鋭能少女きぃちゃんさん（平

行世界３群→ド・イアゴ）

これでいいのかしら

だってもふもふ天国だったんだもの、しょ

うがないじゃない

ちーちゃんったらごつごつ帝国に召喚され

ちゃったのね（笑）

91. 勇者を見守る巫女姫さん（サレンダリア）

あら、なんだかお可愛らしいですわね

92. 勇者を見守る遊び人さん（レンド連邦）

こりゃまたどっと和（なご）んだねー

75. 勇者を見守る遊び人さん（レンド連邦）

おっとと

きぃちゃんっていうのが……召喚されたお

友達、かな？

76. 勇者を見守る学者さん（時空図書館）

ふむ、ド・イアゴ世界の資料はどこでした

か……

77. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

うーん、他の国に喚ばれちゃったのかなー？

ごつごつ帝国にはいないんだねー

78. 勇者を見守る巫女姫さん（サレンダリア）

それは、心配ですわね……

どうしたものでしょう、なうにいらっしゃ

らないかしら

79. 勇者を見守る剣士さん（ディーライゼン）

なあおい、召喚世界名と出身世界名でなう

探してみたんだけどよ

こいつじゃねえか？

つ【現役勇者板「ここはもふもふ天国（パ

ラダイス）！」】

80. 勇者している勇者さん（平行世界３群→ド・

イアゴ）

ふえっ？

81. 勇者を見守る探偵さん（平行世界４群）

……えっ？

82. 勇者を見守る遊び人さん（レンド連邦）

ええー？

83. 勇者している勇者さん（平行世界３群→ド・

イアゴ）

ちーちゃんったら！

こんなとこにいたの !?

離ればなれになって、びっくりしたのよ !?

68. 勇者している勇者さん（平行世界３群→ド・

イアゴ）

あたしの鋭能は《炎舞流転（えんぶるて

ん）》っていうんだぁ

どこにでも炎を発生させることができるし、

自分も炎と同化できるの

鋭能の中でもけっこう強力なんだよぉ

69. 勇者を見守る剣士さん（ディーライゼン）

おお、すげえな！

70. 勇者を見守る遊び人さん（レンド連邦）

炎を操れるのか、そりゃすごい

71. 勇者を見守る探偵さん（平行世界４群）

えん……ぶ、るてん……？

ちきゅうで？

72. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

探偵さんってばー、まだ常識をポーイでき

てなかったのー？

気にしたら負け☆なんだってばー

73. 勇者を見守る巫女姫さん（サレンダリア）

その力を見込まれて、召喚された……とい

うことですかしら

……同時に召喚されてしまったご友人との

戦いは……避けられなさそうな気がいたし

ますわね……

74. 勇者している勇者さん（平行世界３群→ド・

イアゴ）

って、そうだぁ！

きぃちゃん！　きぃちゃん、どこにいっ

ちゃったのぉ !?

ごつごつさんたちにきいても、

「ワレラ　ヌシ　ヨンダ」

っていわれるだけで

きぃちゃああん

うええええん

61. 勇者を見守る巫女姫さん（サレンダリア）

ちなみにその、超能力というのは、どんな

ものですの？

62. 勇者を見守る剣士さん（ディーライゼン）

超、で、能力？

なんかすごそうだけど、どんなもんなんだ？

63. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

うーん？

個人がー、生まれつき持ってる、魔法みた

いなもん？

かなー？

64. 勇者を見守る学者さん（時空図書館）

魔法に似ているとは言いましても、生来備

わっている能力に限定されますので

万能ではありませんし、後天的に取得して

増やすようなことはできませんね

65. 勇者を見守る遊び人さん（レンド連邦）

なんとなーく、わかったかなー

ひとりは水魔法の《ウォルタカイド》を最

初から持っていて使うこともできて、

ひとりは風魔法の《ウィルドセラス》を最

初から持っていて使うこともできて、

だからといって他属性はもちろん、同属性

でも他の魔法は習得できないってことか？

66. 勇者を見守る巫女姫さん（サレンダリア）

癒し手でも

生まれつき《傷よ治れ》が使用できる者と

《毒よ去れ》が使用できる者が別々におり

学んでも他の術は使えない、ということな

のかしら？

67. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

うんうん、そんな感じー

ちなみに勇者さんの超能力、じゃなくて鋭

能ってどんなのなのー？
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ちっちゃいごつごつさんとか、一生懸命ご

はん運んだりしてくれるんだよ！

肩によじのぼってきたりするんだよ！

ごつごつさんだってかわいいんだから！

114. 勇者を見守る探偵さん（平行世界４群）

えっ

115. 勇者を見守る巫女姫さん（サレンダリア）

あの……

116. 勇者を見守る学者さん（時空図書館）

そういう問題……ですか？

117. 勇者している鋭能少女きぃちゃんさん（平

行世界３群→ド・イアゴ）

ふふん、ちーちゃんってばそんなの負け惜

しみじゃないの

もふもふさんたちは頼めば惜しみなく触ら

せてくれるのよ？

もふっもふの手触りを満喫させてくれるの

よ？

こんな天国、ほかにあると思う？

118. 勇者している鋭能少女ちーちゃんさん（平

行世界３群→ド・イアゴ）

そんなの！

ごつごつさんたちは確かに言葉は少ないけ

ど、純朴でそこがいいんだよ！

ごはんとか、あとでコック帽かぶったごつ

ごつさんがこっそり

「クッタカ　ウマイカ」

とか聞きにきてくれたりするんだから！

表情とか全然ないけど、ごつごつコックさ

んの全身から、「心配！」ってオーラでてる

んだよ！

かわいいんだよ！

119. 勇者している鋭能少女きぃちゃんさん（平

行世界３群→ド・イアゴ）

そんなのもふもふさんたちだって一緒だ

わ！

105. 勇者を見守る遊び人さん（レンド連邦）

つうか、それは勇者なのかなー、まあいい

けどさー

106. 勇者を見守る巫女姫さん（サレンダリア）

けれど、なぜ召喚は同時だったんですの？

107. 勇者している鋭能少女きぃちゃんさん（平

行世界３群→ド・イアゴ）

さあ、そこまでは

108. 勇者を見守る学者さん（時空図書館）

資料をあたりました

ド・イアゴ世界で召喚術などの大規模術式

を行使できる種族は魔人族のみなので、彼

らは武闘大会では審判をつとめ、また召喚

儀式も平等に行うようですね

魔人族が一斉に召喚し、各国に異世界人を

送り込んだのでしょう

109. 勇者している鋭能少女きぃちゃんさん（平

行世界３群→ド・イアゴ）

うふっふ、もふもふ天国だわー

こういう時、日頃の行いがものを言うのよ、

ちーちゃん

110. 勇者している鋭能少女ちーちゃんさん（平

行世界３群→ド・イアゴ）

……なによぉ

111. 勇者を見守る剣士さん（ディーライゼン）

ん？

112. 勇者を見守る遊び人さん（レンド連邦）

お？

113. 勇者している鋭能少女ちーちゃんさん（平

行世界３群→ド・イアゴ）

きぃちゃんってば自慢ばっかして！

ごつごつさんたちだってねぇ、いいひとた

ちなんだからね！

99. 勇者している鋭能少女きぃちゃんさん（平

行世界３群→ド・イアゴ）

うふふ、こっちにいるのはもふもふさんだ

けよ

残念だったわね、ちーちゃんってば

100. 勇者を見守る探偵さん（平行世界４群）

……あの、伺っても？

えい……能、ちーちゃんさんのお話からは

よくわからなかったのですが、あなたは獣

人国の方から召喚理由をお聞きになりまし

たか？

101. 勇者している鋭能少女きぃちゃんさん（平

行世界３群→ド・イアゴ）

ええ、ちゃんと聞きました

ごつごつさんとは違ってみなさんおしゃべ

りできる方々でしたから

なんでも、この世界には様々な種族が住ま

う国がそれぞれ存在していて、３つの月が

重なった年に、国の威信をかけた武闘大会

を行うそうなんです

ですけれど、種族的なハンデがあるでしょ

う？

だから助っ人として、異世界人の召喚が認

められているそうです

102. 勇者を見守る学者さん（時空図書館）

資料が見つかりました

……ええ、間違いありませんね

103. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

ってことはー

戦いっていっても、殺し愛☆とかじゃない

んだー

よかったねー

104. 勇者を見守る剣士さん（ディーライゼン）

なんつうかよ、平和だな

だけどまあ、よかったな

93. 勇者を見守る剣士さん（ディーライゼン）

でもまあ、良かっただろ

94. 勇者を見守る学者さん（時空図書館）

ええと、……コホン、

鋭能少女きぃちゃんさんに伺いますが、も

ふもふ天国というのは？

95. 勇者している鋭能少女きぃちゃんさん（平

行世界３群→ド・イアゴ）

あら、はい

帰り道にちーちゃんともうひとりの友達と

歩いていたら、いきなり足元がストンと抜

けて、気づいたらもふもふ天国にいたんで

す

人型の狼さん！

人型の鳥さん！

人型の兎さん！

人型のねこちゃん！

人型のわんちゃん！

王様は人型の獅子さんだったんです！

もっふもふ天国です！

ああ、しあわせー

96. 勇者を見守る遊び人さん（レンド連邦）

獣人国、ってこと……かな？

97. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

しかも獣が強いタイプの獣人国だねー☆

98. 勇者している鋭能少女ちーちゃんさん（平

行世界３群→ド・イアゴ）

きぃちゃんひどいぃ！

きぃちゃんずるいぃ！

こっちなんか、こっちなんか、

あっちみてもそっちみてもどこみてもなに

みてもだれみても

みんっなごつごつさんなのにぃ！
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行世界３群→ド・イアゴ）

るーちゃんったら！

あなたも来てたのね、どうしたの !?

141. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

ウェルカム勇者さーん☆

とりあえず名前を『鋭能少女るーちゃん』

に変えよっか☆

おっそろい、おっそろい

142. 勇者している鋭能少女るーちゃんさん（平

行世界３群→ド・イアゴ）

なまえ　えっこうですか

ちーちゃんもきぃちゃんもいたんですうう

うう

わたしもうどうしたらいいかわからないん

ですうううう

143. 勇者している鋭能少女きぃちゃんさん（平

行世界３群→ド・イアゴ）

るーちゃん、落ち着いて

あなたもこの世界にいるのよね？

144. 勇者を見守る剣士さん（ディーライゼン）

名前欄の召喚世界からすりゃまあ、そうだ

な

145. 勇者している鋭能少女ちーちゃんさん（平

行世界３群→ド・イアゴ）

るーちゃん、なにがこわいの？

こわいひとたちの国だったの？

146. 勇者している鋭能少女るーちゃんさん（平

行世界３群→ド・イアゴ）

うろこさんたちなんですうううう !!

147. 勇者を見守る探偵さん（平行世界４群）

……うろこ？

148. 勇者を見守る剣士さん（ディーライゼン）

龍とかか？

ばんぶつ……つうか？

132. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

もー、探偵さんってば（笑）

133. 勇者を見守る剣士さん（ディーライゼン）

なあおい、もひとりこのスレで見つけたん

だけどよ、どうする？

つ【現役勇者板「こわいんですううううう

ううう！！！」】

134. 勇者を見守る遊び人さん（レンド連邦）

え、まじで

誘導したら？

135. 勇者を見守る剣士さん（ディーライゼン）

了解

136. 勇者している勇者さん（平行世界３群→

ド・イアゴ）

ちーちゃん！

きぃちゃん！

こんなところにいたんですこわいんですわ

たしどしたらいいんですかこわいんです！

137. 勇者を見守る巫女姫さん（サレンダリア）

あら、んふ

かわいらしきものがまた増えましたわね

この姦（かしま）しさもまたかわゆきもの

ですわ

138. 勇者を見守る学者さん（時空図書館）

そういえば、３人連れだった、ということ

でしたね……

全員召喚されていたのですか

139. 勇者している鋭能少女ちーちゃんさん（平

行世界３群→ド・イアゴ）

るーちゃん！

140. 勇者している鋭能少女きぃちゃんさん（平

123. 勇者を見守る巫女姫さん（サレンダリア）

……ふう

気付け薬を取って参りますわ

124. 勇者を見守る遊び人さん（レンド連邦）

あー　なにかなー

まあ、いっかなー

125. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

うーん、このふたりが武闘大会で戦うのかー

胸熱☆

126. 勇者を見守る探偵さん（平行世界４群）

ええと、ですね

……止めないんですか？

127. 勇者を見守る学者さん（時空図書館）

止めるべきだと思うのならば、ご自分でお

願いします

128. 勇者している鋭能少女ちーちゃんさん（平

行世界３群→ド・イアゴ）

きぃちゃんなんて、あたしがごつごつさん

と一緒に、

大会で《炎舞流転》でボッコボコにしてや

るんだから！

129. 勇者している鋭能少女きぃちゃんさん（平

行世界３群→ド・イアゴ）

あらあらちーちゃんってば大きく出たわね

ちーちゃんの《炎舞流転》が私の《万物通

過》に効くのかどうか、存分に試してもら

おうじゃない！

130. 勇者している鋭能少女ちーちゃんさん（平

行世界３群→ド・イアゴ）

言ったな、言ったなぁ！

ぜーったい黒こげにしてやるー !!

もふもふさんなんてすっごくよく燃えちゃ

うんだから！

131. 勇者を見守る探偵さん（平行世界４群）

私の食事にはとっても気を使ってくれるも

の

「ヒトの食らうものはなんだ」とか最初に

ちゃーんと聞いてくれたわ！

120. 勇者している鋭能少女ちーちゃんさん（平

行世界３群→ド・イアゴ）

ごつごつさんたちなんてねえ、最初はあた

しに聞くこともできなくって、お肉からお

野菜から果物からなんかわからないものま

でいろいろテーブルに並べてこっそり陰か

らどれ食べるか見てたんだからね！

素朴なひとたちなんだよ！

かわいいんだよ！

お料理したくて調理場借りたら、じっと見

てて、再現してくれるんだよ！

美味しいって言ったら、表情は全然ないけ

ど、雰囲気がぱぁってするんだよ！

かわいいんだよ！

121. 勇者している鋭能少女きぃちゃんさん（平

行世界３群→ド・イアゴ）

でもごつごつさんなんてみーんなゴーレム

なんでしょ？

そんなの違いが全然ないじゃないの！

もふもふさんたちはありとあらゆる種族の

動物さんたちなのよ！

見てるだけでも飽きないんだから！

122. 勇者している鋭能少女ちーちゃんさん（平

行世界３群→ド・イアゴ）

手のひらサイズのお世話係のごつごつさん

のちょこまかしたかわいさとか、きぃちゃ

んにはぜぇったいわかんないもんね！

ごつごつさんたちだって、大きさだけじゃ

なくて見分けつくようになってきたよ！

あのごつごつさんはちょっと肩幅広いとか

あっちはちょっと色が違うとか、そんな発

見の楽しみがきぃちゃんにはないんだもん

ね！
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「状況を整理した
�いのです」

退役勇者板

生理的な嫌悪だけはどうにもなりませんか

らね

159. 勇者を見守る巫女姫さん（サレンダリア）

かといって永遠に時間を止めるなど言語道

断

しゃっきりお慣れなさい！

160. 勇者している鋭能少女るーちゃんさん（平

行世界３群→ド・イアゴ）

無理なんですうううううう！！！

149. 勇者を見守る遊び人さん（レンド連邦）

魚系かなー？

150. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

トカゲさんかなー☆

151. 勇者している鋭能少女るーちゃんさん（平

行世界３群→ド・イアゴ）

とかげなんですへびなんですううううう !!

みんなみんなとかげさんへびさんなんです

うううう！！！

かおとかうろこなんです目がギョロっなん

です舌がチロっなんです

とりはだなんですこわいんですこわいんで

すこわいんです！！！

《時間両断》でタイムストップして隠れてる

んですけどこわいんですううう！！！

152. 勇者を見守る探偵さん（平行世界４群）

じかん……りょう、だん？

153. 勇者を見守る剣士さん（ディーライゼン）

鋭能のことだろ、いい加減慣れろよ探偵

154. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

自分の常識を捨てられないのが、探偵さん

の弱点だよね☆

155. 勇者している鋭能少女きぃちゃんさん（平

行世界３群→ド・イアゴ）

まあ、るーちゃんってばなんというところ

に……

156. 勇者している鋭能少女ちーちゃんさん（平

行世界３群→ド・イアゴ）

るーちゃん、爬虫類全般ダメだもんね……

157. 勇者を見守る遊び人さん（レンド連邦）

あちゃー（笑）

そりゃ困ったなー

158. 勇者を見守る学者さん（時空図書館）
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