


　退役勇者板「大変なことになったんだが」 ………………………………… 5

　現役勇者板「パーティが最悪すぎて帰りたい｣ ……………………… 17

　現役勇者板「お前が勇者 !? と怒られた」 ………………………… 35

　現役勇者板「私は勇者じゃありません｣ ………………………… 47

　退役勇者板「俺の心折れる冒険の話をしたい」 ………………… 59

　退役勇者板「大ピンチなのです！」 ……………………………… 73

　退役勇者板「しょうかんじんが　あらわれた！」 ……………… 97

　現役勇者板「ハーレムなんてくそくらえ！」 …………………… 109

　現役勇者板「こんなチートはいらなかった」 …………………… 121

　現役勇者板「勇者とか（笑）」 ……………………………………… 135

　現役勇者板「猫耳は正義なりや否や」 …………………………… 147

　退役勇者板「なうの勇者をステルス追跡なう」 ………………… 157

　現役勇者板「ようやく俺にも旅の終わりが」 …………………… 169

　退役勇者板「近頃の若い勇者は」 ………………………………… 181

　現役勇者板「ただいま牢屋にいます」 …………………………… 193

　退役勇者板「［鍵］大変なことに…なったんだが」 ……………… 207

　現役勇者板「チョーマジありえないんだけど」 ………………… 221

　総合勇者板「勇者認定されて不思議☆な人、集まれ！」 ……… 233

　現役勇者板「相棒の首に縄をつけたい」 ………………………… 243

　退役勇者板「今思うと、あの魔王は、なかった」 ……………… 255

　退役勇者板「不老不死になりましたの」 ………………………… 267

　現役勇者板「雑草根性舐めんじゃないわよ！」 ………………… 277

　現役勇者板「召喚されてしまったよ！」 ………………………… 291

　退役勇者板「なんと黒札もらっちゃった」 ……………………… 303

　現役勇者板「さて、ここで問題です」 …………………………… 315

　総合勇者板「■重要なお知らせ■
　　　　　　　勇者互助組合補助員制度の設立について」 ……… 341

　総合勇者板「■お知らせ■ 勇者親睦会開催決定」 ……………… 347

　総合勇者板「勇者親睦会実況スレ」 ……………………………… 359

　　　　　　　 目次　　　　　　　 



■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。

「大変なことに
なったんだが」

退役勇者板
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大変なことになったんだが す み ま せ ん、 テ ン パ っ て る ん だ
よ……

いまは僻地（へきち）に逃げてひっ
そり暮らしてる
姫と結婚して王になれとかマジ無理
だから
魔術の研究に思う存分没頭してたら
最近『森の賢者様』とか呼ばれ始め
たよ

25. 勇者しちゃった会社員さん（平行世

界８群）

森の賢者様（笑）

26. 勇者しちゃった軍人さん（グルム

帝国）

森の賢者様（笑）

27. 勇者しちゃった王子さん（イ・ダス）

王位を嫌う勇者の例と
王位を強要する国家の例は
いつも問題になりますからね

28. 勇者しちゃった学生さん（地球国家）

ていうか、なんで召喚しちゃった
のー？
もういるんなら必要なくない？
魔王とかそんなに強いの？

あと森の賢者様（笑）

29. 勇者しちゃった賢者さん（空中庭園）

学生……

どうやら国は勇者が生まれてること
を知らなかったらしい
で、召喚

30. 勇者しちゃった軍人さん（グルム

庭園）

それだ！

15. 勇者しちゃった軍人さん（グルム

帝国）

おい

16. 勇者しちゃった会社員さん（平行世

界８群）

おい

17. 勇者しちゃった学生さん（地球国家）

おい

18. 勇者しちゃった王子さん（イ・ダス）

複数の勇者が同時に同世界に集まる
とは珍しい現象ですね
魔術師さんはいまは何をされている
のですか？

19. 勇者しちゃった学生さん（地球国家）

明日テストだよ！

20. 勇者しちゃった魔術師さん（空中

庭園）

つ【テスト勉強】

21. 勇者しちゃった会社員さん（平行世

界８群）

魔術師さん……

22. 勇者しちゃった軍人さん（グルム

帝国）

魔術師の……

23. 勇者しちゃった王子さん（イ・ダス）

帰ります

24. 勇者しちゃった魔術師さん（空中

庭園）

1. 勇者しちゃった魔術師さん（空中

庭園）

ちょっと大変なことになった

いたりで相談するのはスレ違いかも
しれんがもうどうしようもない

誰かいる？

2. 勇者しちゃった会社員さん（平行世

界８群）

ほいほい

3. 勇者しちゃった学生さん（地球国家）

いるよー
明日はテストです☆

4. 勇者しちゃった軍人さん（グルム

帝国）

お前はいいからテスト勉強してろ
参上した

5. 勇者しちゃった王子さん（イ・ダス）

どうしたのですか？
詳しく教えてください

6. 勇者しちゃった魔術師さん（空中

庭園）

勇者（引退）
勇者（職業）
勇者（召喚）
カオス

7. 勇者しちゃった会社員さん（平行世

界８群）

どういうこと……

8. 勇者しちゃった軍人さん（グルム

帝国）

もう少しわかりやすく

9. 勇者しちゃった王子さん（イ・ダス）

つまり

・空中庭園世界の魔術師さんはかつて
勇者であり、現在は引退の身

・空中庭園世界に生まれついての勇者
が現れた

・空中庭園世界に異世界から勇者が召
喚された

・現在空中庭園世界には 3人の勇者
がいる

ということですか？

10. 勇者しちゃった会社員さん（平行世

界８群）

それだ！

11. 勇者しちゃった軍人さん（グルム

帝国）

それだ！

12. 勇者しちゃった学生さん（地球国家）

それだ！

王子さんのキレっぷりにはいつもし
びれるね☆

13. 勇者しちゃった王子さん（イ・ダス）

あなたは勉強しなさい
魔術師さん、間違いはありますか？

14. 勇者しちゃった魔術師さん（空中
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その考え方からは愛国心を感じられ
ません
かつて勇者として魔王を倒した誇
りも

なげかわしい

49. 勇者しちゃった学生さん（地球国家）

ｓ

50. 勇者しちゃった賢者さん（空中庭園）

いやまあ、正直悪いんだけどさ
王子さんみたいな考え方の勇者もい
るだろうが、うちだと勇者って完全
に使い捨てだからな
姫と結婚しろって言われたのだって
勇者ほどの力を持つ奴が反逆しない
ようにだからね
尊敬してるとかそんなんじゃぜんぜ
んなかったからね

だって姫様の俺を見る目、完全に化
け物扱いだったもん

51. 勇者しちゃった王子さん（イ・ダス）

それは……申し訳ありませんでした

ならば会社員さんのおっしゃる通り、
関わる必要などないのでは？

52. 勇者しちゃった賢者さん（空中庭園）

それがさぁ
俺いま、『森の賢者様』じゃん？

なんか
くにが
どうしようって
きいてくる

どうしよう？

45. 勇者しちゃった軍人さん（グルム

帝国）

ＦＡとはなんだ

だが一理ある　そのあたりは？

46. 勇者しちゃった賢者さん（空中庭園）

それが
自覚ありまくり
つうか
英霊だかなんかから祝福を受けて生
まれとる
国が知らなかったのは奴の生まれが、
超がつくほどのド田舎だからだ

で、現状を報告すると

・魔王がでたぞー！
・国は勇者を召喚したぞー！
・だが勇者がド田舎から国に名乗りで

たぞー！
・パチモンかと思ったら英霊の加護持

ちだぞー！
・えっ　じゃあ　ゆうしゃ　ふたり？
・くには　こんらん　している

ってところだ

47. 勇者しちゃった会社員さん（平行世

界８群）

でもさー
正直　もう　関係なくね？

だってお前もう勇者引退してる
じゃん
隠遁（いんとん）生活送ってるじゃん

関係なくね？

48. 勇者しちゃった王子さん（イ・ダス）

38. 勇者しちゃった軍人さん（グルム

帝国）

ちょ　お前ら
王子のにその話題は禁句だろう！

39. 勇者しちゃった学生さん（地球国家）

うっかり不老不死なんかになったお
かげで跡継（あとつ）ぎから外され
たんだもんねー
第一王位継承者だったのにねー

40. 勇者しちゃった会社員さん（平行世

界８群）

ちょ　おま　マジ黙れ
口にテスト問題詰め込むぞ

41. 勇者しちゃった学生さん（地球国家）

ひゃっふー！
明日のテスト問題が手にはいった
ぞー！

42. 勇者しちゃった会社員さん（平行世

界８群）

この学生……もはや手のほどこしよ
うがない
詰　ん　だ

つうか王子さん本当に帰っちゃった？
王子さーん？

43. 勇者しちゃった王子さん（イ・ダス）

ああ、すみません
久々に愛剣の手入れなどしようかと

44. 勇者しちゃった学生さん（地球国家）

ていうかー
生まれつき勇者には自覚あるの？
ないなら問題ないじゃん
召喚勇者が勇者でＦＡ

帝国）

でも国はお前の存在は知ってるん
だろ？
召喚する前になにか言われなかった
のか？

というか名前欄（笑）

31. 勇者しちゃった学生さん（地球国家）

さあ、テスト開始まで 6時間を切
りました☆

32. 勇者しちゃった会社員さん（平行世

界８群）

勉強しろ！
さもなくば寝ろ！

33. 勇者しちゃった王子さん（イ・ダス）

魔術師さんが勇者を務めたのは
確かそちらの暦で200年は前になる
のでは？

34. 勇者しちゃった賢者さん（空中庭園）

うん
だから俺が勇者って知ってる奴たぶ
んいない

35. 勇者しちゃった会社員さん（平行世

界８群）

あー
勇者に
お約束の

36. 勇者しちゃった学生さん（地球国家）

はい、チートですね
はい、身体能力強化ですね
はい、不老不死ですね

37. 勇者しちゃった王子さん（イ・ダス）

帰ります
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ってわけにもいかない

両方とも本物の勇者だ！
これもおかしい
だが、両方とも本物の勇者だ！
どうする

73. 勇者しちゃった賢者さん（空中庭園）

だから組合にどうにかしてくれって
頼んだのに

大人って汚い

74. 勇者しちゃった軍人さん（グルム

帝国）

200歳超えの分際で何を抜かす

75. 勇者しちゃった会社員さん（平行世

界８群）

つうか、魔王ってどうなの
賢者さんの目から見て

76. 勇者しちゃった賢者さん（空中庭園）

普通ですね
俺が倒した時と同じくらいですね

組合レベルでいうと 5くらい
超平均的

77. 勇者しちゃった軍人さん（グルム

帝国）

あー

78. 勇者しちゃった会社員さん（平行世

界８群）

あー

79. 勇者しちゃった賢者さん（空中庭園）

というかね
俺の時って、なんだかんだでひとり

知らないけどね

つか、生まれつき勇者か召喚勇者の
どっちか
なうにスレ立ってないのか

組合が不干渉（ふかんしょう）なら
無理か

68. 勇者しちゃった軍人さん（グルム

帝国）

それでもなうは一応チェックして
おく

で、なんだ
問題は賢者のがどう采配をするのか
どうする？

69. 勇者しちゃった会社員さん（平行世

界８群）

召喚勇者には召喚補正ついてんの？
魔術素養とか身体能力強化とか

ついてないなら組合に申し立てて
強制送還させちゃえば？

70. 勇者しちゃった賢者さん（空中庭園）

それはさすがに苦しくないか？
国が喚（よ）んじゃったわけだし

ちなみに召喚補正はばっちりつい
てる

71. 勇者しちゃった会社員さん（平行世

界８群）

……詰んだな

72. 勇者しちゃった軍人さん（グルム

帝国）

どちらかが偽物（にせもの）の勇者だ！

は……
空中庭園世界の魔術には興味が尽き
ませんね

しかし、揃ってしまったものは仕方
がありません
逆手に取るというのは？

61. 勇者しちゃった賢者さん（空中庭園）

つまり？

62. 勇者しちゃった学生さん（地球国家）

賢者さんが魔王側につけばイー
ブン！

63. 勇者しちゃった軍人さん（グルム

帝国）

お前は本当にろくなことを言わな
いな

64. 勇者しちゃった会社員さん（平行世

界８群）

あっ、くそ、間に合わなかった！
せっかくタイミング計って学生の発
言を抑え込んでたのにこのていたら
くだよ……

65. 勇者しちゃった王子さん（イ・ダス）

学生、テストが終わったら話があり
ます
組合のロビーで待ち合わせましょう

66. 勇者しちゃった学生さん（地球国家）

テスト勉強、いっきまーす！
おっやすみー☆

67. 勇者しちゃった会社員さん（平行世

界８群）

寝る気だよ学生……
いいけどね

53. 勇者しちゃった会社員さん（平行世

界８群）

どうしようね

54. 勇者しちゃった軍人さん（グルム

帝国）

勇者 3人会談か……
胸が熱くなるな

55. 勇者しちゃった王子さん（イ・ダス）

組合の動きはどうですか？
そもそも勇者召喚なら干渉している
のでは？

56. 勇者しちゃった学生さん（地球国家）

そｒ

57. 勇者しちゃった会社員さん（平行世

界８群）

それだ！

58. 勇者しちゃった軍人さん（グルム

帝国）

それだ！

59. 勇者しちゃった賢者さん（空中庭園）

それだ！
が！

……召喚、完全にフライング
組合の網で捕捉できてなかった

くじょうをもうしたてたら
しょうがないからどうにかしてって
いわれた

だれか　どうにか　して

60. 勇者しちゃった王子さん（イ・ダス）

組合が察知できない召喚技術と
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わかんない

100. 勇者しちゃった会社員さん（平行世

界８群）

賢者（笑）

101. 勇者しちゃった軍人さん（グルム

帝国）

賢者（笑）

102. 勇者しちゃった王子さん（イ・ダス）

それがなければ始まらないのですが

103. 勇者しちゃった会社員さん（平行世

界８群）

つうか、賢者さんは空中庭園世界で
賢者って呼ばれてるんだろ
その世界でそんだけ魔術を極めてる
なら自分で作ることもできるんじゃ
ないか？

104. 勇者しちゃった賢者さん（空中庭園）

あ　うん
そっか
そうだね

深緋（こきひ）竜の角と薄紅（うす
べに）鬼の玉（ぎょく）で無敵の
炎剣
紺青（こんじょう）竜の角と白藍

（しらあい）鬼の玉で無敵の凍剣

とかどう？

105. 勇者しちゃった会社員さん（平行世

界８群）

自分、しがない会社員ですから
わからん　任せた

106. 勇者しちゃった王子さん（イ・ダス）

ｍｊｄってなんだ

王子の、詳しく教えてくれ

93. 勇者しちゃった賢者さん（空中庭園）

いや、魔王サイドはやだよ普通に
だって嫌われるじゃん

勇者でも嫌われたけど

94. 勇者しちゃった会社員さん（平行世

界８群）

待て、そこで落ち込むな！
過去のことは忘れろ！
そして王子さん速やかにｋｗｓｋ！

95. 勇者しちゃった王子さん（イ・ダス）

ｋｗｓｋとはなんですか

組合の文献を調べて来ました
ふたりの勇者というものには前例が
あります

96. 勇者しちゃった会社員さん（平行世

界８群）

ｍｊｄ !?

97. 勇者しちゃった軍人さん（グルム

帝国）

だからｍｊｄってなんだ

98. 勇者しちゃった王子さん（イ・ダス）

対（つい）の勇者、というものです

賢者さん、そちらの世界に 2本で 1
対の宝剣などはありませんか？

99. 勇者しちゃった賢者さん（空中庭園）

え
きゅうにいわれても

とか言えるよ？

でもレベル 5だよ？
どうよ？

86. 勇者しちゃった軍人さん（グルム

帝国）

むしろレベル 5程度はあったこと
に安心するしかない

87. 勇者しちゃった会社員さん（平行世

界８群）

これはもしや……フラグか
フラグなのか

賢者さんに魔王サイドへつけという
フラグなのか

88. 勇者しちゃった軍人さん（グルム

帝国）

まさかの　学生のの案　採用 !?

89. 勇者しちゃった賢者さん（空中庭園）

いや
いやいや

それは　さすがに　ない
ないわー

90. 勇者しちゃった王子さん（イ・ダス）

ないこともないかもしれません

91. 勇者しちゃった会社員さん（平行世

界８群）

ｍｊｄ !?

あれ、おかえり　？

92. 勇者しちゃった軍人さん（グルム

帝国）

ぼっちでレベル 5の魔王倒したん
だよな
なのに今回は勇者ふたりもいるって
ほんとにこれをどうしろと

80. 勇者しちゃった会社員さん（平行世

界８群）

あー

81. 勇者しちゃった軍人さん（グルム

帝国）

あ－

82. 勇者しちゃった賢者さん（空中庭園）

それに俺は完全にひきこもって地味
に魔術研究してるだけだから、正直
いまこの世界の情勢がどうなって
るのかわからないんだけどさ、200
年も経ってんのに魔術水準あがって
ないの？

なんで 200年ぶりの魔王がまたし
ても超平均的なレベル 5なの？
もっと頑張ろうよ

83. 勇者しちゃった会社員さん（平行世

界８群）

いや、それは（笑）

84. 勇者しちゃった軍人さん（グルム

帝国）

森の賢者様（笑）の常識で無茶な要
求をするな（笑）
というかそれはもう言いがかりの域
だ（笑）

85. 勇者しちゃった賢者さん（空中庭園）

俺だってね
もし魔王が強かったりしたら

「ふたりで力を合わせるのです！」
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いや

なんかもう
うまくかたづくなら
いいかなって

127. 勇者しちゃった軍人さん（グルム

帝国）

いいのか！

128. 勇者しちゃった会社員さん（平行世

界８群）

いいんだ！

129. 勇者しちゃった王子さん（イ・ダス）

構わないでしょう

130. 勇者しちゃった賢者さん（空中庭園）

それじゃ、剣 3本作ってみます

相談乗ってくれてありがとう！
なんか明るい未来が見えてきたよ！

131. 勇者しちゃった会社員さん（平行世

界８群）

おつっしたー
まあ、ほぼ王子さんのお手柄なんだ
けどね
……お手柄？

132. 勇者しちゃった軍人さん（グルム

帝国）

一抹の不安は残るところだが
まあ、がんばれ

133. 勇者しちゃった王子さん（イ・ダス）

組合には話を通してありますが
なにかあったら声をかけてください
できれば剣が完成したら見せていた
だけると嬉しいです

120. 勇者しちゃった王子さん（イ・ダス）

剣の製作については
賢者さんに全てお任せします
悔しいことですが、空中庭園世界の
賢者に勝るほどの術式知識はありま
せんから

ああ、ご安心ください
魔王に剣を授けるのは組合がやって
くれるそうですよ

121. 勇者しちゃった軍人さん（グルム

帝国）

王子の……

122. 勇者しちゃった会社員さん（平行世

界８群）

王子さん……

123. 勇者しちゃった王子さん（イ・ダス）

なんでしょう

124. 勇者しちゃった軍人さん（グルム

帝国）

あー、なんだ
賢者のは魔王に剣を作ることに抵抗
はないのか？
もとは敵だろう

125. 勇者しちゃった会社員さん（平行世

界８群）

つうか現在進行形で敵ですよ軍人
さん
魔王は賢者さんのところを脅かす存
在ですよ
過去に勇者やったとか関係ありませ
んよ

126. 勇者しちゃった賢者さん（空中庭園）

うーん

のが問題なのです
多少の道理は曲げさせます
曲げさせました

114. 勇者しちゃった賢者さん（空中庭園）

王子さん……

115. 勇者しちゃった会社員さん（平行世

界８群）

王子さん……

116. 勇者しちゃった軍人さん（グルム

帝国）

王子の……

117. 勇者しちゃった王子さん（イ・ダス）

なんでしょう

118. 勇者しちゃった会社員さん（平行世

界８群）

なんでもありませんよ？

119. 勇者しちゃった賢者さん（空中庭園）

うーん
その剣ふたつに対抗するってなると
なあ

濡羽（ぬれば）竜の角と白磁（はく
じ）鬼の玉だけじゃ足りんだろ
素材に漆黒（しっこく）の鉱石を追
加して
金色（こんじき）竜の鱗で雷属性も
つけといて
ついでに紫黒（しこく）獣の爪と黒
橡（くろつるばみ）獣の爪も追加
して
闇属性を強化するかー

うーん

素晴らしいと思います

その対の剣を渡すことによって、対
の勇者が誕生します

107. 勇者しちゃった会社員さん（平行世

界８群）

対の勇者って、つまりふたりでワン
セットの勇者ってこと？
そんなのあるのか

108. 勇者しちゃった軍人さん（グルム

帝国）

だが、勇者にそんなもんを渡しても
魔王はレベル 5なんだろ？
完全に釣り合いが取れていない
どうするんだ？

109. 勇者しちゃった王子さん（イ・ダス）

双剣に対抗できるような剣を
賢者さんに作ってもらいます
そして魔王に横流しします

110. 勇者しちゃった賢者さん（空中庭園）

えっ

111. 勇者しちゃった会社員さん（平行世

界８群）

えっ

112. 勇者しちゃった軍人さん（グルム

帝国）

えっ

113. 勇者しちゃった王子さん（イ・ダス）

先ほど組合の許可は取ってきました

というよりも、
そもそもこれは組合の手落ちです
それを賢者さんに一任しようという
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なにせ空中庭園世界の賢者さんのお
仕事ですからね
それでは頑張ってください

134. 勇者しちゃった賢者さん（空中庭園）

はいなー！
では！

135. 勇者しちゃった会社員さん（平行世

界８群）

なんか根本的に解決した気がしない
のはなんでだろうね……

136. 勇者しちゃった軍人さん（グルム

帝国）

ああ、嫌な予感がひしひしとするな
まあ、なるようになる

じゃあな

137. 勇者しちゃった会社員さん（平行世

界８群）

じゃあねー

138. 勇者しちゃった学生さん（地球国家）

もう誰もいないけど報告

テスト終わったよ！
回答欄にはでっかいヨダレの地図を
描きました☆

「パーティが最悪
すぎて帰りたい」

現役勇者板
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7. 勇者を見守る光の勇者さん（ジルー

ニア）

そういえば、どれくらいあるんです
かね
組合は正確な数を把握しているので
しょうか

8. 勇者を見守る女帝さん（蓮源）

勇者は学生と同郷なのじゃな、むし
ろ珍しいわ

9. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

だねー
平行世界なんとか群とかー、あれも
いっぱいあるし
他にもいろいろあるしー

しかもぜーんぶ、微妙に違う世界な
んだよー
でもでもぜーんぶ、土台は似てる世
界なんだよー☆

10. 勇者を見守る女帝さん（蓮源）

わけがわからぬわ

11. 勇者を見守る遊び人さん（レンド

連邦）

そして誰も勇者さんの話を聞かな
いっていう（笑）

勇者さん、まだいるー？

12. 勇者している勇者さん（地球国家→

エストラード）

泣いてもいいですか

13. 勇者を見守る女帝さん（蓮源）

1. 勇者している勇者さん（地球国家→

エストラード）

もうやだ

誰か助けてください

2. 勇者を見守る店主さん（ジステル

公国）

新しい勇者のお出ましだー！
勇者の世界にようこそ！

3. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

なんということでしょう
同郷じゃないの（笑）

がんがってね☆ミ

4. 勇者を見守る光の勇者さん（ジルー

ニア）

そういえば
地球系列世界からの召喚者って妙に
多いですよね

5. 勇者を見守る女帝さん（蓮源）

組合の調査によれば
地球系列世界は召喚儀式の吸引力が
高いそうじゃ

6. 勇者を見守る店主さん（ジステル

公国）

つうかそもそも地球系列世界の数が
多すぎんだよ
どれだけあるんだよ
どれだけ湧くんだよ

と、地球系列世界出身の勇者がどん
どん出てくるのを見てるとふと思う

スレで職業そうそう被んないし
番号じゃややこしいし
某掲示板とはルール違うんだー
もし職業被ってたら名前の後ろに出
てる

（）の中の居住世界名を入れるのが
ベスト☆

20. 勇者を見守る遊び人さん（レンド

連邦）

明日は槍が降るぞー
盾をもて！

21. 勇者を見守る店主さん（ジステル

公国）

盾じゃ足らん、足らんぞ！
城塞にこもれ！
血を吐いてでも生き残れ！

22. 勇者を見守る神官さん（フロイ・レ

ガス）

対ドラゴン用の広域守備神術の準備
をしておきます

23. 勇者を見守る光の勇者さん（ジルー

ニア）

対魔王用の絶対守護陣を発動します

24. 勇者している勇者さん（地球国家→

エストラード）

え、なにが起こるんですか !?

25. 勇者を見守る女帝さん（蓮源）

よもや学生がまともな助言を……
これはいったいどんな災禍の前触れ
じゃ！

26. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

ちょ、ひどい！　みんなすごいひど
くない !?

経緯を晒（さら）すのじゃ
話はそれからじゃ

14. 勇者を見守る神官さん（フロイ・レ

ガス）

みなさん落ち着きましょう
スレ立て勇者さんは初勇者なんです
よね？
勇者板には初めていらしたんです
よね？

ならば温かくもてなして
話を聞いてさしあげるのが
我ら先輩勇者の役目ではありませ
んか

15. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

ういうい

16. 勇者を見守る光の勇者さん（ジルー

ニア）

一理あります

17. 勇者を見守る店主さん（ジステル

公国）

反省した

18. 勇者している勇者さん（地球国家→

エストラード）

不慣れですみません
>>14さんありがとうございます

19. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

ちょとストップ
新勇者さんに歓迎☆ルール説明！

この掲示板ではレス番号じゃなくて
名前を呼ぶんだよー
>>14さん　じゃなくて　神官さ
んね

パーティが最悪すぎて帰りたい
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れているならまだしも、戦闘経験も
なくその必要もないような方を一方
的に喚んで、自国を救ってください
などというのは勝手にもほどがある

44. 勇者を見守る神官さん（フロイ・レ

ガス）

光のさん、おおむね同意はしますが
その議論はここですべきではありま
せん
総合にスレが立っていますから
そちらへどうぞ

45. 勇者を見守る光の勇者さん（ジルー

ニア）

そうですね
すみませんでした

46. 勇者を見守る店主さん（ジステル

公国）

まあ経緯はだいたいわかった
で、その選抜メンバーが辛いんだな
スペック頼む

47. 勇者している勇者さん（地球国家→

エストラード）

はい

・第二王女／ 16歳／魔法使い
攻撃魔法が半端ない
見事な金髪碧眼のキツめ美少女で胸
がメロン

・女騎士／ 18歳／剣士
第二王女のお供
薄茶ショートヘアの男装の麗人
スレンダー

・巫女／ 16歳／魔法使い
サポート魔術が半端ない銀髪紫目の
ロリ美少女
ちみっこいが胸がメロン

38. 勇者を見守る遊び人さん（レンド

連邦）

なんというか
うん

39. 勇者を見守る女帝さん（蓮源）

召喚勇者が一度は通る道
というやつじゃな

40. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

日本人だ！
ひゃっほう日本人だ！
同郷にもほどがあったよ！

……しかも高校生かぁ
つらいよねー

41. 勇者を見守る女帝さん（蓮源）

学生、いつも能天気な貴様がなにを
ぬかす
ところで高校生とはなんじゃ？

42. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

えっとねー
一般的にはねー

親の保護を受けて（ない場合もある
けど）
高等教育の学校に通ってる 15歳か
ら 18歳の少年少女

かな？

43. 勇者を見守る光の勇者さん（ジルー

ニア）

そもそも自国の問題を自国で片づけ
ることをしない異世界召喚というシ
ステムそのものに疑問がありますね

僕のように生まれつき勇者と定めら

33. 勇者を見守る女帝さん（蓮源）

うむ

34. 勇者を見守る光の勇者さん（ジルー

ニア）

ええ

35. 勇者を見守る神官さん（フロイ・レ

ガス）

そうですね

36. 勇者を見守る店主さん（ジステル

公国）

はい

なんという
異世界召喚テンプレ

ですね

37. 勇者している勇者さん（地球国家→

エストラード）

こちとら平和ボケした国の高校生で
すよ！
戦うどころか人を叩いたことすらな
いんですよ！
魔物とかそんなのおとぎ話ですよ！
魔法の存在だってゲームの中で
すよ！

と抗議してもまったく聞いてもらえ
なくて
武道なんて心得もないのに勇者の剣
とやらを渡されまして
もう他のメンバーは選抜してあるか
ら行ってこいと

そこに私の意志などは存在しません
でした

同郷のよしみで教えてあげただけな
のにー
ぶーぶー

27. 勇者を見守る遊び人さん（レンド

連邦）

さて

28. 勇者を見守る店主さん（ジステル

公国）

さて

29. 勇者を見守る神官さん（フロイ・レ

ガス）

勇者さん、詳細をどうぞ

30. 勇者している勇者さん（地球国家→

エストラード）

あ、もういいんですか？（笑）

すさんでた心がちょっと和みました
（笑）

ええとですね
みなさんご想像の通り、いきなり地
球から異世界に召喚されまして
それも学校行こうと朝玄関のドアを
あけたら異世界ですよ
パニックおこしてたら偉そうな神官
の爺さんやら王様やらに

「勇者様、魔王を倒してこの世界を
救ってください！」
などと無茶振りされました

31. 勇者を見守る遊び人さん（レンド

連邦）

あー

32. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

あー
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勇者として召喚されたといえど貴族

でもない私なぞ

「いくら王命とて下賤（げせん）と寝
食を共にするなど屈辱ですわ」

「姫様、御身が汚（けが）れます。私
の側からお離れなきよう」

「勇者なればこそ回復してさしあげ
るのです、感謝してください」

「せいぜい巫女様の盾となってお守
りなさい」

という扱い

そして私、女です

68. 勇者を見守る遊び人さん（レンド

連邦）

えっ

69. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

えっ

70. 勇者を見守る店主さん（ジステル

公国）

それは……

71. 勇者を見守る神官さん（フロイ・レ

ガス）

あの……

72. 勇者を見守る光の勇者さん（ジルー

ニア）

ええと……

73. 勇者を見守る女帝さん（蓮源）

61. 勇者を見守る店主さん（ジステル

公国）

正直、こんなことに時間を費やすく
らいなら店の厨房で明日の仕込みを
したい

62. 勇者を見守る女帝さん（蓮源）

勇者も迂闊（うかつ）だとは思う
たが
おぬしらもたいがい正直じゃな

63. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

あーあ、
べーんきょーうなーんてしっちゃ
おっかなー

64. 勇者を見守る光の勇者さん（ジルー

ニア）

……えっ !?

65. 勇者を見守る店主さん（ジステル

公国）

学生、お前さすがにそれは

66. 勇者を見守る神官さん（フロイ・レ

ガス）

学生、あなたまで笑えない冗談を言
うのはやめてください

67. 勇者している勇者さん（地球国家→

エストラード）

こんなパーティになったのは
エストラードでは王家と教会が
主導権を争っているから
ゆえに前者と後者でものっそ仲が悪
いのです

ついでにものっそ身分社会でもある

ので

ニア）

ハーレム属性がついた勇者になんて
手加減は……しません！

56. 勇者を見守る店主さん（ジステル

公国）

絶賛やる気失速中
うらやましいにもほどがある

57. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

現代日本人高校生が異世界でハーレ
ム築くとか
はいはいテンプレ勇者テンプレ勇者
おつおつﾉｼ

58. 勇者を見守る遊び人さん（レンド

連邦）

姫メロンとかロリメロンとか
グラマー美女とか男装の麗人とか
どこに不満があるってんだよ！
なにが最悪パーティだよ！

これほどまでのスレタイ詐欺は初め
てだよ
言い訳あるなら今のうちにドゾー

59. 勇者を見守る神官さん（フロイ・レ

ガス）

そうですね、言い訳くらいならば聞
いておきましょう

60. 勇者を見守る光の勇者さん（ジルー

ニア）

ええ、言い訳はあるんですよね？
もちろん、ないはずはありません
よね？
誰しもが理解できるような、
僕が心の底から納得できるような、
そんな言い訳があるんですよね？

・女神官／ 19歳／魔法剣士
巫女のお供
見事な赤毛でボンキュッボンのグラ
マーお姉さま

48. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

ハーレムじゃねえか！

49. 勇者を見守る遊び人さん（レンド

連邦）

ハーレムじゃねえか！

50. 勇者を見守る店主さん（ジステル

公国）

ハーレムじゃねえか！

51. 勇者を見守る神官さん（フロイ・レ

ガス）

ハーレムじゃねえか！

52. 勇者を見守る光の勇者さん（ジルー

ニア）

ハーレムじゃねえか！

53. 勇者を見守る女帝さん（蓮源）

学生、遊び人、店主はともあれ
神官に光の、キャラが崩れておるぞ
しかし

ハーレムであるな

54. 勇者を見守る神官さん（フロイ・レ

ガス）

キャラ崩れがなんだというんです！
私の時なぞどんなパーティだったと
思うのですか！
あの筋肉祭りはいまだに夢に見るの
ですよ！

55. 勇者を見守る光の勇者さん（ジルー
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95. 勇者を見守る光の勇者さん（ジルー

ニア）

が？

96. 勇者を見守る遊び人さん（レンド

連邦）

が？

97. 勇者を見守る店主さん（ジステル

公国）

が？

98. 勇者を見守る神官さん（フロイ・レ

ガス）

が？

99. 勇者している勇者さん（地球国家→

エストラード）

私は平和な国でのほほんと育った女
子高生なんですよ
口喧嘩はしても暴力なんて無縁なん
ですよ
血を見ることすらほとんどなかった
んですよ
それを戦えとか
剣で
魔物と

100. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

……うん

101. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

泣くよね
吐くよね
嫌だよね
無理だよね
逃げたいよね

102. 勇者を見守る遊び人さん（レンド

連邦）

88. 勇者している勇者さん（地球国家→

エストラード）

あれってなんですか？

89. 勇者を見守る光の勇者さん（ジルー

ニア）

ああ

90. 勇者を見守る遊び人さん（レンド

連邦）

いつもの

91. 勇者を見守る店主さん（ジステル

公国）

お約束の

92. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

召喚補正（笑）
チートともいう（笑）
あ、チートってわかる？

93. 勇者している勇者さん（地球国家→

エストラード）

あー
ついている……のかなあ

94. 勇者している勇者さん（地球国家→

エストラード）

強引に渡された勇者の剣とやらに
『歴代の勇者が積み重ねた技能』
がくっついているらしく
なにも考えず剣にまかせれば身体は
動きます
身体能力は多分底上げされてます

魔法の素養はなくはないって程度
です
初級魔法くらいなら普通に使えます

が

謝罪します

81. 勇者を見守る遊び人さん（レンド

連邦）

なんというかあれだなー
結局そんなものなんだよなー

生きろ！

82. 勇者を見守る店主さん（ジステル

公国）

ハーレム勇者なんて夢なんだ……
そんなもの存在しないんだ……

83. 勇者を見守る光の勇者さん（ジルー

ニア）

心のどこかでそんな現実に
ほっとしている自分がいます

84. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

つ【退役勇者板】「俺のハーレムは
こんなだったぜ！」

85. 勇者を見守る光の勇者さん（ジルー

ニア）

ナニモミエナイ
キコエナイ

86. 勇者を見守る女帝さん（蓮源）

しかしまっこと
初召喚初勇者でさようなパーティは
辛いのう
しかも武術の心得もなかったのであ
ろう？

87. 勇者を見守る神官さん（フロイ・レ

ガス）

そういえば
あれは備わっているのですか？

まっこと……

74. 勇者している勇者さん（地球国家→

エストラード）

ふふ
ふふふふふ

75. 勇者を見守る女帝さん（蓮源）

大層な……
苦労であるな……

76. 勇者を見守る店主さん（ジステル

公国）

こころの
そこから
わるかった

77. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

なんていうか
うん
ごめん

78. 勇者を見守る遊び人さん（レンド

連邦）

しょうじき
すまんかった

79. 勇者を見守る神官さん（フロイ・レ

ガス）

神は
あなたに
なんという試練を

申し訳ありませんでした

80. 勇者を見守る光の勇者さん（ジルー

ニア）

地面に
頭が
めり込むほどの勢いで
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ナニソレオイシイノ？　ですよ
みんな目ん玉かっぽじれ？　ですよ

ばりぞうごんへの
するーすきるだけは
みにつきました

119. 勇者を見守る光の勇者さん（ジルー

ニア）

勇者さんがなにげに壊れましたね
目ん玉かっぽじれ（笑）

120. 勇者を見守る神官さん（フロイ・レ

ガス）

いや、壊れても仕方がないでしょう
そんな旅を続けているのならば

そういえば
どれほどの期間を旅しているので
すか？

121. 勇者している勇者さん（地球国家→

エストラード）

ええと
こっちの暦はわからないんです
地球だとちょうど 1ヶ月くらいに
なります
30日ちょっとかな？

その間
10回ほど
喧嘩によりパーティ分裂の危機に
陥り
6回ほど
戦闘中に同士討ちが起こりかけま
した

122. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

3日に（笑）

きましたが、つまり第二王女と巫女
がものすごく険悪なのです
なにかといえば喧嘩が始まります

女騎士と女神官は止めるどころか
尻馬に乗ります

私は完全に見下されているので
止めることなどできません
それどころかうっかり口を挟むと
矛先がこちらに向きます

114. 勇者を見守る店主さん（ジステル

公国）

うわー

115. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

うわー

116. 勇者を見守る遊び人さん（レンド

連邦）

うわー

117. 勇者を見守る女帝さん（蓮源）

女子というものは
男子（おのこ）の目がないところ
では
まっこと恐ろしいものであるから
のう

118. 勇者している勇者さん（地球国家→

エストラード）

いやもう本当に恐ろしいですよ
あなたたち国で憧れの的って本当
なの？
ですよ

金薔薇（きんばら）の姫君とか
銀百合（ぎんゆり）の巫女姫とか

109. 勇者を見守る遊び人さん（レンド

連邦）

普通の女の子にそりゃキッツいよ
なあ
心をすり減らしちゃだめだよ
笑顔を忘れちゃだめだよ

が？

110. 勇者を見守る光の勇者さん（ジルー

ニア）

正直物心ついたころには魔物と戦っ
ていたので、気持ちがわかるなどと
は決して言えません

が？

111. 勇者を見守る店主さん（ジステル

公国）

もし娘が召喚されて前線に立たされ
たりしたら、俺の錆び付いた勇者砲
が火を噴く自信がある

が？

112. 勇者を見守る神官さん（フロイ・レ

ガス）

あなたは無理をしているように感じ
ます
環境がそれを許さないのは理解しま
すが
なによりもまず己を大切にしてくだ
さい

が？

113. 勇者している勇者さん（地球国家→

エストラード）

前の方で王家と教会の仲が悪いと書

あー

103. 勇者を見守る光の勇者さん（ジルー

ニア）

そういうものですか？

104. 勇者を見守る女帝さん（蓮源）

光の、世界には様々あるのじゃ
この勇者は戦いなき世界で育った
ごくごく普通の女子（おなご）なの
じゃぞ

105. 勇者を見守る神官さん（フロイ・レ

ガス）

辛い経験をしましたね……

106. 勇者している勇者さん（地球国家→

エストラード）

ありがとうございます

慣れました
もう慣れました
魔物を斬ってもなんとも思わなくな
りました
生きて帰るためだと割り切りました

が

107. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

慣れるよねー
慣れたくなくても慣れるんだよねー
で、また
が？

108. 勇者を見守る女帝さん（蓮源）

慣れる必要などないのだぞ
と言うてしまえればよいのじゃが

が？
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すすんでない

まおうじょうまで
さいたんきょりで
30ばい？

140. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

やったね！

141. 勇者を見守る光の勇者さん（ジルー

ニア）

なんという

142. 勇者を見守る遊び人さん（レンド

連邦）

うわあああ

143. 勇者を見守る女帝さん（蓮源）

言葉もないわ

144. 勇者を見守る神官さん（フロイ・レ

ガス）

絶句ですね

145. 勇者を見守る店主さん（ジステル

公国）

道のりが
遠すぎる

146. 勇者している勇者さん（地球国家→

エストラード）

orz

147. 勇者を見守る店主さん（ジステル

公国）

そのパーティで
その道のりとか
同情すらぬるいな

148. 勇者を見守る女帝さん（蓮源）

134. 勇者している勇者さん（地球国家→

エストラード）

地図！　ありました！

……恐ろしいことが判明しました

135. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

ｗｋｔｋ

136. 勇者を見守る遊び人さん（レンド

連邦）

ｗｋｔｋってなんだよ
地球系列世界の奴らは
いつもわからん表現をするんだよ
なー
まとめ作ってくれよ

使いたい

137. 勇者を見守る店主さん（ジステル

公国）

遊び人、羨ましかったのかよ（笑）

さて、ｗｋｔｋ（←なにこれ）

138. 勇者を見守る遊び人さん（レンド

連邦）

店主さん、仲間じゃねえか！（笑）

で、恐ろしいことって？

139. 勇者している勇者さん（地球国家→

エストラード）

けんかと
よりみちと
けんかと
よりみちで

まだ
こゆびのつめくらいしか

エストラード）

どうにか（笑）

して（笑）

ください（笑）

129. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

どうにも（笑）

ならないと（笑）

おもうよ（笑）

130. 勇者を見守る女帝さん（蓮源）

うむ、どうにもならなかろう
そもそもの問題が国の在り様にある
からして

して、魔王討伐までにはいかほどか
かりそうなのじゃ？

131. 勇者している勇者さん（地球国家→

エストラード）

ええと
ええと
最短距離で 3ラーヌ、とか言われ
ましたけど、ラーヌの数え方がわか
りません orz

132. 勇者を見守る光の勇者さん（ジルー

ニア）

orz ってなんですか？

地図はありますか？
どれほどの行程を進んでいますか？

133. 勇者している勇者さん（地球国家→

エストラード）

地図

1回（笑）

パーティ分裂（笑）

123. 勇者を見守る店主さん（ジステル

公国）

5日に（笑）

1回（笑）

同士討ち（笑）

124. 勇者を見守る女帝さん（蓮源）

なんと（笑）

もはや（笑）

125. 勇者を見守る遊び人さん（レンド

連邦）

勇者の（笑）

パーティじゃ（笑）

ねえ（笑）

126. 勇者を見守る光の勇者さん（ジルー

ニア）

あの

笑い事ですか？
笑い事なんですか !?

127. 勇者を見守る神官さん（フロイ・レ

ガス）

笑い事ではありません
が
笑うしかありません
ね

128. 勇者している勇者さん（地球国家→
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エストラード）

あの
もしかして
最悪って

帰る方法なんてなくて
勇者は用が済んだら殺される

とかですか

165. 勇者を見守る光の勇者さん（ジルー

ニア）

そういう例もあるというだけです
気にしない方がいいと思いますよ

166. 勇者を見守る店主さん（ジステル

公国）

組合の資料あたってきた

エストラード：過去に召喚・帰還の
実例なし

167. 勇者を見守る遊び人さん（レンド

連邦）

えっ

168. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

えっ
それは

169. 勇者を見守る女帝さん（蓮源）

きな臭い、きな臭いのう

170. 勇者を見守る神官さん（フロイ・レ

ガス）

組合の資料に載らない召喚……？
できるのですか、そんなこと

171. 勇者を見守る光の勇者さん（ジルー

ニア）

159. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

えーでも
もし本当にそんな世界だったら
組合が召喚ストップかけてんじゃな
いの？
もう何人も喚ばれてるかもなんで
しょ？

160. 勇者を見守る神官さん（フロイ・レ

ガス）

組合の網を潜るほどの術式を行使で
きる世界も例にあるのですよ

有名どころでは空中庭園世界です
とか
あの世界の魔術は根本から違います
から

161. 勇者を見守る光の勇者さん（ジルー

ニア）

みなさん
あまり憶測で悪い方向に話を進ませ
るのはどうかと思います
勇者さんをいたずらに不安にさせて
しまいますよ

それに勇者さんがこの掲示板にいる
ということは、組合に認められた召
喚だということでしょう

162. 勇者を見守る遊び人さん（レンド

連邦）

あー
それはそうか

163. 勇者を見守る女帝さん（蓮源）

考えすぎかのう
ならばよいのじゃが

164. 勇者している勇者さん（地球国家→

ませんし
召喚者だったとしても帰還したかわ
かりません

しかし過去に勇者という存在が魔王
を倒した功績があるなら、帰還して
いても帰還せず残っていても召喚者
ではなくとも、それなりの地位を築
いているはずではありませんか
少なくとも勇者さんが見下されるこ
とはないかと

きな臭いですね

155. 勇者を見守る神官さん（フロイ・レ

ガス）

そうですね
勇者召喚などという文化を持つ世界
には
最悪の例がありますから

156. 勇者している勇者さん（地球国家→

エストラード）

最悪？
最悪ってなんですか？

帰還の話は
ええと
魔王を倒してきたら帰してくれ
るって

157. 勇者を見守る遊び人さん（レンド

連邦）

うーん
こ　れ　は

158. 勇者を見守る女帝さん（蓮源）

だのう
その世界の在り様を思うと
嫌な予感しかせんぞ

ときに質問なのじゃが
帰還についてはどう説明されておる
のじゃ？

149. 勇者を見守る遊び人さん（レンド

連邦）

あ
それ重要

150. 勇者を見守る神官さん（フロイ・レ

ガス）

大問題ですね

151. 勇者している勇者さん（地球国家→

エストラード）

帰還、ですか？
なんでですか？

152. 勇者を見守る店主さん（ジステル

公国）

時々あるんだよな
召喚の術式は完成してるのに帰還は
できないとか

エストラードって世界はどうなんだ？
組合の資料探した方がよさそうか？

153. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

え、過去にも勇者いたんでしょ？
勇者の剣（笑）なんてものまである
んだし
なら帰還の術もある

とは
限らないのか

154. 勇者を見守る光の勇者さん（ジルー

ニア）

ええ
過去の勇者が召喚者だったかわかり
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こりませんよ

184. 勇者を見守る遊び人さん（レンド

連邦）

なんだったら組合に記憶消去しても
らいなー
嫌なことは忘れるに限る！
こんなの経験に数えなくてよし！

185. 勇者を見守る女帝さん（蓮源）

難儀（なんぎ）な目に遭うたのう
記憶消去は勧めるぞ
かよわき女子が無為（むい）な戦い
の記憶など留めるものではないわ

186. 勇者を見守る光の勇者さん（ジルー

ニア）

さようなら、ですかね
けれど勇者というものに
幻滅しないでくださいね
あなたは異例だったのですから

などと言うのは勝手ですね
すみません
幸せな生涯をお祈りしています

187. 勇者している勇者さん（地球国家→

エストラード）

み な さ ん、 あ り が と う ご ざ い ま
した！
私、帰ります！

188. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

おかえり！

最悪パーティのスレだったな（笑）
まさかこんな大事になるとは

178. 勇者を見守る女帝さん（蓮源）

勇者よ
不安にしてすまなかったな
いましばらく耐えよ
すぐに家族に会えようぞ

179. 勇者を見守る神官さん（フロイ・レ

ガス）

組合に訴えれば召喚拒否権も貰えま
すからね
そうしたら二度と喚ばれることはあ
りません
しばらくの辛抱ですよ

180. 勇者を見守る光の勇者さん（ジルー

ニア）

組合認可降りました
強制帰還カウントダウン入ります

181. 勇者している勇者さん（地球国家→

エストラード）

今！
なんか！
帰れるって！
組合（？）が！

182. 勇者を見守る店主さん（ジステル

公国）

変なもんにひっかかっちゃって大変
だったな
普通の学生生活を満喫しろよ

183. 勇者を見守る神官さん（フロイ・レ

ガス）

お疲れ様でした
これからは組合の監視も厳しくなる
と思うので、二度とこんなことは起

わかりません
組合に調査依頼を出してきます
みなさんもお願いします

172. 勇者している勇者さん（地球国家→

エストラード）

あの

173. 勇者している勇者さん（地球国家→

エストラード）

私

174. 勇者している勇者さん（地球国家→

エストラード）

どう

175. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

だいじょぶだいじょぶ
組合にはね

秘技・強制帰還☆

があるから

176. 勇者を見守る遊び人さん（レンド

連邦）

そうそう
絶対にお家には帰れるからね
大丈夫だよー

そしたら
そんな最悪パーティともお別れだし

（笑）

そんな最悪世界がどうなろうと知っ
たこっちゃないし（笑）

177. 勇者を見守る店主さん（ジステル

公国）

そういやこれ
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お前が勇者!?と怒られた

えー、コホン
それではまずは我が世界ユグド＝デ
バスの説明をば

嘗（かつ）て魔王が勇者に討ち取ら
れてから 300余年
平穏な時代は 100年前の魔王復活
で幕を閉じた
魔王は魔国より配下を率いて人の国
に攻め込み、人々は魔物の脅威に怯
える毎日を過ごすこととなった

8. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

なんか合いの手入れたくなるね

9. 勇者している勇者さん（ユグド＝デ

バス）

自分はある小国の辺境の村に生まれ
育った
辺境というのは比喩（ひゆ）では
なく
辺境であり過疎も過疎
痩（や）せた土地を耕し森で動物を
狩り
時折襲い来る魔物をやり過ごし
領主の目すら届かぬ村で
人はその日を生きるに手一杯
御堂（みどう）すらなく祝福とも無
縁のまま時は流れた

10. 勇者を見守る獣爪王さん（けものふ）

御堂とは
祝福とはなんぞや

11. 勇者を見守る巫女姫さん（サレンダ

リア）

御堂は神殿のようなものでしょうか

1. 勇者している勇者さん（ユグド＝デ

バス）

つまらぬ話だが
語ってもよいのならば語りたいと
思う
ちなみに旅にはまだ出ていない

2. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

ほいほーい
いらっしゃーい☆

3. 勇者を見守る巫女姫さん（サレンダ

リア）

あらあら面白そうですね
是非お聞きしたいですわ

4. 勇者を見守る賢者さん（空中庭園）

タイトルに呼ばれて来ました
って学生おま、どこにでもいるな

（笑）

5. 勇者を見守る神官さん（フロイ・レ

ガス）

旅に出ていない勇者とは興味深いで
すね
経緯をどうぞ

6. 勇者を見守る獣爪王さん（けものふ）

暇ぞ
語れ

7. 勇者している勇者さん（ユグド＝デ

バス）

おやおや皆様、ありがとう
慣れない部分も多々あるが、宜しゅ
うに

17. 勇者を見守る巫女姫さん（サレンダ

リア）

えっ

18. 勇者を見守る神官さん（フロイ・レ

ガス）

えっ

19. 勇者を見守る獣爪王さん（けものふ）

なぬ

20. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

72歳（笑）

21. 勇者を見守る賢者さん（空中庭園）

勇者 72歳（笑）

22. 勇者している勇者さん（ユグド＝デ

バス）

わらわらと湧いて出る僧侶
やり直される祝福
しかし何度やっても結果はワシ＝
勇者

ワシら家族は 3日御堂に留め置
かれ
都（みやこ）の主御堂より大僧正ま
でやってきて

めちゃめちゃ怒られた
なぜにもっと早く祝福を得なんだと

23. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

（笑）

24. 勇者を見守る賢者さん（空中庭園）

（笑）

25. 勇者を見守る獣爪王さん（けものふ）

ぬう

祝福は生誕した際に受ける洗礼か
しら？

12. 勇者を見守る神官さん（フロイ・レ

ガス）

神殿で神より賜る恩寵（おんちょ
う）ですかね
世界によっては特別な力を得たりす
る場合もあるとか

13. 勇者している勇者さん（ユグド＝デ

バス）

そして先日、新しい家族ができた
町より嫁いできてくれた嫁は言った
生まれた我が子に祝福を受けさせぬ
などもっての他
そこで物見遊山（ものみゆさん）が
てらに家族そろって町へと赴き、御
堂で祝福を受けることになった

14. 勇者を見守る賢者さん（空中庭園）

なんとなく読めてきたぞ（笑）

15. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

なんとなく読めてきたね（笑）

16. 勇者している勇者さん（ユグド＝デ

バス）

町の御堂にて赤子は無事に祝福を
得た
自分もこれまで無縁であった祝福を
嫁の勧めでまあついでにと受けるこ
とになった

僧侶は叫んだ
「あなた、勇者じゃないですか！」

赤子を抱いた息子びっくり、嫁びっ
くり、妻びっくり
ワシ 72歳、びっくり
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勇者に選ばれた時はびっくりしたな

46. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

平和国家の一般人ですよー
召喚されてポカーンでしたよー
殺すのなんてやだよ怖いよーって泣
いちゃいましたよー

47. 勇者を見守る獣爪王さん（けものふ）

我は選ばれし勇者なぞではなく
鍛錬し彼奴（きゃつ）らを討ち取っ
たからこそ

48. 勇者を見守る巫女姫さん（サレンダ

リア）

それは……あの
決してそのような思い上がりは……

ご神託がなければわたくしなぞ……

49. 勇者を見守る神官さん（フロイ・レ

ガス）

……確かに勇者を自称する者など
胡散臭いにもほどがあるとは思いま
すが

それにしたって
それにしたってですよ

50. 勇者を見守る賢者さん（空中庭園）

まあでも勇者さんがさっさと祝福を
受けてれば、少なく見積もっても
40年前くらいからは、魔王倒して
平和になってた可能性はあるわけで

そこんとこどうなの？

51. 勇者している勇者さん（ユグド＝デ

バス）

ふむ、そうさな

39. 勇者を見守る巫女姫さん（サレンダ

リア）

それで！
なにゆえ !!
疑問に思わなかったのです !!!

40. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

わ
わら
わらいが
とまらな

41. 勇者を見守る神官さん（フロイ・レ

ガス）

黙りなさい学生！
巫女姫さんの言う通りです！
なぜそこで祝福を受けようとしな
かったのです！

42. 勇者している勇者さん（ユグド＝デ

バス）

えっ

43. 勇者を見守る神官さん（フロイ・レ

ガス）

えっ
ではなくて！

44. 勇者している勇者さん（ユグド＝デ

バス）

ならば聞くが

おぬしら、自分がちょいと人とは違
うところがあるからとて
我こそが勇者なりー！
などと思い込んだりするか？

45. 勇者を見守る賢者さん（空中庭園）

しないな
しなかったな

バス）

とりあえず城の奥にある伝説の剣を
抜いてみろと言われた
やってみたら簡単に引っこ抜けた
うむ、杖にぴったりである

周囲はもはや諦め顔だ

35. 勇者を見守る神官さん（フロイ・レ

ガス）

ええと
あの

なかったのですか
予兆などは

36. 勇者している勇者さん（ユグド＝デ

バス）

ふむ

自分が人とはなにか違うという認
識は
若い頃からあるといえばあった

37. 勇者を見守る獣爪王さん（けものふ）

例を

38. 勇者している勇者さん（ユグド＝デ

バス）

ちょいと魔術書を読んだだけで
全て使いこなせた
ちょいと剣を振るう者を観察しただ
けで真似ができた
ちょいと弓を習っただけで全て必中
した
ちょいと鍛錬（たんれん）したとこ
ろ仲間の倍以上の鋼の肉体ができた

ワシの村が魔物に襲われなかったの
は全てワシが撃退してきたからだ

26. 勇者を見守る巫女姫さん（サレンダ

リア）

言葉も……ありませんわ

27. 勇者を見守る神官さん（フロイ・レ

ガス）

なんと言いますか……

28. 勇者している勇者さん（ユグド＝デ

バス）

そのままワシは家族から引き離さ
れて
一路都へ
72年の人生で初めて城を目の当た
りにした
それどころか中へと入った
そればかりか王に謁見（えっけん）
した

そしてやはりめちゃめちゃ怒られた
なぜにもっと早く祝福を得なんだと

29. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

（笑）（笑）（笑）

30. 勇者を見守る賢者さん（空中庭園）

（笑）（笑）（笑）

31. 勇者を見守る獣爪王さん（けものふ）

むむう

32. 勇者を見守る巫女姫さん（サレンダ

リア）

嗚呼……

33. 勇者を見守る神官さん（フロイ・レ

ガス）

頭が痛いです……

34. 勇者している勇者さん（ユグド＝デ



40 41現役勇者板「お前が勇者 !? と怒られた」

もうお迎え来てもおかしくない

73. 勇者を見守る神官さん（フロイ・レ

ガス）

なるほど
周囲が諦め顔なわけですね

74. 勇者を見守る賢者さん（空中庭園）

ちなみに奥さんいくつなの？

75. 勇者している勇者さん（ユグド＝デ

バス）

50を過ぎたか
若女房をもらったのだ
えへん

76. 勇者を見守る賢者さん（空中庭園）

威張るな（笑）

77. 勇者を見守る巫女姫さん（サレンダ

リア）

若い女にばかり目が行って
これだから男というものは
ああまったく汚らわしい

78. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

巫女姫さん、もう酔ってるね

79. 勇者を見守る獣爪王さん（けものふ）

うむ

80. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

巫女姫さん、アレだもんね

81. 勇者を見守る獣爪王さん（けものふ）

うむ

82. 勇者を見守る巫女姫さん（サレンダ

リア）

喝ッ !!

ひゅーひゅー
飲んべえ巫女姫様ー

65. 勇者を見守る獣爪王さん（けものふ）

ぬ、酒か
我も飲（や）ろう

66. 勇者している勇者さん（ユグド＝デ

バス）

おお、酒か
ワシも一杯きゅっといきたいところ
だが、場所が場所だしな
妻にも最近ちょっと控えろなぞと言
われてしもうてワシ悲しい

67. 勇者を見守る賢者さん（空中庭園）

おいこら勇者（笑）

68. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

勇者さんってば（笑）

69. 勇者を見守る神官さん（フロイ・レ

ガス）

……場所が場所？

70. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

でもさー
勇者さんはこれからどうすんの？

71. 勇者を見守る獣爪王さん（けものふ）

そも、汝（なんじ）は人族か？
寿命はいかぞ？

72. 勇者している勇者さん（ユグド＝デ

バス）

ふむ、人間だな
国の平均寿命はも少し行くが
村でいうなら 70だ

つまりワシ

ワシが死んだからとて次代の勇者が
生まれるとも限らない
だから周囲は諦め顔

57. 勇者を見守る賢者さん（空中庭園）

へえ、けっこう珍しい事例だな
魔王と勇者ってセットになってるの
が一般的なのに

もしくは強引にセットにしてしまう

58. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

ああ、勇者召喚（笑）？

59. 勇者を見守る賢者さん（空中庭園）

それそれ

60. 勇者を見守る神官さん（フロイ・レ

ガス）

なるほど
少しだけわかりました
そんな世界であるならば、多少人と
は違ったとしても勇者の存在に意識
が向かないのも仕方ないのかもしれ
ません

61. 勇者を見守る巫女姫さん（サレンダ

リア）

だからといって……
ああもう、くらくらしますわ
気付け薬を取って参ります

62. 勇者を見守る神官さん（フロイ・レ

ガス）

巫女姫さん……

63. 勇者を見守る賢者さん（空中庭園）

また酒か（笑）

64. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

過ぎたことを悔やんでも仕方ない！

52. 勇者を見守る巫女姫さん（サレンダ

リア）

きっぱり言わないでくださいまし！

53. 勇者を見守る神官さん（フロイ・レ

ガス）

少しは悔やんでください！

54. 勇者を見守る獣爪王さん（けものふ）

そも
ぬしの世界の勇者とは
いかな仕組みぞ

55. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

あー
例えばー

勇者さんがぽっくり死ななきゃ
次の勇者さんが現れないとか？

命狙われちゃうね☆

56. 勇者している勇者さん（ユグド＝デ

バス）

それがだな
勇者はいついかなる場合に生じる
のか
わかっておらんらしい

魔王がおるから勇者が生まれるでも
なく
勇者がおるから魔王が生まれるでも
なく

勇者だけの時代
魔王だけの時代
どちらもおる時代
どちらもおらぬ時代
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