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■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。

「長い旅がようやく
終わったので」

退役勇者板
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以前なうにあった「勇者なんざ飲ま
なきゃやってられるか」ですね！

18. 勇者しちゃった賢者さん（空中庭園）

あっ！
あった、あったな、それだ！
あの伝説の、なうの勇者がここぞと
ばかりに殺到（さっとう）した！

19. 勇者しちゃった学生さん（地球国家）

あー、それってば噂で聞いたこと
ある！
なうの勇者さんたちの怒濤（どと
う）の書き込みで、組合掲示板パン
クさせたってやつ！
あの組合伝説のひとつになってる！

えー
あれ、でも、あれって

20. 勇者しちゃった冒険者さん（デイラ）

……知ってるか？

21. 勇者しちゃった軍人さん（グルム

帝国）

知らん

22. 勇者しちゃった行商人さん（ユユ

ルウ）

うーん、知らないかな

23. 勇者しちゃった学者さん（時空図

書館）

あの時のティティルシィ世界の勇者
さんといえば……

ああ、なるほど

24. 勇者しちゃった軍人さん（グルム

帝国）

神託勇者はあれか、不老不死かなん
かなのか？
でもって賢者はともかく、学者も不
老不死だったのか？

12. 勇者しちゃった行商人さん（ユユ

ルウ）

神託勇者さんのことはわからないけ
ど、学者さんは不老不死じゃなくて
単に長命種
だよね、学者さん？

13. 勇者しちゃった学者さん（時空図

書館）

え……ええ、まあ
ほんの 150年弱しか生きていない
若輩者ですが

14. 勇者しちゃった軍人さん（グルム

帝国）

人間種から見りゃ、それはほんのと
は言わん（笑）

15. 勇者しちゃった神託勇者さん（ティ

ティルシィ）

ちなみに俺が最後に書き込んだスレ
は……なんだったか……あれだ……
ええと……みんなで飲みながら愚痴
ろうぜ、みてえなの

16. 勇者しちゃった行商人さん（ユユ

ルウ）

その時のスレも愚痴関係だったのか
い（笑）
どんな旅だったのかな（笑）

17. 勇者しちゃった学者さん（時空図

書館）

……あ！
ああ、思い出しました！

1. 勇者しちゃった神託勇者さん（ティ

ティルシィ）

思いっきり愚痴（ぐち）りたい

2. 勇者しちゃった学生さん（地球国家）

ようこそおっつー☆
安心と安定の学生さん、参上☆

3. 勇者しちゃった冒険者さん（デイラ）

よーっすお疲れさん
なんだか知らんが、思いっきり愚痴
れ（笑）

4. 勇者しちゃった賢者さん（空中庭園）

愚痴りたくなるような旅だったのか、
おつ

てか、ん？
ティティルシィ世界の勇者さん……
ん？

5. 勇者しちゃった軍人さん（グルム

帝国）

どうした、賢者の

神託勇者の、まずは務めご苦労だっ
たな
まあ愚痴れ

6. 勇者しちゃった学者さん（時空図

書館）

お疲れ様です、が……
……ティティルシィ世界の勇者……
はて、なにやら記憶が

7. 勇者しちゃった行商人さん（ユユ

ルウ）

ひとまず神託勇者さん、お疲れ

それで、賢者さんと学者さんは、神
託勇者さんに心当たりがあるの
かな？
なうにいたんだ？

8. 勇者しちゃった軍人さん（グルム

帝国）

いた……か？
俺 は 知 ら ん が、 見 落 と し て た だ
けか？

9. 勇者しちゃった学生さん（地球国家）

えー、僕も知らないよー？

ていうかー、賢者さんと学者さんだ
け心当たりあるってことはー
神託勇者さんってばー、けっこう長
く勇者してたの？
でもってー、勇者板に来るのずいぶ
ん久しぶり？

10. 勇者しちゃった神託勇者さん（ティ

ティルシィ）

おう、まあな
つうか、俺がしばらく見てないうち
に組合でずいぶん面白えことがあっ
たらしいな（笑）

11. 勇者しちゃった冒険者さん（デイラ）

ん？
あのどこのスレ見ても首突っ込んで
やがる学生が知らなくて、学者と賢
者だけ心当たりがあって、勇者板に
久しぶり？

長い旅がようやく終わったので
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42. 勇者しちゃった神託勇者さん（ティ

ティルシィ）

些細（ささい）な噂を頼りに北へ南
へ、そこら中の国をまわりまわって、
つっても噂はしょせん噂で、さんざ
ん無駄足踏みながらとにかく魔物討
伐して、でも魔物がまだ活性化して
るってことはやっぱり大魔王はいる
んだろってことで辺境という辺境に
ぜんぶ足を運んで、もう世界コンプ
リートしてねえか？
ってところでようやく判明した大魔
王の居場所
それは海を渡った先にある、人の住
まない最果ての小島だった

43. 勇者しちゃった学生さん（地球国家）

それでそれでそれで？
ｗｋｔｋ☆

44. 勇者しちゃった行商人さん（ユユ

ルウ）

それで……ええと、大魔王を倒して
一件落着……じゃないのかい？

45. 勇者しちゃった軍人さん（グルム

帝国）

なんだ、学生のの反応を見るとそれ
だけでは終わらんようだが
賢者のと学者のはともかく、学生の
の反応はなんだ？

46. 勇者しちゃった神託勇者さん（ティ

ティルシィ）

仲間と海を渡って、魔物をなぎ倒し
ながら辿（たど）り着いた城で大魔
王と戦い
ようやっと勝利したと思ったら大魔
王が消滅しつつ吐いたこの言葉

んで、道中で仲間になってくれた奴
らと一緒に旅をしてついに魔王を倒
したわけだ

35. 勇者しちゃった軍人さん（グルム

帝国）

うむ、一件落着だな
……違ったのか？

36. 勇者しちゃった賢者さん（空中庭園）

あー、だんだん思い出してきた
違ったんだよなー

37. 勇者しちゃった学者さん（時空図

書館）

違ったんですよね……

38. 勇者しちゃった神託勇者さん（ティ

ティルシィ）

戦いの果てにようやく魔王を倒し
たその時、消滅しながら奴はこう
言った

「我が滅びようとも大魔王さまの種が
残る限り、この地の災禍（さいか）
は止まらぬ……！」

魔王の上に大魔王がいた

39. 勇者しちゃった行商人さん（ユユ

ルウ）

そりゃあ、一件落着じゃないねえ
大魔王か、珍しいね

40. 勇者しちゃった賢者さん（空中庭園）

だけど話はそこで終わらないんだよ
な……

41. 勇者しちゃった軍人さん（グルム

帝国）

なんだ賢者の、どういうことだ？

なって争いとなった
それぞれ己が祝福を授けた生物を造
りたいって理由でな

そして争いの末に兄神が勝利し、地
に住まう人と動物を造った
敗北した弟神は消滅する間際に呪い
を吐き、魔物を造った
そして魔王の種をいずこかの地に植
え、これが芽吹（めぶ）いた時に人
は滅びると言い残した

兄神にも弟神の呪いを消すことはで
きなかった
そこで勇者の芽を人の中に植え、魔
王の種が芽吹いた時には、勇者もま
た生まれ魔王を滅するとした

そんでまあ、俺は勇者として生まれ
ついたわけだ

31. 勇者しちゃった冒険者さん（デイラ）

なんつうか、よくある伝説だな

32. 勇者しちゃった行商人さん（ユユ

ルウ）

普通にあるよね、そういう伝説

33. 勇者しちゃった学生さん（地球国家）

それでそれで？

34. 勇者しちゃった神託勇者さん（ティ

ティルシィ）

それでよ、成人になった 18の時、
夢に神が現れて、魔王を倒す旅に出
ろって言うわけだ
そりゃまあ勇者として生まれついち
まったからにゃ、魔王を倒す旅に出
たわけだ

学者の、ひとりで納得するな
でもって学生のの歯にものが挟まっ
たような言い様はなんだ？

25. 勇者しちゃった学生さん（地球国家）

うーん、これは

期待ａｇｅ☆

26. 勇者しちゃった賢者さん（空中庭園）

ａｇｅってなんだ

てか、なんだっけ、もう記憶がおぼ
ろげなんだけど

27. 勇者しちゃった神託勇者さん（ティ

ティルシィ）

あのスレに書き込みした時点で
は……

つうか、初見の奴らにゃ初めから話
したほうがいいか

28. 勇者しちゃった行商人さん（ユユ

ルウ）

うん、よろしく

29. 勇者しちゃった軍人さん（グルム

帝国）

頼んだ

30. 勇者しちゃった神託勇者さん（ティ

ティルシィ）

そもそもの始まりはだ、俺の世界に
は伝説があってな
まだ世界が混沌だった時、最初に兄
弟神が生まれた
兄弟神は力を合わせて天を造り地を
造り
しかしそこに住まうものを造る時に



10 11退役勇者板「長い旅がようやく終わったので」

64. 勇者しちゃった神託勇者さん（ティ

ティルシィ）

賢者さんの言う通り、勇者の仲間っ
つっても好意で力を貸してくれてた
わけだからよ
まあ責めるわけにゃいかんし、5年
もかかるとは確かに計算外だった
そのうえ魔界だろ？
人界で 5年かかって、それから未
知の世界に突入するわけだろ？
止められないだろ、気持ちよく別れ
たぜ、手紙預けてな

65. 勇者しちゃった冒険者さん（デイラ）

手紙？

66. 勇者しちゃった神託勇者さん（ティ

ティルシィ）

おう、俺の婚約者に届けてもらった
……いつ帰れるかマジでわからんか
ら、他にいい人みつけたら結婚し
ろってな……！

67. 勇者しちゃった学者さん（時空図

書館）

……そしてあのスレで大荒れしたん
ですよね

68. 勇者しちゃった賢者さん（空中庭園）

……あれもまあ、一種のお祭り騒ぎ
だったな

69. 勇者しちゃった学生さん（地球国家）

掲示板システムパンクしちゃったか
ら、その辺のログって残ってないん
だよねー
伝説だけが残っててー、うー、見て
みたかったー！

70. 勇者しちゃった軍人さん（グルム

16の花も恥じらうような乙女だっ
た奴らは、5 年の荒旅を経て肉体
的にも精神的にもすっかり逞（たく
ま）しくなっていた
男の裸を見てもすっかり動じなく
なってしまった女どもに、
大酒飲んでシモネタにガハハと笑え
るようになってしまった女どもに、
お前ら嫁になんざ行けるのか、とい
う言葉をかけるのはさすがに自重
した

ちなみにうちの世界での結婚適齢期
は、まあ 18から 22くらいだな

60. 勇者しちゃった学者さん（時空図

書館）

もうぎりぎり……どころか、片方は
はみ出していますね……

61. 勇者しちゃった行商人さん（ユユ

ルウ）

いやまあ……女性としては気になる
ところかもしれないけれど
それが理由かい

62. 勇者しちゃった賢者さん（空中庭園）

王命とか使命とかでついてきたん
じゃなくて
参加するのも離脱するのも自由意志
だったってことだろー
その子らだって、そもそも 5年も
旅することになるとは想定してな
かったんだろうしな

63. 勇者しちゃった軍人さん（グルム

帝国）

しかし、勇者の仲間としての自覚が
足りん、とは思わざるを得ない

あー、そのタイミングだったよなあ

53. 勇者しちゃった学者さん（時空図

書館）

ええ、そのタイミングでしたね

54. 勇者しちゃった冒険者さん（デイラ）

仲間が離脱って……なんでだよ？
ある意味、本当の戦いはそれから
じゃねえのか？
敵地に乗り込むことになるわけだ
しよ

55. 勇者しちゃった神託勇者さん（ティ

ティルシィ）

離脱した仲間の剣士と魔術師は、両
方女だった
女剣士の鬼気（きき）迫る叫びは今
でも忘れられん

「これ以上進んだら、完全に婚期を逃
すじゃない !!」

旅に出てから大魔王の討伐まで、既
（すで）に 5年が経っていた

56. 勇者しちゃった学生さん（地球国家）

あっちゃー☆

57. 勇者しちゃった軍人さん（グルム

帝国）

それは　ええと　なんだ？

58. 勇者しちゃった行商人さん（ユユ

ルウ）

なんだろう、なんだろうな

59. 勇者しちゃった神託勇者さん（ティ

ティル   シィ）

旅を始めた時は齢（よわい）18と

「我が滅びようとも魔界に眞王（まお
う）さまがいる限り、この地の災禍
は止まらぬ……！」

そして崩れ落ちた大魔王城跡にぽっ
かり空いた異界に続く穴

47. 勇者しちゃった行商人さん（ユユ

ルウ）

えっ

48. 勇者しちゃった軍人さん（グルム

帝国）

えっ

49. 勇者しちゃった冒険者さん（デイラ）

えっ

50. 勇者しちゃった学生さん（地球国家）

エンドレース☆

51. 勇者しちゃった神託勇者さん（ティ

ティルシィ）

俺らの世界ではな、勇者の存在意
義って魔王を倒すことなわけよ
で、魔王は倒してんのよ、大魔王ま
で倒したわけよ
魔界なんつわれてもどうすりゃい
いの？
ってとりあえず各国首脳陣に便りを
出したら
返ってきたのは「地上への災禍が止
まらないなら行ってこい」と

そこで、仲間がふたり離脱した
俺はやけになって勇者板で酒飲み愚
痴スレに参加して掲示板をパンクさ
せた

52. 勇者しちゃった賢者さん（空中庭園）
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88. 勇者しちゃった学生さん（地球国家）

ひゃっくさーんにーん☆

それってー、
ふたりは人界にいた魔王と大魔王だ
よね？
でもって、もうひとりはラスボスだ
よね☆

89. 勇者しちゃった冒険者さん（デイラ）

なんだ　おい
魔界ってなあどんだけ広いんだよ

90. 勇者しちゃった魔王 103 斬り勇者さ

ん（ティティルシィ）

ものっすげえ広かったわ！
地上、つか人界の何倍あるかってく
らい広かったわ！

こちとら事前情報もなく地図もなく
飛び込んでんだから、現れた魔王み
てえなのをとりあえず倒すしかねえ
んだよこんちくしょう！
でもって「我が滅びようともなんた
ら」言われたら次に向かうしかねえ
んだよ！
どこで終わるかとマジで呆（あき）
れたわ！
仲間たちからも、もう乾いた笑いし
か出てこなかったわ !!

91. 勇者しちゃった学者さん（時空図

書館）

ええ　ええとですね　あの
それでも、まあ……終わった、ので
すよね？

92. 勇者しちゃった賢者さん（空中庭園）

そんだけ魔王がいると、魔王レベル
が気になるな

ティルシィ）

眞王シリーズを倒したら真王シリー
ズが現れ
真王シリーズを倒したら麻王（まお
う）シリーズが現れ
なんであいつらそれぞれ 10人いん
のかね、と思ったぜ

81. 勇者しちゃった行商人さん（ユユ

ルウ）

なんだろう
なにを言うべきかわからないな……

82. 勇者しちゃった軍人さん（グルム

帝国）

どれだけの……魔王……と言ってい
いのか……を、倒したんだ……？

83. 勇者しちゃった学者さん（時空図

書館）

あの後……姿をお見かけしないと
思っていたら、そんなことに……

84. 勇者しちゃった賢者さん（空中庭園）

なんだ、なんだろな

……何人斬り？

85. 勇者しちゃった魔王 103 斬り勇者さ

ん（ティティルシィ）

おう、名前変えたぜ！
これでどうだこんちくしょう！

86. 勇者しちゃった行商人さん（ユユ

ルウ）

ひゃく……さん

87. 勇者しちゃった軍人さん（グルム

帝国）

103の……魔王か……

「我が滅びようとも災眞王さまが
い る 限 り、 人 界 の 災 禍 は 止 ま ら
ぬ……！」
災眞王をようやく倒したら、

「我が滅びようとも殺眞王さまが
い る 限 り、 人 界 の 災 禍 は 止 ま ら
ぬ……！」
殺眞王をようやく倒したら、

「我が滅びようとも凶眞王さまが
い る 限 り、 人 界 の 災 禍 は 止 ま ら
ぬ……！」
凶眞王をようやく倒したら、

「我が滅びようとも厄眞王さまが
い る 限 り、 人 界 の 災 禍 は 止 ま ら
ぬ……！」
厄眞王をようやく倒したら、

「我が滅びようとも悪眞王さまが
い る 限 り、 人 界 の 災 禍 は 止 ま ら
ぬ……！」
悪眞王をようやく倒したら、

「我が滅びようとも真王（まおう）さ
まがいる限り、人界の災禍は止まら
ぬ……！」

76. 勇者しちゃった学者さん（時空図

書館）

えっ

77. 勇者しちゃった軍人さん（グルム

帝国）

えっ

78. 勇者しちゃった冒険者さん（デイラ）

なんつうか、おい

79. 勇者しちゃった学生さん（地球国家）

それなんて
エンドレース☆

80. 勇者しちゃった神託勇者さん（ティ

帝国）

……なんだ、うん

71. 勇者しちゃった行商人さん（ユユ

ルウ）

ええと、それから……魔界に？

72. 勇者しちゃった神託勇者さん（ティ

ティルシィ）

おう、行ったぜ、残ってくれた仲間
と一緒にな

でもって魔物ひしめく魔界を旅して、
ようやく探し出した眞王を倒したら

「我が滅びようとも大眞王さまが
いる限り、  人界の災禍は止まら
ぬ……！」

73. 勇者しちゃった行商人さん（ユユ

ルウ）

えっ

74. 勇者しちゃった賢者さん（空中庭園）

あー

75. 勇者しちゃった神託勇者さん（ティ

ティルシィ）

大眞王をようやく倒したら、
「我が滅びようとも暴眞王さまが

い る 限 り、 人 界 の 災 禍 は 止 ま ら
ぬ……！」
暴眞王をようやく倒したら、

「我が滅びようとも禍眞王さまが
い る 限 り、 人 界 の 災 禍 は 止 ま ら
ぬ……！」
禍眞王をようやく倒したら、

「我が滅びようとも呪眞王さまが
い る 限 り、 人 界 の 災 禍 は 止 ま ら
ぬ……！」
呪眞王をようやく倒したら、
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で、魔王 103斬り勇者さんもレベ
ル 10の仲間入り？
すごいねー、それなんて胸熱☆

115. 勇者しちゃった魔王 103 斬り勇者さ

ん（ティティルシィ）

いや無理だから
無茶だったから
相手が創世神だとわかった時点で諦

（あきら）めようかと思ったわ
つうか魔王神が俺ら見て最初のひと
ことがこれだぜ

「え、なんで不老不死ついてないの」

116. 勇者しちゃった賢者さん（空中庭園）

は？

117. 勇者しちゃった冒険者さん（デイラ）

はぁ？

118. 勇者しちゃった軍人さん（グルム

帝国）

なんだ？

119. 勇者しちゃった学生さん（地球国家）

どゆことー？

120. 勇者しちゃった魔王 103 斬り勇者さ

ん（ティティルシィ）

なんかなー、勇者の旅に出る時、ま
あ 18の頃だ、神が夢に出てきたっ
て言ったろ？
その時「おぬしに不老不死を与えよ
う」っつわれたんだけど、断ったん
だわ

だって不老不死だぜ？
普通に嫌だろ？

それなんて無理ゲー

108. 勇者しちゃった賢者さん（空中庭園）

神ってったら、組合設定レベル 10
だろ？

えっ、勝ったの？
勝てたの、幻の最高レベルに？

109. 勇者しちゃった学者さん（時空図

書館）

数々の魔王……仮称、と戦うことで、
レベル 10に匹敵する実力がついた
のですか？
とはいえ、退役勇者にも武力レベル
10のかたは実在しているわけです
から、無茶というわけでも……

110. 勇者しちゃった軍人さん（グルム

帝国）

いやいやいや無茶だろ
無茶だろ !?

111. 勇者しちゃった冒険者さん（デイラ）

いたりの中に、術式じゃなくて武力
でレベル 10なんているのか？
組合の中のひとじゃなくてか？

112. 勇者しちゃった行商人さん（ユユ

ルウ）

神殺者（しんさつしゃ）さんとか
じゃないかな？
あと剣聖さんとか
天堕剣（てんだけん）さんもだな

113. 勇者しちゃった学者さん（時空図

書館）

ええ、あの非常識なかたがたですよ

114. 勇者しちゃった学生さん（地球国家）

99. 勇者しちゃった賢者さん（空中庭園）

いやだって、103だぞ？

魔王 103だぞ？
その過程で強さがどう比例してくの
か知りたくもなるだろ？

100. 勇者しちゃった軍人さん（グルム

帝国）

ならねえよ！

101. 勇者しちゃった学生さん（地球国家）

てゆっかー、ラスボスって結局どん
な魔王だったのー？
魔界の魔王の総元締め☆だよね？

102. 勇者しちゃった魔王 103 斬り勇者さ

ん（ティティルシィ）

ああ、それか

……神だった

103. 勇者しちゃった軍人さん（グルム

帝国）

えっ

104. 勇者しちゃった学者さん（時空図

書館）

えっ

105. 勇者しちゃった冒険者さん（デイラ）

えっ

106. 勇者しちゃった魔王 103 斬り勇者さ

ん（ティティルシィ）

死んだはずの伝説の弟神が魔王神と
して君臨（くんりん）してた

107. 勇者しちゃった学生さん（地球国家）

うわちゃー☆

やっぱりだんだん上がっていく
のか？

93. 勇者しちゃった軍人さん（グルム

帝国）

気にするところがそれか !!
これだから空中庭園世界の魔術師
は !!

94. 勇者しちゃった賢者さん（空中庭園）

え、だってやっぱそこは気になると
ころだろ？
滅ぼされる時の発言からすると、次
に出てくる魔王は倒した魔王の上
司っぽいし
てことはやっぱり、魔王レベルは上
がっていくんじゃないか？
すごくないか？

95. 勇者しちゃった学者さん（時空図

書館）

これだから空中庭園世界の魔術師
は……

……しかし、一理ありますね
その辺りはどうなっているのでしょ
う、ティティルシィ世界の文献はど
こにありましたか、さて

96. 勇者しちゃった軍人さん（グルム

帝国）

学者のも、これだから時空図書館世
界の住人は……！

97. 勇者しちゃった学生さん（地球国家）

ねー
知識の宝物殿（笑）

98. 勇者しちゃった冒険者さん（デイラ）

お前らなあ、揃いも揃って！
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121. 勇者しちゃった賢者さん（空中庭園）

えっ

122. 勇者しちゃった行商人さん（ユユ

ルウ）

賢者さん（笑）

123. 勇者しちゃった学者さん（時空図

書館）

賢者さん（笑）

124. 勇者しちゃった軍人さん（グルム

帝国）

賢者の（笑）

125. 勇者しちゃった魔王 103 斬り勇者さ

ん（ティティルシィ）

こんな長い旅になるなんて微塵（み
じん）も思ってなかったわけだしよ
魔王倒す使命を果たしたら普通に婚
約者と結婚して普通に生きるつもり
だったから

まあ、魔王神に辿り着くまでに、魔
界の 100斬りで 20年かかったん
だけどな !!

126. 勇者しちゃった冒険者さん（デイラ）

ってこたあ　ええと
18で旅に出て人界で 5年かかっ
てて

127. 勇者しちゃった学生さん（地球国家）

魔王神に辿り着いた時、魔王 103
斬り勇者さんは、43歳☆

まあでも、えっとー、1年で魔王的
なのを 5人は倒してるんだからー、
けっこういいペース？

128. 勇者しちゃった賢者さん（空中庭園）

いいペースだな（笑）

129. 勇者しちゃった学者さん（時空図

書館）

むしろハイペースですね

130. 勇者しちゃった軍人さん（グルム

帝国）

つうかその歳だと、もうピーク超え
てるんじゃ……ないか？

131. 勇者しちゃった行商人さん（ユユ

ルウ）

ピークを超えてる……ね

132. 勇者しちゃった魔王 103 斬り勇者さ

ん      （ティティルシィ）

それが神がしつこく不老不死を押し
付けてこようとした理由だったな
んて
まだ旅に出る前でぴちぴちのうら若
き俺にわかるかー !!

133. 勇者しちゃった学者さん（時空図

書館）

わかりませんね……

134. 勇者しちゃった賢者さん（空中庭園）

まあ、わからないよな（笑）

135. 勇者しちゃった魔王 103 斬り勇者さ

ん（ティティルシィ）

そしたら、目の前でいきなり思念通
話始める魔王神

「もしもし兄貴？　ちょっとこれど
うなってんの？」

136. 勇者しちゃった賢者さん（空中庭園）

えっ

137. 勇者しちゃった冒険者さん（デイラ）

はあ !?

138. 勇者しちゃった魔王 103 斬り勇者さ

ん（ティティルシィ）

「なに言ってんだよ！　だから兄貴
はいっつも詰めが甘いんだっつの
不老不死なんて無理矢理やっちゃえ
ばよかったんだよー
どうすんのこれどうにもなんない
じゃんオッサンだよ
せっかく魔王大量生産してレベル
アップさせてきたはずなのにさー
オッサンだよー？」

オッサンで悪かったな！
最後まで付き合ってくれた仲間もみ
んなとうにオッサンだったわ !!

139. 勇者しちゃった学者さん（時空図

書館）

と い い ま す か、 え え と、 な ん で
しょう
……なんですか？

140. 勇者しちゃった行商人さん（ユユ

ルウ）

うん、なんだろう

141. 勇者しちゃった学生さん（地球国家）

えー、兄弟神は実は仲良くって？
勇者をレベルアップさせるために魔
王量産してて？
最終計画は弟神を倒させること
だった？

ってなにそれー

142. 勇者しちゃった魔王 103 斬り勇者さ

ん（ティティルシィ）

魔王神……つうか、もう弟神でいい
や、弟神の言うことにはな
本当は魔的な存在、魔物やら魔界や
らが生まれたのはアクシデントだっ
たらしい
光があれば必ず影ができてしまうと
か言ってたけどよくわからん
が、ともかく人界が発展するととも
に魔界もどんどん膨（ふく）れ上
がっちまうから、それをリセットす
るための装置が勇者なんだと、よ！

143. 勇者しちゃった軍人さん（グルム

帝国）

それは……なんだ

144. 勇者しちゃった冒険者さん（デイラ）

ああ、なんつうかな

145. 勇者しちゃった賢者さん（空中庭園）

うん、なんだろう
……魔王 103斬り勇者さん、おつ

146. 勇者しちゃった学者さん（時空図

書館）

魔 王 …… も、 舞 台 装 置 と い う わ
け……ですか

147. 勇者しちゃった魔王 103 斬り勇者さ

ん（ティティルシィ）

実は弟神は生まれてしまった魔的な
存在と融合してその力を抑えつつ、
魔王を量産することで、むしろ魔的
な存在の抑止力にしてたんだそう
だ、よ！
魔的な要素をどんどん消費して減ら
してたんだって、よ！

148. 勇者しちゃった学生さん（地球国家）

そ ん で ー、 結 局 弟 神 さ ん は 倒 し
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たの？
ていうかさー、最初っから倒される
つもりならー、頼んだらやられてく
れるんじゃないの？

149. 勇者しちゃった行商人さん（ユユ

ルウ）

だよなあ
弟神さんは倒されるつもりだったわ
けだろう？

150. 勇者しちゃった魔王 103 斬り勇者さ

ん（ティティルシィ）

手を抜いて倒されるなんて神のプラ
イドが許さないって
ふざけてんのかこんちくしょう !!

151. 勇者しちゃった賢者さん（空中庭園）

うわちゃー

152. 勇者しちゃった学者さん（時空図

書館）

……まあ、神はどこまでも神、です
からね……ひとの都合など気にも留
めませんよ

153. 勇者しちゃった冒険者さん（デイラ）

つうかよ、兄神と共謀（きょうぼ
う）してる時点でそいつ悪じゃなく
ねえか？

154. 勇者しちゃった軍人さん（グルム

帝国）

なあ？

155. 勇者しちゃった魔王 103 斬り勇者さ

ん（ティティルシィ）

そんでもって弟神がこっち見て、
「兄貴が全盛期まで若返らせてくれ

るっつってるから、そこ並べや

でもって不老不死になるから、そこ
んとこよろしく」

……だ　れ　が、

なってたまるかボケー !!
こっちにだってさんざん魔王倒し
てきたプライドってもんがあるん
じゃー !!

156. 勇者しちゃった行商人さん（ユユ

ルウ）

ああ……

157. 勇者しちゃった冒険者さん（デイラ）

そりゃ、魔王 103斬り勇者の積み
重ねた努力をガン無視だもんな……

158. 勇者しちゃった学生さん（地球国家）

なんてゆーか、
神殺者さんあたりが聞いたら嬉々

（きき）として退治しに行きそうな
神様たちだねー☆

159. 勇者しちゃった学者さん（時空図

書館）

ですから、神など基本的に自分本位
な存在なのですよ……

160. 勇者しちゃった賢者さん（空中庭園）

そんで結局、相手はレベル 10だっ
たみたいだけど、
倒したんだよな？

161. 勇者しちゃった魔王 103 斬り勇者さ

ん（ティティルシィ）

倒したわ！
倒したわ、3年かかってな！！！

162. 勇者しちゃった行商人さん（ユユ

学生、あなたは軽いにもほどがあり
ます！

170. 勇者しちゃった賢者さん（空中庭園）

3年かけたらレベル 10……

171. 勇者しちゃった軍人さん（グルム

帝国）

賢者の、考えるべき場所はそこじゃ
ねえ！

172. 勇者しちゃった魔王 103 斬り勇者さ

ん（ティティルシィ）

弟神を倒したらなあ、いらん親切心
で故郷に転移させてくれたんだけど
なあ、
元婚約者は成人した子どものいる立
派な主婦になってたわ！
俺はもう立派なオッサンで、みんな
に「誰？」とか言われたわ！
魔界に行ってた勇者です、つったら

「あ、そんな奴もいた」みてえな反
応でな！

こんちくしょう！！！

173. 勇者しちゃった学者さん（時空図

書館）

なんとも……言えません、ね……

174. 勇者しちゃった軍人さん（グルム

帝国）

なんだ　あれだ

飲むか！

175. 勇者しちゃった行商人さん（ユユ

ルウ）

そうだね、飲もうか

ルウ）

ええー
3年？

163. 勇者しちゃった軍人さん（グルム

帝国）

なんだ、その
……どうやって？

164. 勇者しちゃった魔王 103 斬り勇者さ

ん（ティティルシィ）

ちまちま削って倒したわ！
蓄積ダメージの回復だけはしないで
くれって頼み込んで、ちまちまち
まちま毎日通って 3年かけて倒し
たわ！

ようやく倒した時の、あの弟神のや
れやれ顔が忘れられねえんだよ !!

165. 勇者しちゃった行商人さん（ユユ

ルウ）

まあ……お疲れ様、だな

166. 勇者しちゃった軍人さん（グルム

帝国）

ああ、お前はよくやった

167. 勇者しちゃった冒険者さん（デイラ）

もう休めよ……

168. 勇者しちゃった学生さん（地球国家）

ていうかトータルで 28年かー
18 歳 で 旅 に 出 て、46 歳 に な っ
ちゃったのかー

おっつ☆

169. 勇者しちゃった学者さん（時空図

書館）
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飲んですっきりしよう

176. 勇者しちゃった賢者さん（空中庭園）

付き合うぞー

177. 勇者しちゃった冒険者さん（デイラ）

よし、飲むか！

178. 勇者しちゃった魔王 103 斬り勇者さ

ん（ティティルシィ）

飲まなきゃやってられるかー！！！

179. 勇者しちゃった学生さん（地球国家）

魔王 103斬り勇者さん、おつ☆

よく分かる用語解説①
・組合設定レベル：

勇者に対しそれぞれ『武力』と『術式』、そして『魔王』について勇者互助組合が規

定した強弱の水準を数字で表したものです。5を平均として、最弱の 1から最強の

10まで存在します。



「久方ぶりに
帰ってみれば」

退役勇者板
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ぬ

14. 勇者しちゃった魔術師さん（ミ

リュ・ミ）

えっ

15. 勇者しちゃった界旅師さん（ワナ・

ア＝ディン）

なによ、ぬしらは相も変わらず徒党
（ととう）を組んでおるのかよ
土産（みやげ）でもたかりにきたの
かな？

16. 勇者しちゃった賢者さん（空中庭園）

あー、古参のみなさんお揃いで（笑）

17. 勇者しちゃった神官さん（フロイ・

レガス）

まあ、スレ主が界旅師さんですから
ね……

18. 勇者しちゃった魔術師さん（ミ

リュ・ミ）

えっ

界旅師……さんって、古参のひと…
…なのか？

19. 勇者しちゃった学生さん（地球国家）

うん、古参組だよ☆

20. 勇者しちゃった稀乃鬼さん（天天）

なんじゃ、土産はないのか？
ちゃちゃっと出せい、ほれほれほれ

21. 勇者しちゃった剣聖さん（セェユラ）

おのれならばすぐさま寄越すことも
できようぞな
術式馬鹿の本領発揮ぞ、ほれ送れ

界旅師さんはねー、
その名の通り！
ずーっと世界を旅行してるんだよ☆

7. 勇者しちゃった賢者さん（空中庭園）

ちなみに『世界』ってのは、時空を
超えた意味での『世界』な
だから『故郷』は『自世界』って
こと

8. 勇者しちゃった魔術師さん（ミ

リュ・ミ）

えっ

9. 勇者しちゃった稀乃鬼さん（天天）

おうおうなんじゃ界旅師よ、久しい
ではないか
ふらふらほっつき歩きよってこの放
蕩者（ほうとうもの）めが

10. 勇者しちゃった剣聖さん（セェユラ）

界旅師が故郷に戻るなぞ、天変地異
（てんぺんちい）の前触れぞな
里心でもついたぞや？

11. 勇者しちゃった魔術師さん（ミ

リュ・ミ）

えっ

12. 勇者しちゃった仙人さん（位相軸

地球）

ほうほう、
これまたなんの気紛（きまぐ）れか
のう

13. 勇者しちゃった龍主さん（ロイル・

レム）

1. 勇者しちゃった界旅師さん（ワナ・

ア＝ディン）

故郷が可笑（おか）しなことになっ
ていたよ
こりゃもう賢者を笑えんなあ

2. 勇者しちゃった学生さん（地球国家）

あっれー界旅師（かいりょし）さん、
おひっさー☆
ていうか戻ったんだねめっずら
しー！
おかえりーﾉｼ

3. 勇者しちゃった神官さん（フロイ・

レガス）

おや界旅師さん、お帰りになったの
ですか
なにか心境の変化でも？

4. 勇者しちゃった賢者さん（空中庭園）

界旅師さん、おかえりーﾉｼ

ていうかなんで俺？（笑）
なにがあったんですか？（笑）

5. 勇 者 しち ゃ っ た 魔 術 師 さ ん（ ミ

リュ・ミ）

とりあえずおつ

てか賢者、なんで敬語だよ？
界旅師……さん、って俺は初めて
会ったんだけど、なにもんだ？
長いひとなのか？

6. 勇者しちゃった学生さん（地球国家）

うん、長いひとだよ☆

22. 勇者しちゃった仙人さん（位相軸

地球）

ほうほう、
ちなみに如何様（いかよう）な世界
を旅してきたのかのう？

23. 勇者しちゃった龍主さん（ロイル・

レム）

ぬ

24. 勇者しちゃった界旅師さん（ワナ・

ア＝ディン）

如何様な世界と言われてもなあ
足の向くまま気の向くまま、転々と
してきたよ

25. 勇者しちゃった魔術師さん（ミ

リュ・ミ）

ええ……と、なんだ、おい
……界旅師さんって、もしかして術
式レベル化け物級？

26. 勇者しちゃった賢者さん（空中庭園）

そりゃそうだよ
だって時空をまたいで旅してるくら
いだから（笑）

27. 勇者しちゃった神官さん（フロイ・

レガス）

時空に干渉するだけでも、術式レベ
ル８は必須らしいですからね
組合に勤務できる域ですよ

28. 勇者しちゃった学生さん（地球国家）

すっごーい実力のー、
古参のー、
旅行好き☆なおじーちゃんだよー

29. 勇者しちゃった魔術師さん（ミ

リュ・ミ）

久方ぶりに帰ってみれば



26 27現役勇者板「久方ぶりに帰ってみれば｣

46. 勇者しちゃった仙人さん（位相軸

地球）

ほうほう、
そのあいだ幾世界ほど旅をしたのか
のう？

47. 勇者しちゃった界旅師さん（ワナ・

ア＝ディン）

数など数えておらんよ
時々にテーマは決めていたがなあ

48. 勇者しちゃった龍主さん（ロイル・

レム）

ぬ

49. 勇者しちゃった界旅師さん（ワナ・

ア＝ディン）

そうさなあ、
   ・美食世界巡り：食い道楽の旅
   ・美酒世界巡り：飲んだくれの旅
   ・美女世界巡り：耽溺（たんでき）
     の旅
   ・絶景世界巡り：眼福の旅
   ・温泉世界巡り：くつろぎの旅
   ・古来文明世界巡り：観光の旅
   ・独特文明世界巡り：発見の旅
   ・科学文明世界巡り：物見遊山の旅
   ・術式文明世界巡り：研究の旅

などよ

50. 勇者しちゃった賢者さん（空中庭園）

ちょ（笑）
最後の（笑）

51. 勇者しちゃった学生さん（地球国家）

かんぜーんに、趣☆味
だ　ね！（笑）

52. 勇者しちゃった稀乃鬼さん（天天）

どうせ術式世界で足止めでもくらっ

それくらいにしてあげてください
魔術師さんは不老不死でもないので
すから、みなさまのようにはいきま
せんよ

39. 勇者しちゃった魔術師さん（ミ

リュ・ミ）

……あれ、なんか神官のフォローに
かえってムカついたんけどよ、なん
だこれ

40. 勇者しちゃった賢者さん（空中庭園）

あー　まあ
術者のジレンマ？（笑）

41. 勇者しちゃった稀乃鬼さん（天天）

ふん、不老不死くらいおのれに術を
かければ雑作もないわ

42. 勇者しちゃった学生さん（地球国家）

もーおじーちゃんたち、それくらい
にしてよー
界旅師さんの話が聞きたいんだか
らー

43. 勇者しちゃった剣聖さん（セェユラ）

たまには学生も良いことを言うぞな
術の話なぞどうでも良かろうぞや

44. 勇者しちゃった賢者さん（空中庭園）

界旅師さんが自世界に戻ったのって、
どれくらいぶりなんですか？
で、なんで俺は引き合いに出された
んですか？（笑）

45. 勇者しちゃった界旅師さん（ワナ・

ア＝ディン）

そうさなあ……かれこれ 300年ぶ
りくらいになるよ

おい

おい……なんだこの場違い感

30. 勇者しちゃった稀乃鬼さん（天天）

なんじゃ魔術師よ、それでも術者の
端（はし）くれか
おのれも高みを目指さんでどうする

31. 勇者しちゃった剣聖さん（セェユラ）

術式馬鹿はもういらんぞな

32. 勇者しちゃった仙人さん（位相軸

地球）

ほうほう、そうは言うてものう
術者を名乗るならば、時空にちょい
と手を出せるくらいにはならんとい
かんのう

33. 勇者しちゃった龍主さん（ロイル・

レム）

ぬ

34. 勇者しちゃった界旅師さん（ワナ・

ア＝ディン）

そうよ、時空術くらい使えるように
ならんとなあ、魔術師よ

35. 勇者しちゃった魔術師さん（ミ

リュ・ミ）

うわっ矛先がこっち向きやがった！

36. 勇者しちゃった賢者さん（空中庭園）

魔術師さん（笑）

37. 勇者しちゃった学生さん（地球国家）

魔術師さん（笑）

38. 勇者しちゃった神官さん（フロイ・

レガス）

ておったんじゃろ
して、なにか珍しい術式でも見聞し
たか？

53. 勇者しちゃった界旅師さん（ワナ・

ア＝ディン）

まあなあ、世界は広きもの、術式も
様々なもの
なかなかに興味深かったよ

54. 勇者しちゃった龍主さん（ロイル・

レム）

ぬ

55. 勇者しちゃった仙人さん（位相軸

地球）

ほうほう、そうさのう龍主 ( りゅう
しゅ）殿
その世界の摂理に基づいた術式は、
他では見られんからのう
やはり現地に足を運ばんとのう

56. 勇者しちゃった神官さん（フロイ・

レガス）

だからといって、誰もがほいほい他
の世界に行けるわけではないのです
よ……

57. 勇者しちゃった魔術師さん（ミ

リュ・ミ）

……なんだこれ、話してることのレ
ベルが違いすぎる……！！！

58. 勇者しちゃった賢者さん（空中庭園）

古参のみなさんならこんなもんだよ
（笑）

59. 勇者しちゃった学生さん（地球国家）

賢者さんに言われたくないけどねー
（笑）
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77. 勇者しちゃった賢者さん（空中庭園）

そりゃまあ、300年も留守にして
たら変化があってもおかしくないで
すよ

78. 勇者しちゃった魔術師さん（ミ

リュ・ミ）

どっかの世界にゃ、100年ぽっち
で文化が完全に変化したとかなんと
かいうとこもあるらしいしな

79. 勇者しちゃった学生さん（地球国家）

あ、それ僕のとこだ（笑）

80. 勇者しちゃった界旅師さん（ワナ・

ア＝ディン）

地球系列世界の日本の変化とはまた
違うものよ

そうよな、例に挙げるならば、我が
世界のとある大陸には、古来３人
に 2人が踏破（とうは）の途中で
命を落とすと言われる広大な砂漠が
あるのよ
水場もまったくなき、『死の砂漠』
と呼ばれるところでなあ

81. 勇者しちゃった剣聖さん（セェユラ）

ふむ？

82. 勇者しちゃった龍主さん（ロイル・

レム）

ぬ

83. 勇者しちゃった界旅師さん（ワナ・

ア＝ディン）

帰ってみたら、そのど真ん中に水の
都ができておってなあ

84. 勇者しちゃった魔術師さん（ミ

あー

あ？

69. 勇者しちゃった学生さん（地球国家）

魔術師さん、キャパオーバーしない
の（笑）

界旅師さん界旅師さん、それで、久
しぶりに故郷に帰ったらどうし
たの？

70. 勇者しちゃった界旅師さん（ワナ・

ア＝ディン）

おう、それよ

奇跡の神聖主よ（笑）

71. 勇者しちゃった稀乃鬼さん（天天）

なんじゃ？

72. 勇者しちゃった剣聖さん（セェユラ）

なんぞや？

73. 勇者しちゃった仙人さん（位相軸

地球）

ほうほう？

74. 勇者しちゃった龍主さん（ロイル・

レム）

ぬ？

75. 勇者しちゃった神官さん（フロイ・

レガス）

奇跡の……神聖主？

76. 勇者しちゃった界旅師さん（ワナ・

ア＝ディン）

なにやらよ、世界あちこち、がらり
と様変わりしておってなあ

60. 勇者しちゃった剣聖さん（セェユラ）

ふん、術などなにが面白いのかわか
らんぞや

61. 勇者しちゃった稀乃鬼さん（天天）

それは貴様が筋肉馬鹿だからじゃ
わい

62. 勇者しちゃった神官さん（フロイ・

レガス）

……いえ、複数の系統の術式を使え
るかたなどそうはいませんからね
みなさんの常識が違うんですよ……

63. 勇者しちゃった賢者さん（空中庭園）

えー、そんなの言い訳だろ？

64. 勇者しちゃった魔術師さん（ミ

リュ・ミ）

違うっつーの !!
つうかこのメンツ、術者が多いのに
なんだこのアウェイ感……!!

65. 勇者しちゃった学生さん（地球国家）

ちょーっと常識はずれのひとが揃っ
ちゃったねー（笑）
古参のみなさんだからしょうがない
けどねー（笑）

66. 勇者しちゃった龍主さん（ロイル・

レム）

ぬ

67. 勇者しちゃった仙人さん（位相軸

地球）

ほうほう、心外だのう

68. 勇者しちゃった魔術師さん（ミ

リュ・ミ）

それで、あー　なんだっけか

リュ・ミ）

えっ

85. 勇者しちゃった仙人さん（位相軸

地球）

ほうほう

86. 勇者しちゃった界旅師さん（ワナ・

ア＝ディン）

なんでも『奇跡の神聖主』と呼ばれ
る者がかつて居り、『死の砂漠』を
旅せねばいかん者のために水脈を
掘ったそうでなあ
その水場を中心に村が出来、町とな
り、現在では『生の水都（すいと）』
と言われる都にまで発展したそうよ
死の砂漠にて命を落とす者も、滅多
にいなくなったとなあ

87. 勇者しちゃった稀乃鬼さん（天天）

ふん、成る程な（笑）

88. 勇者しちゃった賢者さん（空中庭園）

あー

ああ（笑）

89. 勇者しちゃった学生さん（地球国家）

おー（笑）

他には他には？

90. 勇者しちゃった界旅師さん（ワナ・

ア＝ディン）

そうよな、我が世界のとある国と国
の間に、『恨みの森』と呼ばれると
ころがあってなあ
恨みを持って死んだ魂が『怨樹（お
んじゅ）』なる樹木に呼び寄せられ
て宿り、通ろうとする者を恨み惑わ
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リュ・ミ）

えっ

109. 勇者しちゃった学生さん（地球国家）

ですよねー（笑）

110. 勇者しちゃった稀乃鬼さん（天天）

じゃろうな

111. 勇者しちゃった龍主さん（ロイル・

レム）

ぬ

112. 勇者しちゃった賢者さん（空中庭園）

ああ、それで俺か（笑）

113. 勇者しちゃった界旅師さん（ワナ・

ア＝ディン）

そうよ、ただひきこもっておるだけ
で『森の賢者様』呼ばわりされてお
る賢者を笑えんよ

とある小国が『護国の宝球』に守ら
れて魔物に襲われんのも
とある毒湿原に『白き聖橋』がか
かっておるのも
とある王家に『祝福の聖剣』が伝
わっておるのも
なにやら『奇跡の神聖主』とやらが
衆生（しゅじょう）を想うたがゆえ
という伝承だが、はてさてどうなっ
ておるのやら

ひっきりなしに国境を襲う魔物退治
に駆りだされるのに嫌気がさして障
壁展開の魔法球を作ったことはあっ
たがなあ
毒湿原に浸かるなんぞまっぴらだか
ら橋を造ったことはあったがなあ
魔物と戦う術（すべ）がないと引き

98. 勇者しちゃった神官さん（フロイ・

レガス）

そのような見方もできます……が

99. 勇者しちゃった稀乃鬼さん（天天）

して、真意はなんじゃ？

100. 勇者しちゃった賢者さん（空中庭園）

そこですよねえ（笑）

101. 勇者しちゃった界旅師さん（ワナ・

ア＝ディン）

砂漠で喉（のど）が乾いたから適当
に水を掘ったなあ

102. 勇者しちゃった魔術師さん（ミ

リュ・ミ）

えっ

103. 勇者しちゃった龍主さん（ロイル・

レム）

ぬ

104. 勇者しちゃった学生さん（地球国家）

ですよねー（笑）

105. 勇者しちゃった剣聖さん（セェユラ）

そんなことだろうと思ったぞや

106. 勇者しちゃった仙人さん（位相軸

地球）

ほうほう、
『恨みの森』はなにかのう？

107. 勇者しちゃった界旅師さん（ワナ・

ア＝ディン）

『怨樹』が喧（やかま）しかったから
力づくで浄化したなあ

108. 勇者しちゃった魔術師さん（ミ

し、正気を失わせるという森でなあ

91. 勇者しちゃった剣聖さん（セェユラ）

恨みを抱き死ぬは弱者ぞな

92. 勇者しちゃった神官さん（フロイ・

レガス）

……心を強く持てる生き物ばかりで
はありませんよ

93. 勇者しちゃった界旅師さん（ワナ・

ア＝ディン）

しかし帰ってみたら、その森は『悼
（いた）みの森』になっておって
なあ

94. 勇者しちゃった神官さん（フロイ・

レガス）

えっ

95. 勇者しちゃった龍主さん（ロイル・

レム）

ぬ

96. 勇者しちゃった界旅師さん（ワナ・

ア＝ディン）

なんでも『奇跡の神聖主』と呼ばれ
る者がかつて居り、恨みに縛られた
魂を哀れみ悼み、その秘術をもって

『怨樹』を浄化し、死者が安らかに
眠れる『睡樹（すいじゅ）』へと変
えたそうでなあ
現在は恨む魂がこの木に宿っては安
らぎ、天へ昇る聖森（せいしん）と
なったそうよ

97. 勇者しちゃった魔術師さん（ミ

リュ・ミ）

なんか……世界がよくなった……っ
てだけじゃねえのか？

止められて魔を斬る剣を作って押し
付けたことはあったがなあ

114. 勇者しちゃった魔術師さん（ミ

リュ・ミ）

ええー

なんだ

ええー

115. 勇者しちゃった神官さん（フロイ・

レガス）

現在では『奇跡の神聖主』の御業
（みわざ）と祭り上げられていて
も……当時は、界旅師さんによる自
分本位の行動だったわけですね……

116. 勇者しちゃった賢者さん（空中庭園）

あるある（笑）

117. 勇者しちゃった学生さん（地球国家）

ないない（笑）

118. 勇者しちゃった剣聖さん（セェユラ）

民なぞ所詮（しょせん）さようなも
のぞや

我輩は蘇魔（そま）を斬っておった
らいつしか勇者なるぞと崇（あが）
められ、地上の蘇魔を屠（ほふ）り
終え、更なる頂を目指して蘇魔窟に
飛んで 100年ばかり研鑽（けんさ
ん）し帰ったら、生家の村が『勇者
生誕の都』なるものになっておった
ぞや

単に我輩は剣の腕を磨いておっただ
けだというに
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ええー
なんかもう、俺の常識とか術者のプ
ライドとか
おい

124. 勇者しちゃった神官さん（フロイ・

レガス）

古参の方々の前では……一般的な実
力の元勇者などかわいいものですよ、
仕方がありません

125. 勇者しちゃった賢者さん（空中庭園）

うん、やっぱ『森の賢者様』くらい
ならかわいいもんだよな
俺なんかまだまだ甘い甘い

126. 勇者しちゃった魔術師さん（ミ

リュ・ミ）

ねえよ！！！

127. 勇者しちゃった神官さん（フロイ・

レガス）

それはありませんよ！！！

128. 勇者しちゃった学生さん（地球国家）

比較対象が悪すぎるよねー（笑）

119. 勇者しちゃった稀乃鬼さん（天天）

そうじゃな、我が眠りにちょっかい
をかけてきよった生意気な夜魔（よ
ま）に、それほど睡眠を好むならば
おのれが眠れいと昏睡（こんすい）
の術をかけてやったら、長年眠った
ままじゃった国の帝（みかど）が
床（とこ）から覚めた時にはたまげ
たな

なんぞ祭りに呼ばれたが、無論姿を
隠したわ

120. 勇者しちゃった龍主さん（ロイル・

レム）

ぬ

121. 勇者しちゃった仙人さん（位相軸

地球）

ほうほう、
ワシは召喚勇者だからのう、きっと
そんなことはなかろうのう

いつだったか、ちょいと兵に追われ
ていた身分ありげな若造を拾って逃
がしてみたら、他国で王になって
おったのには驚いたがのう

122. 勇者しちゃった学生さん（地球国家）

えっ

それってえっと、トンデモ歴史とか
でありがちな、歴史上の死んだと思
われてたあのひとが実は落ち延びて、
歴史上のあっちのひとと同一人物
だった！　的な !?
そんなことしてたの仙人さん !?

123. 勇 者 し ち ゃ っ た 魔 術 師 さ ん（ ミ

リュ・ミ）
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現役勇者板
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あー、お約束☆の、勇者と魔王のワ
ンセット（笑）
それが世界の定めってやつなんだよ
ね☆

22. 勇者を見守る騎士長さん（レヴィラ

ンド）

ならば、なにを迷うことがあるので
すか

23. 勇者を見守る学者さん（時空図書館）

文献をあたってきましたが……
ヌア・ノーヴァイール世界は典型的
な、人間族を脅（おびや）かす『魔
王』と、それに対峙するための『勇
者』が存在する世界ですね

…… ど ん な 問 題 が あ る と い う の
です？

24. 勇者を見守る暗殺者さん（レトヴ

ァー）

つうかよぉ、テメエも『勇者』っ
てもんは必要だと思ってるんだよ
なぁ？
けどよぉ、……『テメエ』はいらね
え、ってなぁどういうこったぁ？

25. 勇者を見守る国王さん（アレーシア）

ああ、『勇者』は要るけれど、『自
分』ではなくとも良い、と
…… 本 当 に、 ど う い う 状 況 な ん
だい？

26. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

やっぱりここはー、勇者さんに、経
緯ｋｗｓｋ☆

27. 勇者している勇者さん（ヌア・ノー

ヴァイー ル）

持って生まれついちまったから、問
答無用で俺が勇者……なんだけどよ

15. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

へー、生誕勇者さん☆かー
おつなんだよ☆

16. 勇者を見守る騎士長さん（レヴィラ

ンド）

勇者の責を負って生まれたのであれ
ば、全うすれば良いだけではありま
せんか
なぜ立ち止まってしまったのです、
情けないですね

17. 勇者を見守る暗殺者さん（レトヴ

ァー）

つうかよぉ、勇者の印を持って生ま
れた
……ってこたぁ、ヌア・ノーヴァ
イール世界にゃ勇者は必要だって
こったろぉ？
違うのかよ？

18. 勇者している勇者さん（ヌア・ノー

ヴァイー ル）

いや、なんつうか……『勇者』って
もんは必要だとは思わなくも……
ねえ

19. 勇者を見守る国王さん（アレーシア）

それはなぜかな？

20. 勇者している勇者さん（ヌア・ノー

ヴァイー ル）

『魔王』っつう脅威を取り除くため
の存在として……つうか、なんつ
うか

21. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

1. 勇者している勇者さん（ヌア・ノー

ヴァイール）

俺、いらなくね？

2. 勇者を見守る騎士長さん（レヴィラ

ンド）

どういうことですか
あなたも勇者でしょう、気概（きが
い）をしっかり持ってください

3. 勇者を見守る国王さん（アレーシア）

そんな気持ちになるなんて、いった
いどんな状況なのかな（笑）

4. 勇者を見守る学者さん（時空図書館）

まずは、お疲れ様、と言っておきま
しょう
しかしどのような事態なのか……興
味深いですね

5. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

勇者板のお目付役☆学生さん、参上
なんだよ☆

ていうか、どゆこと？（笑）

6. 勇者を見守る暗殺者さん（レトヴ

ァー）

よぉ、お疲れさん
で、なにがあったんだぁ？

7. 勇者している勇者さん（ヌア・ノー

ヴァイール）

いやまあ、なんつうか、よ

…… 勇 者 な ん て、 本 当 に 必 要 な
のか？

てか、勇者が必要だとしても、俺
じゃなくてもよくね？

8. 勇者を見守る国王さん（アレーシア）

だから、どうしてそう思うように
なったのかな？
詳しく聞かせてもらえるかい？

9. 勇者を見守る騎士長さん（レヴィラ

ンド）

勇者の任を受けながら、そのような
言葉は嘆（なげ）かわしいとしか言
えません
おのれを見失うような出来事でも
あったのですか？

10. 勇者を見守る暗殺者さん（レトヴ

ァー）

『もしかしなくても』『テメエがいら
ねえ』状況かよ
なんだってんだぁ？

11. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

うーん、ここは経緯ｋｗｓｋ☆聞き
たいとこだねー

12. 勇者を見守る学者さん（時空図書館）

ヌア・ノーヴァイール世界……さて、
文献はどこにありましたか

13. 勇者を見守る国王さん（アレーシア）

そもそも君は、どんな過程で勇者に
なったのかな？

14. 勇者している勇者さん（ヌア・ノー

ヴァイー ル）

どんな過程……って、勇者の印を

もしかして、もしかしなくても
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一応、とか、仮にも、とか、なんで
そんな言葉をつけるんだい（笑）

35. 勇者を見守る騎士長さん（レヴィラ

ンド）

あなたの世界では……勇者にはその
ような裁量（さいりょう）が許され
ているのですか？
国家の許可もなく？

36. 勇者している勇者さん（ヌア・ノー

ヴァイール）

へ？
だって勇者って魔王を倒すもん
だろ？

37. 勇者を見守る学者さん（時空図書館）

……その辺りは、世界の有り様、と
しか言えませんね
ヌア・ノーヴァイール世界の『勇
者』と『魔王』は対応する『個人』
であり、国家などが介入する余地は
ないものなのですよ

38. 勇者を見守る暗殺者さん（レトヴ

ァー）

生誕勇者の本能……みてぇなもん
かぁ？
マジで世界はいろいろ、だわなぁ？

39. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

だねー☆
ってことは、

「勇者よ、魔王を倒し世界を救うの
だ！」
みたいなイベントはないんだねー

ていうか、それじゃ国が決めた同行
者とかもいないんだ？

ｋｗｓｋってなんだよ？

28. 勇者を見守る騎士長さん（レヴィラ

ンド）

もうその質問には飽きました

29. 勇者している勇者さん（ヌア・ノー

ヴァイー ル）

えっ

30. 勇者を見守る暗殺者さん（レトヴ

ァー）

とりあえずよぉ、なんでそんな考え
になったのか、説明しろやぁ

31. 勇者している勇者さん（ヌア・ノー

ヴァイー ル）

えっ
まあ、わかった

ええとだな、さっきも言ったけどよ、
俺は勇者の印を持って生まれた勇
者だ
でもって成人したんで、魔王を倒す
ために旅に出た

32. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

成人したから……って、えっとー、
勝手に？
王様に言われて、とかじゃなくて？

33. 勇者している勇者さん（ヌア・ノー

ヴァイー ル）

なんで王に命令されたりしなきゃい
けねえんだよ？
こ れ で も ま あ、 な ん つ う か、 俺
は …… い ち お う、 仮 に も、 勇 者
だぞ？

34. 勇者を見守る国王さん（アレーシア）

ごめんねー、『ひとりでさびしーく
こっそり旅して勇者になった』暗殺
者さん☆

49. 勇者を見守る暗殺者さん（レトヴ

ァー）

ケッ

50. 勇者を見守る騎士長さん（レヴィラ

ンド）

しかし先程……他人は巻き込まない
とおっしゃっていませんでしたか？
矛盾（むじゅん）していますね

51. 勇者している勇者さん（ヌア・ノー

ヴァイール）

そりゃ、断ったっつうの！

……だけど押し切られたんだよ……

52. 勇者を見守る暗殺者さん（レトヴ

ァー）

押し切られた、だぁ？
どんな奴らなんだ、オイ？

53. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

ここからスレタイに繋がっちゃうの
かなー
期待ａｇｅ☆

54. 勇者している勇者さん（ヌア・ノー

ヴァイール）

ひとり目は……旅してる途中で立ち
寄った村にいた、爺さんだった

55. 勇者を見守る国王さん（アレーシア）

爺さん？

56. 勇者を見守る暗殺者さん（レトヴ

ァー）

40. 勇者している勇者さん（ヌア・ノー

ヴァイール）

そりゃ、魔王を倒すのは勇者の役目
じゃねえか
なんで他の奴を巻き込んだりしな
きゃいけねえんだ？

41. 勇者を見守る騎士長さん（レヴィラ

ンド）

本当に……世界は様々、ですね

42. 勇者を見守る国王さん（アレーシア）

まあ、今更な話だ（笑）

43. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

じゃあ、勇者さんはさびしーくひと
り旅☆してるのー？

44. 勇者を見守る暗殺者さん（レトヴ

ァー）

親 近 感 が 湧 く じ ゃ ね え か、 え ぇ
オイ？

45. 勇者している勇者さん（ヌア・ノー

ヴァイール）

いや、まあ……旅立った時はひとり
だったんだけどよ……

……途中で、連れができた

46. 勇者を見守る学者さん（時空図書館）

途中で協力者が現れる、というの
は……まあ、ある種のパターンでは
ありますね

47. 勇者を見守る国王さん（アレーシア）

パターンなのかい？

48. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

そうだねー
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78. 勇者を見守る学者さん（時空図書館）

子ども !?

79. 勇者を見守る国王さん（アレーシア）

子ども !?

80. 勇者を見守る暗殺者さん（レトヴ

ァー）

迫害されていた、ってぇこたぁ……
なんか理由があんだろ？

81. 勇者している勇者さん（ヌア・ノー

ヴァイール）

ああ、その子どもは魔族の血を継い
でいたんだ
半分人間、半分魔族だな
でも魔族の特徴が強く出てて、人間
である母親が流行病（はやりやま
い）で死んで、それから庇護者（ひ
ごしゃ）もなく迫害されてたらしい

82. 勇者を見守る国王さん（アレーシア）

それは……なんというか、ね

83. 勇者を見守る騎士長さん（レヴィラ

ンド）

いくら半魔であるとはいえ、子を迫
害するなど愚行も甚（はなは）だ
しい！

84. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

そうは言ってもねー
人間ってそゆとこあるよねー

85. 勇者を見守る学者さん（時空図書館）

そうですね
しかもヌア・ノーヴァイール世界で
は、魔族と人間族ははっきりと敵対
していますからね

けれど王族は、民を救うためのもの
なのです
魔王を倒すこと、すなわち民を救う
こと
わたくしは民を救うため、王族の義
務を全うします」

その気迫さえ感じる言葉に……負
けた

71. 勇者を見守る暗殺者さん（レトヴ

ァー）

アァ……

72. 勇者を見守る学者さん（時空図書館）

まあ……

73. 勇者を見守る国王さん（アレーシア）

それは、ね

74. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

うーん、断れないかなー☆
で、押し切られちゃうかなー☆

75. 勇者を見守る騎士長さん（レヴィラ

ンド）

し か し、 老 人 と、 王 女 …… で す
か……
……心配ですね

76. 勇者している勇者さん（ヌア・ノー

ヴァイール）

3人目は、子どもだった
とある村で迫害されていた……子ど
もだった

77. 勇者を見守る騎士長さん（レヴィラ

ンド）

子ども !?

63. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

そ ん で ー、 お 爺 ち ゃ ん が ひ と り
目！　って言ってたよねー？
ふたり目の説明プリーズ☆

64. 勇者している勇者さん（ヌア・ノー

ヴァイール）

ふたり目は女だ
王家の事情で……修道院に預けられ
たっつう、隠された王女……だった

65. 勇者を見守る騎士長さん（レヴィラ

ンド）

王女 !?
隠された !?

66. 勇者を見守る国王さん（アレーシア）

……まあ、王族にはよくある話だね

67. 勇者を見守る暗殺者さん（レトヴ

ァー）

あぁ、よぉくある胸糞悪ぃ話だわな
ぁ、オイ？

68. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

王宮には権謀術数（けんぼうじゅっ
すう）がうずまくんだよ☆

69. 勇者を見守る学者さん（時空図書館）

しかし、なぜ王女が同行することに
なったのですか？

70. 勇者している勇者さん（ヌア・ノー

ヴァイール）

「わたくしは秘された王女、隠された
王女
けれど王族に血を連ねる者であるこ
とに変わりはないのです
あなたは『勇者』を、『魔王を倒す
もの』だとおっしゃいました

ジジイ？

57. 勇者を見守る学者さん（時空図書館）

ご老人……ですか？

58. 勇者を見守る騎士長さん（レヴィラ

ンド）

ご老人を……魔王討伐の旅などとい
う危険にさらしているのですか !?

59. 勇者している勇者さん（ヌア・ノー

ヴァイール）

魔物を討伐（とうばつ）しながらど
れくらい旅をした頃だったか……
ちっと寂（さび）しくなってたんだ
ろうな、俺……

「勇者としてのおぬしの覚悟はよう
わかる、しかしおぬしひとりが全て
を背負うは重かろう、
話し相手くらいにはなれるわい、
身を守るくらいのことはできるわい、
嫌だと言われてもついていくぞ」

その真剣な目に……負けた

60. 勇者を見守る暗殺者さん（レトヴ

ァー）

まあよぉ、初めてひとり旅する若造
が、人生経験豊富なジジイにそんな
こと言われちまったらなぁ

61. 勇者を見守る国王さん（アレーシア）

……まあ、押し切られても仕方ない、
かな

62. 勇者を見守る騎士長さん（レヴィラ

ンド）

心に響く言葉では……ありますね
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