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旅路は続く
馬車は王都から領地へ向けてゴトゴト進んでいます。
第三王子ジークフリート殿下の婚約者だった私、エリーゼ・フォン・シュバルツバルト……その
やしき

期間としては十三年間。五歳で婚約者となり、領地でお母様に様々なことを教えてもらった。十歳
で領地を出て王都にある邸に住みつつ、八年間王子妃教育を王宮で受けた。
ムダな時間だったとは思っていない。知識教養も宮廷マナーもすべて身になったし、多くの貴族
と会い、人脈を広げたのも結局は私の得になった。
頼りない、子供みたいな第三王子。嫌なことはすべて逃げてきた、どうしようもない王子。
それでも婚約者であれば逃げるわけにもいかない……彼を一生支えようと十歳のとき誓った。
王子にはたった一度会っただけで告白され、婚約者となった。その後も数回会った王子様に恋を
したわけではなかった。それでも王子妃として、王国民のためにできるだけのことをしようと思った。
でも王宮での王子に軽い失望感を覚え、自分ひとりではできることに限りがあることに気づいた。
そこで領地も近く、友人であった貴族令嬢ふたり、アンネローゼとミネルバに助けを求めた。
数回の手紙のやり取りで友人たちは第三王子の婚約者となった。
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めと

多くの王族男子は正妃ひとりと側妃ふたりを娶る。何かあったときのため、そして複数いれば誰
かが必ず子供を生むからだと、今ならわかる。
妊娠出産は現代日本と母親の死亡率がほぼ変わらない。この世界に魔法があっても、ポーション
なる万能薬があっても、亡くなる母親はそれなりにいる。
正妃の私と側妃の友人ふたり。いずれ臣籍降下したとしても三人ならば王子を支えていける。
そう思っていた……学園を卒業し、それを祝うパーティーで王子が私に婚約破棄を言い出すま
では。
最悪だと頭の片隅で思う間もなく、ショックのあまり私は前世を思い出した。
前世の気楽なおひとり様生活はあっけなく終わった。
三十八歳で私は日本での人生を終え、この世界へと転生していたのだ。
私と王子の婚姻は学園卒業の一ヶ月後に決まっていた。けれど卒業直後に婚約破棄され、乙女ゲー
ムのように、実際にはよく知らない男爵令嬢（ヒロイン）が王子の隣にいた。
王子とデキていた男爵令嬢はわけのわからないことをほざいていたけど、もうそんなことはどう
でもよいと、私はさっさと退場した。ただ現場にいたお父様は激オコで、その場で領地に帰る宣言
をした。
あれよあれよという間にいろんなことが決まって、家族全員領地に戻ることになった。ただし王
子の婚姻祝いのパーティーに出席してからになったけど。
それでも一ヶ月間、王都で多くのことができたし、いろいろあった。一番大きな出来事は食に関

すること。いわゆる飯テロだ。これまで塩味と素材の味だけだった食事が、一気に豊かになった！
蜂蜜だけだった甘味はテンサイから作った砂糖で食後のデザートが進化……このデザートという
か甘味がお母様を変えてしまった……お母様がものすごいスイーツ女子へと進化（笑）してしまっ
たのだ。それもアンコ星人になった。
婚姻祝いの場に来ていた帝国皇子のルーク殿下もまた転生者であることがわかり、意気投合。お
祝いから帰ったら食べる予定の食事に惹かれ、我が家に来てよく知らないうちに私の次の婚約者に
なり、私たち家族と一緒に領地に来ることになった。
第三王子と違って賢いし、軍馬より大きいシルヴァニア産の馬を乗り回すイケメン。しかも頭も
よくって体も鍛えてて、どこをどう見てもモテてそう。リア充感バリバリな皇子様で文句のつけよ
うがない！
そんなイケメン皇子のルークは実は乙女ゲームの隠しキャラで攻略対象。本来なら、ヒロインに
攻略されちゃう存在だけど、この世界はあくまで酷似した世界だ。
監禁生活のヒロインが出会えるわけもなく、皇子様は私のところに来た。

やしき

もっとも、緑の目を涙ではらし、鼻水で顔をグシャグシャにした皇子様はイケメンのイメージを
吹っ飛ばしたけどね。
やしき

婚約祝いの翌日、私たちは王都から旅立った。
やしき

出発したのは、私たち一家に王都の邸に勤めていた使用人たち。総数は、王都の邸を無人にする
わけにもいかないこともあって使用人の三分の二くらい、私たちのことを聞いた、邸と取引きをし

8
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ていた商人の家族や友人知人とその家族、婚姻のために来ていた寄子貴族（貴族家、使用人に護衛
の人たち）に近隣の親しい貴族家（やっぱり使用人と護衛の人たち）。もう、この時点でかなりの
人数なのだけど、領地からお兄様たちと一緒に私兵、大型と呼ばれる強く大きな魔物を討伐するエ
リート私兵『領主隊』が三部隊来ていた。
彼らは一部隊百人以上の人数で構成され、その中に一番隊、二番隊……と、十の小隊がある。一
番隊から三番隊までは精鋭中の精鋭で、隊長は一番隊がお父様、二番隊がキャスバルお兄様、三番
隊がトールお兄様。今回はお父様と二番隊から四番隊まで来ている。
この旅路は多くの貴族や一般人がいるため、無理はできない。安全に旅を進めるために、かなり
ゆっくり進んでいる。
時間がかかるのはいい。
それよりも王都の討伐隊が、私たちの真後ろについてきていることがなんとも引っかかる。
普段は考えないようにしているけどね……はぁ……ツラツラ考えていたら疲れてきちゃった……

メッチャ寝てた！

眠……い……
はっ
……あれ？ 馬車は進んだかと思えば、すぐに止まってしまう……うーん？ なんだろう？
窓の外を見ると、騎乗しているルークがいた！ ……けど、何かおかしい……
「アニス……起きて……」

ささや

アニスは私の囁きでパチッと目を開け、パチパチと瞬きをする。
アニスは私の幼い頃からついている専属侍女でスッゴイ可愛いんですよ！
もた

「エリーゼ様……どうかなさいましたか？」
いまだ凭れたままアニスが聞いてくる。
「外の様子がおかしいの、ルークの表情が硬い。何かあったのかも」
「……ルーク殿下に聞いてみますか？」
アニスも緊張した面持ちで確認をしてくる。
「呼んでちょうだい」
アニスはコクリと頷くと、馬車の窓に近寄った。鍵を解錠し、窓を開ける。その音に気がついた
のか、ルークが馬を回して近付いてきた。
うるさ

「エリーゼ……済まない。すぐそこに小さな町があるんだが、町の者たちが通り抜けは困る、泊
まってくれと煩い。後続に王家派遣の討伐隊がいるから、彼らを泊めてくれと言っても納得しない。
あぁ……ちょっと待ってくれ、伝令が来た。聞いてくる」
そう言ってルークは伝令の近くへと馬を回してしまった。何人もの騎士や隊員が伝令に近寄り、
細々とした話を聞いているようだ。
……何か、怒ってる？
話を聞いたルークがこちらに近寄ってくるんだけど、顔がちょっとだけ怖くなっている。
「エリーゼ、シュバルツバルト侯は町を大きく迂回して野営すると決めた。すでに先頭は街道を外
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⁉

れ、動いている」
「えっ！ ちょっと待って。大きく迂回するって、街道は町を通ってるのに？ それじゃあ先頭は
道を作って進んでるってこと？」
らち

疑問をそのままルークにぶつける。
「あぁ、侯が『埒があかない！』とキレたらしい……そろそろ動くはずだ」
お父様ったら！ ヤンチャなんだから！ でも、道を作ってって…………
荒れ地を進むとなれば、馬の負担が大きくなる……迂回路作るくらい、私ならどぉってことない。
「ルーク、私を先頭に連れていって。草刈りは隊員に任せるけど、道っぽくするのは私がやりたい。
無理はしないわ、お願い」
ルークはチラと前方を見ると、ひとつ頷き「クワイを、扉の方にまわす」と言って黒くて大きい
馬、クワイを回してくれる。
私はアニスに「道作ってくる」と小さく呟くと、アニスも小声で「行ってらっしゃいませ」と言っ
て窓を閉め、馬車の扉の鍵を開ける。
立ち上がり窓の外を見ると、扉の近くまでクワイが来ていた。
扉を開けると、目の前にクワイがつけられ、ルークが手を差し伸べてくる。
待て待て！ ルークの従魔のノエルがおるやないか！
「ルーク！ ノエルを馬車に移すわ。こちらにちょうだい」
私がそう叫ぶとルークがかけていたスリングの中からノエルはピョコッと頭を出す。

「いやにゃ！ 主に、ついてくにゃ！」
ノエルがルークにギュッとしがみついて、叫ぶ。
「そうにゃ！ ボクもついてくにゃ！」
「主についてくにゃ！」
タマとトラジも叫びました……そういや、立ち歩きネコって土属性の精霊だった……なら、力に
なるかも……
ちょっと前にテイムした、魔物だと思っていた立ち歩きネコ。ただの二足歩行のネコだと思った
ら違ったのよね。ちなみに私がタマ（白）とトラジ（トラ縞柄）、ハチワレで長毛のノエルをルー
クがテイムしたのよ！
「付いてくるなら、走ってくるかどうにかして。ノエル、聞こえたなら今決めてちょうだい」
「はしるにゃ！」
ノエルはそう言うと、シュタッと華麗に地面に飛び降り、ルークを見上げている。
私はルークの手を掴み、クワイの背に飛び乗る。
鞍はどう見てもふたり乗り用に付け変えられていた。
馬車を見ると、タマとトラジが馬車から飛び降りて、私たちを見ている。
「アニス！ 留守番を頼んだわよ！」
そしてルークは隊列の先頭へとクワイに蹴りを入れて走り出した。
振り返って見れば三匹は四本足で駆け出したが、途中で土の中に消えた……潜行だっけ？ あん
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な感じなのかな？
しゅん め

シルヴァニア産の馬は巨体だが、駿馬でスタミナもあるため、軍馬より長く走れる。クワイの力
び

じょう

ふ

強い走りでグングン進み、動き出しているお父様の乗っている馬車まで来た。
お 父 様 は、 青 銀 色 の 髪 に 青 い 瞳 の 美 丈 夫、 と い う か イ ケ オ ジ で 声 も 渋 カ ッ コ イ イ 男 性 で す！
お母様とはラブラブですよ！
そんなお父様の馬車の窓を覗いてみると中は空っぽで、馬車に繋いでいた馬が一頭減って七頭に
なっていた。
「ルーク、多分お父様は先頭にいる。中は空だったわ」
「わかった、行こう」
再度クワイが走り出した後、ピョンッと三匹が土の中から出てきた。私たちの姿を見ると四本足
で駆けてくる。
やがて領主隊二番隊の前に飛び出る。目の前には数名の隊員たちとお父様が騎馬していた。

「お父様！ 私にも手伝わせてください！」
騎乗したまま、お父様は振り返ってニヤッと笑った。お父様、笑顔が黒いですわ！
「エリーゼ、いいところに来た。道を作れるか？」
「もちろんですわ。そのために来ました」
ルークはクワイをお父様の隣に付けてくれました。

やぶ

前方で草やら藪を魔法でガンガン切ったりなんだりしている隊員たちを見て、指先に魔力を集め、
道を作る……と言ってもただ土をギュッと固めるだけですけどね！ 重い馬車が沈まないようにす
るだけだし！ ……でも……
「地上に残った草の根っことか邪魔だなぁ……」
キレイにするにゃ！」

つい、ポロリと出てしまった……
「主！
「なんにもはえてないようにするにゃ！」
「まかせるにゃ！」
三匹が草の根をシュパシュパ取っていく……どうやら、地面の浅いところで根切りしてキレイに
しているようです。私は土くれだけになった部分を固めていきます。

うるさ

……ザッザッと進んでいたクワイの足音がカッカッになりました。なかなかのハイペースです。
でもなんでこんなことになったのかしら？
「お父様、どうして迂回することになったのですか？」
お父様の厳しい表情をチラチラ見ながら聞いてみた。
「町の連中は泊まって金を落としてもらいたかったんだろう。とにかく泊まれ泊まれと煩くてな。
宿屋の数や収容人数を聞いたら全然足りない。寄子貴族の者たちまでは泊まれる……が、使用人や
領主隊、元王都民などは無理だ。ならば、野宿させればいいと言い出す始末でな。つい頭に来て、
迂回して野営してやれと思ってな」
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それはちょっと頭に来るかも。ようは金払いのいい貴族だけ泊まれなんて……
自分たちの都合だけで、通す通さないって言われるのは腹立たしい。
迂回した場所は幸い平野で見通しもいい。荒れ地っぽい草原で、ところどころに小木がぽつぽつ
生えてるだけだ。
新たな道さえ作っておけば、街道利用者は使うんじゃなかろうか？ ……てか、夕方に差し掛かっ
てきたな……そうだ！
「お父様、この辺りで野営したらどうです？ 道を作りながら進むより、野営の準備をする者と道
を作る者とに分けて……」
「それはいい！ 暗くなってからだと、野営の準備は負担が掛かるからな！」
「……ですね」
あっさり乗ってきましたね。さすがお父様です。
いくら町にお金を落としてもらいたくても、強要するのはどうかと思います！ 腹立たしいので
よさげな休憩所を造ったらどうだろう？
ちょっとくらい、魔力を使っても気にしない！ 町が大事なのはわかるけど、融通するとかいろ
いろあるでしょ！ 他に選択肢なしだと困る人、絶対いるでしょ！ 冗談じゃない！ 誰も彼もが
お金を持ってるわけじゃないんだから！
「私、道を作っていきますから、野営の準備はお父様にお任せいたします」
私たちはこのまま迂回路作りです。
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お金にならなそうな者たちは町の外で一晩過ごせって何なの
よ

そ

そんなことして魔物に襲われたら、死んじゃうじゃないの！ 大切なうちの領民を減らすと

だって腹立たしいんですもの！
よ！
か、できるわけないじゃない！ うちは他所の領と違って、いつでも人手不足なのよっ！

まさかこんなに短時間でできると思いませんでした。魔法って便利！

怒りに任せて日が暮れるまで、隊員とニャンコたちで街道に繋がるところまで道を作ってやりま
したわ！
「できちゃったわね。道を照らすので、野営地に戻りましょう。……ライト」
バレーボールくらいの大きさの球体がフヨフヨと私の頭の上に現れ、優しい黄色の光を出す。
「ステータス！」
そりゃ小っさい声で言いましたよ、あら？ やだわ……結構頑張ってたけど、魔力は大して減っ
てないわ。
「エリーゼ、お疲れさま。魔力どう？」
背中越しにルークが心配そうに聞いてきました。優しい！
「全然、大丈夫。ってか、思ったより魔力が減っていなくて驚いて……あっ！」
何かあったのか？」

キュッと抱きしめられ、心配そうな顔が私の顔を覗き込んでくる。
「どうした？
ちょっとドキドキしてしまう。
「……レベル上げたじゃない。減った魔力が戻るのが早くなって、ビックリしたのよ」
一とか二ずつ戻るんじゃなくて、十ずつ戻るとか早くない？ 早いよね！ レベルが上がると元

に戻る数値も変わるとか、レベル上げしちゃうよね！ 便利過ぎる！ 機会があればレベル上げに
励もうっと！
「なるほど……ま、これからレベルを上げられるだろうから、楽しみだな」
ルークが今度は少し浮かれた笑顔で言ってくる。
「そうね、そのときはよろしくね」
ポクポクとクワイをゆっくり歩かせて戻る。
野営地の灯りが見えてきました。昨日寄った村よりちょっと大きいだけの町のようです……石を
使った防護壁があるだけ立派ですけどね！
「もう少しで野営地よ、気を抜かずに行きましょう！」
おぉー！ って声と一緒ににゃあー！ って鳴き声も聞こえました。
「フフッ。なんだか、仲良しになったみたい」
「俺たちが？」
ルークのボケた答えを聞いて、内心ガッカリする。何言ってるのよ……
「違うわよ。ニャンコたちと隊員よ」
「あぁ……さっき、声が揃っていたな。ん……風が冷たくなってきてる、大丈夫か？」
そう言われてみると頬に当たる風は冷たいかも？ でも首から下はポッカポカなのよね。
「大丈夫よ。この武装ね、氷の上を滑る大きな兎の魔物の皮からできてるから、寒さをあんまり感
じないのよ」
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へぇ……と感嘆する声が聞こえたと思ったら、後ろから再びギュッとされました！
「確かにあったかい」
ウエストに巻きつくルークの腕に手を添えてみる……
ささや

「エリーゼ、そんな可愛いことするなよ」
耳元で囁かれました。イケメンめっ！ ドキドキするわ！
リアル乙女ゲーとか、トキメキすぎて困るわ！ ちっくしょー！
「ボクもギュッてしてほしいにゃ……！」
んっ？ 今、ニャンコたちの誰かが抱っこ要求した！
んー？ わかんないな！ こういうときはだね……
「いいよー、おいでー！」
と言ってルークの腕に添えてた手を離して大きく広げる。さぁ！ 誰が来る？
ピョンッと飛び乗ってきたのはノエルでした。
「うれしいにゃ！」
ルークのお供だけど、抱き締めてもいいよね？ 軽くキュッと抱き締める。
「いいニオイがするにゃ！ やさしいにゃ！」
フフッ、可愛い～。ノエルは何かあどけないのよね。
三角耳の後ろをコリコリと掻くと、気持ちよさそうに目を細め、クルクルと喉を鳴らす。
「ズルイにゃ！」

「そうにゃ！」
タマとトラジが抗議してきました。二匹とも不機嫌そうに尻尾をブンブン振ってます。
「そうね、抱っこは無理だけど、ルークの背中にくっつくのはいいと思うわよ」
「やったにゃ！」
「のるにゃ！」
そう言うとピョンッと二匹同時に飛び上がりました。
「おっ……と、ハハッ……二匹とも軽いな、しっかり掴まっとけよ」
クワイも嫌がることなく進んでます。
あれ？ 昨日の野営地より広く場所を取ったのかな？ なかなか到着しないわ……
「かなり広げて野営地をつくったな……」
どうやらルークも同じ意見のようです。
じゃあ、私は晩ご飯の準備に行こう！ 魔力はほとんど元に戻ったけど、お腹は空くのよ！
「ルーク、私も中央広場に行って晩ご飯の準備に入りたいの。だからクワイから降りて行くわ。あ
りがとうね、クワイ」
「わかった、俺もクワイを繋げに行かなきゃならないしな。晩ご飯、期待している」

きばいのしし

私はノエルを抱っこしたままクワイから降り、ノエルをルークに手渡す。タマとトラジもピョン
と飛び降りて私の足元に来る。
「じゃあ、また後で……って言いたいけど、晩ご飯に昨日狩った牙猪の肉を使うから、なるべく早
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く来てね」
「了解、クワイを繋いだらすぐ行くよ」
タマとトラジの軽い足音を聞きながら、私は大急ぎで中央の広場を目指して早歩きした。
…………うん、広くとったなー…………
「おぉ！ エリーゼ、来たか。道はできたか？」
うん、お父様、ウキウキで聞いてきましたね。

いから、やりやすいわ。
あずまや

お昼の時のことで皆、魔物除けの外側で待っていればいいと学習したようね……
サクッと四阿風に造ったるわぁ！
完成じゃあぁぁい！」

…………セイッセイ！ …………クックックッ…………ヨォシ…………これで四阿風

「はいっ！」

と

「洗うのだけは、この大鍋でやってくれる？ 誰か水魔法を使える人と一緒に行ってもらって」

返事も待たずに米を十キロ、大鍋に出す。それも都合三回、計三十キロ分。

「料理長、米を出すので料理人に研ぎ方を教えてあげてちょうだい」

ン出す。

ン出そう。文句ある奴は、ぶん殴ってでも黙らす。私もテーブルの近くに行き、ワインをジャンジャ

……もう、何かいろいろ面倒くさい……見られたって構うものか、
『無限収納』からジャンジャ

ません。

特に料理長にはいろいろとお世話になってます。大きな体にハスッぱな言葉使いですが、気にし

も料理人も王都の邸から一緒に来た心強い私の仲間です。

やしき

それも大きいのを三台……大鍋もゴンゴン置かれ、食器類もジャンジャン置かれています。料理長

私の完成という言葉を聞いた料理長＆料理人＆使用人が中央広場にテーブルを組み立ててます。

うん、タマとトラジがキラキラした目で私を見上げながら褒めてくれました。

「さすがにゃ！」

「すごいにゃ！」

おぉ～とかすごい！ とか聞こえる……もっと言って！ もっと褒めて！

コンロが二台あれば、片方で汁物とか作れるしね！ 屋根付きだから雨が降っても大丈夫！

はい、立派な四阿＆コンロができましたぁ！ 我ながらいい出来！

あずまや

にできたぞーい、後はコンロを二台…………セェイッ

「セイッ！

あずまや

まぁ、いいわ……調理場を屋根付きにしたいのよね。幸い簡易の魔物除けエリア内には人がいな

あら嫌ですわ、お父様ったらなんでそんな怯えた顔で頷かれるのかしら？

「おっ……おぉ……任せる」

よろしいわよね、お父様……？

「もちろん、できましたわ。コンロを作る前に、試したいことがありますの。よろしいかしら 」
⁉

料理長は返事とともに、米の入った大鍋と料理人を引き連れて消えました。何か叫んでいたので、
隊員たちに募集をかけていったのでしょう。
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‼

気持ち大きい鍋をコトンと出して、赤味噌と砂糖と少しの椿油を出します。
「トラジ、ちょっとおいで」
お玉を鍋の中に出してから、近寄ってきたトラジを抱き上げる。
「はい、トラジ。掻き回して」
「わかったにゃ！ まかせるにゃ！」
ニャオーンと歌いながら、掻き回しています……抱き上げてるので下半身がブリンブリン揺れて
います。目の前を尻尾があっちにフリフリ、こっちにフリフリ。
そろそろかな？ と思った瞬間、尻尾がピーンと真っ直ぐになりました！
「できたにゃ！」
タイミングはバッチリ、以心伝心、甘い味噌ダレ完成です！
トラジをヒョイと降ろして、テーブルにキャベツを出します……山盛りに出します……これで

いいよ

ルークに牙猪の肉を出してもらって、薄切りにして炒めればホイコーロー的なやつができるはず！
スープも鶏ガラにタマネギと溶き卵で中華風なら違和感ないでしょう！
あずき

デザートは何か疲れたし甘い物にしよう……今からなら、小豆を炊いてもいいかな？
ね……
あずき

コンロに近付き薪をぶっ込んでいく。無詠唱でサクサク進める。
大鍋を出して小豆をぶっ込み、たっぷりと水を張る……コンロの薪に火を点けて炊いていく。
脇に小鍋よりちょっとだけ大きい鍋を置いて水を半分だけ張る。アク取り用の鍋だ。お玉も入れ

ておく。
あずき

タイミングよく料理長たちが帰ってきたから、米を炊くための中くらいの鍋を出して移し替えて
あずき

もらう。水を張った鍋を、小豆を炊いているコンロの横に置いてもらい、火力のことも説明しコン
ロに付いてもらった。小豆も炊き上がりそうなのでついでに頼んでおく。
「待たせた！ いろいろ手間取った、悪い！」
ルークが来た！
「いいから、肉出して！ 料理長、薄切りよろしく！」
パパっと説明すると、料理長はニヤッと笑って指示を出しながら切り刻んでいく。
私はちょっと離れてタマネギと卵を出した。
調理法を料理長に説明すると「おうっ！」と返事をしてくれた。後は全部任せておこう……
「エリーゼ様、お疲れ様です。どうします？ 馬車で少し休みますか？」
私の様子を見てアニスが声をかけてきた。
馬車でか……それは、後でいいや……ご飯が気になるし。
「んー……ここらで見ながら休むわ。気になるし、お腹空いてるしね……」
「本当にお疲れなんですね……そんなに魔法をお使いになられたのですか？」
アニスの気遣いが嬉しい。
「違うのよ、何て言うのかしら……町の言いように、怒ってしまって……そのことで、気の向くま
まに振る舞ったことを恥じているの。何か、そんな自分に疲れてしまったのよ」
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言葉にすると、よくわかる……でも、街道を通しているなら融通をきかせてくれてもいいのでは？
町民の暮らしもあるだろうけど、あんな風に止められるのは理不尽だわ……そんなふうに思ってい
ると、プゥンと肉が炒められる匂いがしてきた。ほどなく味噌ダレの焼けるいい匂いが広がる。
「ホイコーローだぁ！」
うん、ルークが叫びましたね。
でもね、ルーク……そろそろ気がつこうか、ご飯が炊けてくる匂いに。
私はコンロに近寄り、鑑定しながら米を炊いている鍋を見つめる。
視界にチラチラ入るお父様とお兄様たち……待ち構えていますね！ わかりますよ！
料理長の作るホイコーローもジャンジャンできあがっています！ 料理人の作ったスープもでき

できたぁっ！

てきました！ じりじりと焦る気持ちを抑えて待ちます。
少し焦げた匂い！ よしっ！

お父様の雄叫びが聞こえました。わかりやすくていいですね！

あずき

これっ、これはエリーゼの分っ 」
‼

「食べたら 」
ま

ま

クツクツと煮える小豆の香りがお母様と侍女トリオを誘っている！

あずき

うん、三匹とも美味しそうに食べてる。だが私には、もうひとつ偉大なる使命がある！

「おいしくてしあわせにゃ！」

「いっぱいたべちゃうにゃ！」

「スゴくおいしいにゃ！」

べましたとも。少しだけ余裕を残して……隣で今もがっつくルークは幸せそうです。

私もルークも無言で食べた……それはもう、かき込むがごとく食べた。それは、もうガッツリ食

キャベツの甘さ……ガッツリ食べたい！

私も一口、ご飯を口に運ぶ……ほんのり甘いお米の味……そこに絡んでくる味噌ダレと肉の脂と

だ…………！」

べ た か っ た ん だ ………… あ り が と う ………… 美 味 い ………… う っ …… こ ん な に 美 味 し か っ た ん

う

「 ん …… ん ま っ ………… 米 っ ………… 美 味 い な ぁ …… エ リ ー ゼ、 あ り が と う ………… ず っ と 食

う

ルークが私の分を持ってきてくれました……米のご飯にマジ泣きしながら……イケメン台なし。

「エリーゼッ！

さて、私もホイコーロー丼貰いに行こうかな……

チリッと感じた視線を辿ると、お母様でした。ぶれないお母様、大好きです。

料理人に小豆の具合を聞くと、そろそろ砂糖が欲しいと言うので鍋にぶっ込んでおきました。

…… と お 兄 様 た

「米が炊けたわ！ テーブルに持っていって。器に盛って上に味噌ダレで味付けしたホイコーロー
を載せてちょうだい 」

「うーまーいーぞー 」

一番最初に受け取ったお父様は、それはそれは、とても嬉しそうでした。

ち……

私 の 指 示 を 聞 い て 料 理 人 が 動 き 出 し ま す。 そ し て 慌 た だ し く 動 く お 父 様！

‼

‼
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⁉

そろそろ五十歳になるはずのお母様は、少し小柄ですがボンキュッボンのナイスバディ。でも見
た目を裏切る迫力も持っていますの！ そしてアンコ星の女王様です。侍女トリオはお母様の専属
侍女三人。お母様と同い年で同郷でアニスの母であるエミリ（お父様の側近のアレクと婚姻してる
のよ！）。そのエミリより若いシンシアとさらに若いソニア。このふたりもお兄様たちの側近と婚
あずき

姻してるんです。三人とも、お母様至上主義です。
すでにホイコーロー丼を平らげたらしく、小豆の鍋の近くに陣取って凝視しているっ！ おかげ
あずき

で料理人の顔が必死だよ！ やめてあげてよ、お母様！
……今、何かが降りてきました。小豆だけの汁粉とかちょっと寂しいと思うんですよ。
コンロとまな板は空いている……うん、これはやれってことですね！
私はテーブルに行き、サツマイモをコロコロッと出して輪切りをお願いする。料理人は快く輪切
りにすると、ボウルに入れて持ってきてくれた。察したようです。そのまま、コンロに行き、パパ
パパッと並べて焼きの作業に入ってくれました……お母様の瞳がキラキラしてる……好物が二種類
あずき

目の前にありますもんね。わかりますよ……お母様はスイーツ女子ですからね。

すく

小豆のトロッとした感じ……大分、いい感じになってきてるなぁ……スチャッと小さじを取り出
し、料理人に近寄ります。
すく

「一度味見をします、お玉でかき混ぜた後、少し掬ってください」
クルクルッとかき混ぜた後、少し掬ってもらったお玉に小さじを突っ込み、ほんのちょっとだけ
すく

掬って冷ましてから味見をする。

……ズルイ～！ とか聞こえましたが無視です。うーん……甘さは足りてるけど……塩を少し入
れるか……手のひらに塩を出しパラパラと少量入れる。
……やめて～！ とか聞こえましたが、無視です。このわずかな塩味が大事です。ぷぅん……と
あずき

サツマイモの焼け出した匂いがしてきました、料理人がサツマイモを次々とひっくり返してます。
パッと顔を上げると、お母様の視線が小豆の鍋と焼けてきたサツマイモを交互に行ったり来たり
してます。迷ってる！ お母様が迷ってます！
「どっちかなんて選べないわ！」
とうとう言っちゃいました。いえ、選ばなくていいんですけどね！
サツマイモの焼けるいい匂いに、料理長がすっ飛んできました。ホイコーローはどうした？（笑）
「お嬢！ これはどっちか選んでもらうんですかい 」

あずき

思わず笑みが溢れます。だってお母様が真剣なお顔で私たちを見てるんですもの！
「違います。この焼けたサツマイモを先に器に入れた後、小豆……お汁粉をかけていただきます。
きっと美味しいですわよ」
お母様が滅茶苦茶嬉しそうです！ 侍女トリオもキャアキャア言って喜んでます。
サツマイモも焼けてきたかな？ でも、足りないね！
「サツマイモが足りないだろうから、また切ってきてくれる？」
そう言って空になったボウルにサツマイモをコロコロと出すと、料理人はボウルを抱えて走って
いきました。
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⁉

料理長が火の番を替わり、サツマイモをひっくり返して見てウンウンと頷いてます。
「お嬢、そろそろよさそうですぜ」
向こうから空のカップが山盛りに入ったザルを抱えた料理人がやってきました。さすがです！
料理長は近寄りひとつ手にして戻ってきました。

たま

お母様です

焼けてホクホクしたサツマイモをヒョイとひとつカップに入れ、お汁粉をかけます……ヤバイ！
視界の暴力！ 口の中に唾が溜まっちゃう！
「お嬢！ どうぞ！」

見なくてもわかります！

そう言って、差し出されたカップを受け取ると甘い湯気がっ……堪りませんっ！
フゥフゥと息を吹きかけ冷ます……突き刺さる視線！
ね！ ……ん？ 別方向からも……？ 特に強く感じる視線を辿ると……ニャンコたちでしたぁ！
横目で確認すると、開いたお口からポタポタとヨダレを垂らしながら私を見てます！
食べづらい！ でも、食べる！
「ハムッ！ ……ん～～～！ 甘ーーいっ！ 美味しーーいっ 」

「はいっ 」

「料理長、お母様からあげてちょうだい！」

お母様が吠えました（笑）

「ズルイわよっ！ お母様も食べたいわっ！」

パーフェクトです！

ホクホクのサツマイモに掛かるトロッとしたお汁粉の甘さ！ ほんのりと感じる塩味！ いい！

‼

さじ

お母様用にサツマイモ（大きめ）とお汁粉（なみなみ）のカップが手渡され、お母様はホクホク

料理長、ニャンコたちにもちょうだい！」

顔で離れていきました。匙もさしてあるので大丈夫でしょう。
「ごめん！
忘れたりしたら、三匹揃って大泣きしちゃうかも！
料理長はニコニコ顔で芋汁粉をよそって、三匹に順々に手渡してくれました。
「ありがとにゃ！」
「ありがとにゃ！」
「ありがとにゃ！ いいひとにゃ！」
三匹は尻尾をピーンとさせ、嬉しそうに、大事そうに、カップを両前足で持ってルークのところ

料理長、ルークの分もよろしく！」
さじ

に行きます……タマとトラジが振り返って私を見てます。一緒に食べようってことですね。
「ごめん！

若の分ですね！」

ルークの分を貰っていきますか！
「ハハッ！

そう笑いながらすぐに手渡してくれる。カップに匙も入ってました。
私は両手に芋汁粉を持ってルークの元に行く。
ニャンコたちが近くに来るのを見て、慌ててホイコーロー丼をかき込み、私を見たルークの姿に
笑いが込み上げる。
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そんなに慌てなくってもいいのに。まだ残っていたのか、再度かき込んで……走っていきまし
た……食べ終えたから器を返しに行ったようです。
「おいしいにゃ！」
「あまくてアツアツにゃ！」
「……主とたべるにゃ……たべたいにゃ……」
タマとトラジは私がいるから食べ出したけど、ノエルはルークが来てから食べ出すようです。可
愛いですね！ 走って戻ってきたルークに芋汁粉を手渡します。
「ノエルが待ってたのよ」
「悪かったな、ノエル。さ、食べよう！」
私は芋汁粉をまた食べ始める。続いてルークもノエルも芋汁粉を食べ始めた。
「エリーゼ、美味しいよ」
「おいしいにゃ！ みんなとたべるとしあわせにゃ！」
ノエルはいいこと言うわ……
「本当ね。皆で食べると美味しくって幸せね！」
ルークも私も笑顔、ニャンコたちも嬉しそう。
つまらないこともあったけど、終わりがよければいいのよ。
甘くてあったかい……ポカポカする体に、心もじんわり温まってくる。
体と心は繋がっている、片方が痛めば片方も痛んでくる。

この甘さで癒されるなら、安いもの。
芋汁粉を貰った人たちが幸せそうに笑ってる。甘い物を広めたい……甘い物を食べて幸せそうに
笑う人たちを見ていきたい……
きっと私は、幸せそうに笑ってる人たちを見たいんだ……そう頭の片隅で思った。
なんだか早朝？ 早々朝？ にニャンコたちが馬車から出たみたいだけど、トイレだろうし放っ
ておいて寝直しました。明け方、ガタガタ音がしたから戻ってきたようで安心です。いえ、マップ
でチラッと確認して、広場の辺りにいたので安心してましたけどね。
特に代わり映えしない朝。クリーン＆ドライの魔法でスッキリサッパリしたら、馬車から出てコ
ンロ側のテーブルに行きます。行けば料理長がいると思うので、
朝食用の食材をガンガン出して作っ
てもらうつもり。
今日は普通にパンとスープと後はベーコンとか言いたい。けれど、ベーコンを作っていないので
くんせい き

無理です。思い出したらベーコンを食べたくなりました。
燻製器とか、領地に帰ったら作ろう。
……やりたいこと、たくさんあるな！ サテュロス（雌）のテイムにニャンコたちの武器・防具・
武装の発注。新しいスイーツや料理の普及に、野菜や果物の生産？ それよりも魚介類が食べたい。

食べたい
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お米がゲットできたし、肉ばっかりだし！ お寿司もいいけど、酢とまだ出会えていない……いや、
かんきつるい

作ればいいんだけど……別にお酢じゃなくても、柑橘類あるしね……あー！ 悩むぅ

‼

物だらけ！
それに起き抜けはコーヒー飲みたい！ でもコーヒーないし！ 紅茶が関の山だわよ！ しかも
ミルクティーもないし！ レモンティーはそのうち飲めるようになるけど！
お腹空くと、イライラしちゃう……イライラは美容の大敵だわ。
そんなことを考えながら歩いていく。
「料理長、おはよう。朝食はお任せするわ、何か必要な物はあるかしら？」
テーブルに向かう途中で、出会った料理長に話し掛けると、「パンと野菜を適当に、鶏ガラスー
プの素（私が素と言ったら、料理長はじめ料理人まで素と言いだしました）と肉も……後は卵も欲
しい」と言われたので、テーブルに着いたらすぐさま出そう。
いつも通りの平和な朝ご飯タイムを堪能しました！
え？ 今、何してるか？ ですって……ご不浄タイムだよ！ 野営地の端っこにテントみたいな
のが張られて、そこで用が足せるようになってるの！ 野営地から離れるときは埋めてくの！ 細
かい説明はしたくない！ 以上！
……馬車に戻って中で現在まったりしてます。いえ、まったりと言うよりボンヤリです。馬車の
中って暇です。ガタゴトする馬車の中で、何もやることがありません。
「あ～あ、私も馬に乗っていきたいですわ」
暇過ぎて愚痴ってしまいました。もはや対面席に座ることなく、私の隣が定位置になったアニス
がキュッと腕にしがみついてます。ニャンコたちは私たちの背もたれの向こうでゴソゴソしてます。

「エリーゼ様、我慢してください。それに私がひとりでエリーゼ様の馬車でお留守番とか、寂しす
ぎます……やめてください」
うん、もっともなこと言われました。
ため息をひとつついてクッションに体を預け、スルリと離れたアニスの腕に一抹の寂しさを覚
える。
「そうね……ひとりぼっちは寂しいわね」
アニスにそう答えて、目を伏せる。

さまよ

眠い……なんでかしら…………あぁ……笛の音が聞こえる…………

まぶた

「エリーゼ様、大丈夫ですか？」
ゆるゆると瞼を上げて、ゆっくりと視線を彷徨わせる。
でも何か……変な感じ……

「あぁ、寝てたのね……」
寝落ち？

「はい。少しお辛そうでしたが、タマちゃんが笛を吹いてから楽になったみたいで……やはり野営
で、お疲れになったのでは……」
疲れ……か、何か違う気がする。体が休みを欲するのはおかしなことだわ。特に動かしていない
し、座りっぱなしもよくないけど、体に負担がかからないよう配慮された進行ペースな気がする。
うーん……気のせいかもしれないけど、結界を張るか……聖魔法に何かあった気がする！ よし、
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やってみよう！
けが

はら

清らかな光で馬車内を満たして、穢れを祓う！ そういうイメージで！
「結界！」
ポワァァァン！ おっ！ 優しい光が目の前に現れ、どんどん大きくなって馬車内を満たしたと
エリーゼ様……何か、馬車の中が清々しくなりました？」

すがすが

思ったら消えました。でも、空気が綺麗になった気がします！
「あれ？
アニスの発言がちょっぴり変です。いや、変じゃないのかしら？
「さっきまでは違ったのかしら？」
「さっきまでは、淀んでましたよね？」
淀んでいた？ いったいいつから、そんなことになってたんだろう？
「そうだったかしら？」
「はい……気のせいかな？ って思ってましたけど、今ならわかります。少し空気というか、よく
ない何かがあったと……」
うーん……なんだろう？ イヤァね。
「いつからかしら？」
「昨日から？ ですかね？」
昨日からねぇ……思い当たる節もないし、とにかく余り考えないようにしよう。考えるべきは、
お昼ご飯のメニューでしょう！

こんにゃく

どうしようか……まだ、牙猪の肉が残ってるし…………肉じゃが？ 肉じゃがにするか！ ジャ
ガイモもたくさんあるし、ニンジンもタマネギもある！ 糸蒟蒻はないけど、なくてもいいじゃん！
お昼はご飯と肉じゃが！

砂糖と醤油だけでもいいじゃん！ シイタケもあるし、どうにかなるでしょ！ 米もたくさんある
し！ 俵であるから問題なし！ うん！

甘い物も欲しいけど……リンゴを切ってもらおうかな？ 塩水に浸けたやつ……ちょっとだけ、
かじ

齧りたい。リンゴは時期的にたくさんあるのよね……使っても使っても減っていない感じあるも
の……リンゴジャムとか作っておけば、朝ご飯に使えるかなー？ 砂糖……足りるかな？
開拓したマイ・アイランド『八丈島』の確認をしてみよう。私はナビゲーションのナビさんを呼
び出した。
（ナビさーん！ 畑って今どうなってますかー？）
〈後少しで十面空きます。テンサイを植えますか？〉
（よろしく！ で、そこで砂糖って作れないわよね？）
〈一度ロッジに送れば、砂糖にできます〉
マジか！ そういや、お米も脱穀から精米までやってたな……
（じゃあ、テンサイを作って砂糖にしてから無限収納に入れてくれる？）
〈畏まりました〉
（よろしくー！）
うん、ナビさん便利！ 気にするのは、ご飯とニャンコたちだけでいい！ 細かいことは気にし
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ない！
それにしても結界、いいじゃん！ 結界……防音とかにすれば……いい！ 馬車内、防音できる
かな？ やってみよう、何事もトライよ！
「ん～ムムム…………（こう、壁を作る感じで）……ん～……せいっ！」
ポワァン！ 変な効果音来ました～（笑）
「えっ？ なんですか、今の？」
「ん～？ よくわからないけど、防音にしてみた……でも中にいたままだとわからないわね！」
アニスが不思議そうに私を見る。
馬車が止まって確認するまでは、わからないってことでいいや！ 防音ができたのなら、遮音も
できるだろうし……使えるものはなんでも使え、ですわ！

あずまや

……一部食いしん坊な人たちは足りなかったらしく牙猪を焼いて食べていました。

さ て、 元 気 い っ ぱ い に お 昼 は 肉 じ ゃ が を 作 り、 白 米 を 炊 き ま し た。 食 後 の デ ザ ー ト は リ ン ゴ
（生）！
もはやルーチンワークのごとく、バーベキューコンロの製作は『四阿とセットで作ってくれ！』
とリクエストがあります……今後、街道利用者に使い勝手がいいだろうからとのことです。
もちろん、簡易型の魔物除けも囲むように地面に打たれています（どうやら領主隊隊員に、簡易
型魔物除けを製作できる人員がいて、ガンガン作ってるようです）
。
外に出て確かめてみたところ、馬車の防音もできていました。遮音もトライしたら、可能でした。

我ながらひどいチートぶりですが、使えるものは親でも使え！ の精神なので使います！
そして案の定、お母様にバレて家族全員の馬車に遮音魔法を掛けさせられました。
家族全員だけでなく、側近やら侍女トリオにも喜ばれました。
その後、お父様の馬車で家族会議が開かれ、家族全員とルークで今後のことが決められました。
あずまや

夜に再度、家族会議だそうです。
私は野営地に着き次第、四阿付きバーベキューコンロを製作。
料理長とメニューの相談、材料の提供のほかに料理の作り方や手伝いなど（これはトラジも含む）
。
私が旅の最中にできることがはっきりしました！ できることをしっかりやります。
そして夜、再びお父様の馬車の中で、家族会議です。
まつ

後続の討伐隊のことやジークフリート殿下のこと、私のスキルと魔法のこと、それからテイム
されたニャンコたちのこと……情報の公開と提供とそれに纏わる注意事項や懸念事項を話し合いま
した。
その結果、私の武器が弱いので、お父様の予備武器から細い両手剣をいただきました……雷属性
の白く輝く美しい剣です。
お母様からは、ペンダントを貰いましたが、なぜか十字架の形でした……聞けば、シルヴァニア
にはお守りは何種類もあって、ペンダントだと十字架の形がシンプルでお洒落なので一番多いのだ
そうです……
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そんなこんなで、特に変わったこともなく数日が過ぎていきました。

ただいま、朝（そろそろお昼ですけど）でございます。ダラけきってお昼寝しまくってます。
馬車の旅も慣れてきて、今は窓から見える景色を楽しんでます（一応）！
もう少しすると街に到着しますが、今回も通り抜けします。
この辺りは塩街道で、もっとも海側に近寄る場所。寒くなると海から吹く潮風が届くため、土の
塩っ気が強くなって農作物を作るのに適さない地域となっています。学園で地理を学んで大変だと
思いました。
街の手前までは多肉植物のようなものがポツポツと生えているだけで、後は西部劇のような丸っ
こい枯れ枝みたいな球状の植物が、風に乗ってコロコロとあちらこちらに転がっている。
……塩を含んだ土地だけど、分離させて塩だけ土から取り出せば植物が育つようになるんじゃな
とし は

いかな？ もしくは沿岸部に防風林を造ったりすれば……
まぁ、こんなことを年端もいかぬ小娘が物申せば、面白くないことこの上ないだろうから言わな
いけど……
そろそろ街か……マップ機能様様だわ……この街は街道利用者頼みの街だから、いろいろあるだ
ろうけど、揉めたりはしない……よね？
さすがに迂回路を作るには距離があるし、面倒事の種にしかならないものね。
「大きな街ですね、以前こちらで泊まったことは覚えておりますか？」

最初のときは幼かったし、お母様の馬車に同乗していたし……その後は急ぎの旅で、外

そう言えば泊まったことがあるんだっけ？ ……着いて、夕食を取って湯浴みして寝ただけのア
レかな？

を見る余裕もあまりなかったような気がするからよく覚えていないわ。
「あまり覚えてないわ。特に何かあったようには思わないのだけど」
アニスはコロコロと笑い、街を護る石壁を見つめていた。
「そうですね。
あぁ……でも、
この街を通り抜けた先は一面ブシ花の草原ですよ！ 楽しみですね！」
たけだけ

「ブシ花……って、どんな花なのかしら？」
なんだ、その猛々しい名前の花……花よね？ 武士花？ じゃないわよね。
「茶色の丸い花ですよ！ 匂いはよくないので、見るだけですけど……一面丸いブシ花がサワサワ
しながら咲いてるのはなかなかですよ！」
丸い……か、花が終わったタンポポみたいな球状の花？ 匂いがよくないから取って飾るとかも
ないってことかしら？ 謎すぎる～！ でも、まぁ一面草原てのはいいわね！
「それは楽しみね！ あら、街に入ったわ」
今まで通り抜けてきた村や町と違って、大きな街となると規模が違う。行き交う人々や店、住ま
いも高さや広さがあるのが一目瞭然だ。こちらを見る住人たちの視線は複雑そのもの。私たちがこ
の街で一泊すれば後続の討伐隊は泊まれない。
後続の討伐隊には第三王子がいることを伝えたのだろう。入街するときに伝えれば、渋々でも私
たちの通り抜けを黙るしかない。せめて討伐隊がそれなりにお金を落としてくれることを願うだけ
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だけど……残念なのは殿下だけだから、大丈夫か！
「街といっても、この辺りで一番大きいってだけなんでしょうね」
アニスが少し残念そうに言う。
「そうね……確か、この辺りは特産品も少なくてね……潮風がこの辺りまで届かなければ、もう少
し農作物も作れただろうけど……石壁の内側で細々と作ってるのが現状だとか」
こ の 辺 り は 不 毛 な 地 域 な た め、 領 地 は 広 い け ど 人 の 住 め る 集 落 が 少 な く て 経 営 が 大 変 な の よ
ね……何かひとつでも特産品があればいいのにね。
「フフッ、エリーゼ様は本当によく知ってますよね。心強いです」
「そう……かしら？ あぁ、もう街から出るわね」
お喋りしながらだったから、早く感じたわ。
「そうですね、今日のお昼ご飯が今から楽しみです！ 何を作られますか？ 最近はタマちゃんと
ノエルちゃんが、トラジちゃんのお手伝いをするようになって、皆可愛いって大人気なんですよ！」
そう……最近、三匹で料理の手伝いをしだしたのよね。三匹並んで野菜を洗ってたり、鍋をかき
混ぜたりとか可愛いのよね……
「そうね、何を作るかは料理長と相談ね。そろそろ三匹にエプロンとか作ろうかしら？」
「いいですね！ エプロン！」
エプロンくらいなら半日で作れると思うしね。でも、夢はコック服とコック帽ね！ 領地に帰っ
たらお針子さんにお願いしよう！ そうしよう！

タマとトラジの反応がないのは、背もたれの向こう側に置いてある、仮眠用の毛足の長い魔物の
革（畳んである）に潜り込んで寝ているからです。
ネコってよく寝るものだけど、どうやらこのところ、朝方のトイレタイムの後、寝付けないのか
ちょっと起きているみたいよね……ネコって朝のトイレタイムの後は運動会を行うとか聞いたこと
あるし、注意はできないわね。
茶色いボールみたいな花が見えてきた、あれがブシ花か。武士ではないわね……葉っぱは地面に
チョロッと生えてるだけで、長い茎に大きなソフトボールサイズの花がユラユラ揺れている。
確かになかなかのものだわ、ブシ花。
ユラユラ揺れるブシ花を見ながら、しばらく待つと馬車はいつものように円を描くような野営の
配置に停められる。
「ついた！ じゃあ、コンロ作りに行ってくる！」
私はアニスにそう言って、馬車から飛び降り軽く走って中央に空けられた場所に向かった。
あーーーーれーーーー？ 走りながらわずかに漂う香ばしい香りに戸惑う。
中央に辿り着いて、やはり『おや？』と首を傾げる。
「やはり匂う……」
あずまや

なぜに香ばしい鰹節の匂いがするのだろう……
疑問に思いながらも四阿を作り、コンロを二台作る。
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「むぅ……どうして……どこから？」
あまりにも気になってキョロキョロしながら呟いてしまった。
「どうしたにゃ？」
「むずかしいカオしてるにゃ！」
タマとトラジが近寄って不思議そうな顔で聞いてくる。
「どこから、香ばしい匂いがするから……わかるかしら？」
二匹はバッと四つん這いになると、フンフンと匂いを嗅ぎだしソロソロと這いずり回って……ト
ラジが何かを爪先に摘まんで走り寄ってきました！
「主！ コレにゃ！ コレが匂いのもとにゃ！」
差し出されたソレはチリッチリの鰹節にしか見えないものでした。
そっと指先で受け取り匂いを嗅ぐ……

はなびら

鰹節です！ 紛れもない鰹節です！ これは一体どこから……そんなときはアレです！
鑑定！
はなびら

ブシ花の花片

わかるぞ！ これは……この味は鰹節

ブラボー

お米

ナヌ！ ブシ花のは・な・び・らだと！ その小さな花片をそっと舌先に載せる……わか

少し焼けて香ばしくなっている
無害

は？
る！
「お嬢……何やってんですかい……！」
おっ？ 小躍りしてたら料理長が来たわ。

私、大事な用件ができましたわ！ ちょっと……ちょっと、離れるわ！」

しょうが焼きにしてください！

くっ！ そうだった！ 考えるな！ 感じろ！
「ボアの肉を出します！

これで魔物がいたとしても、しばらくの間は寄ってはこない。

私は三匹の返事を聞き、全速力で野営地の外に出て威圧を放つ。

「まかせたわよ！」

「まかせるにゃ！」

「わかったにゃ！」

三匹はコクコクと頷き合い、私を見る。

「タマ、トラジ……とノエル、しっかり料理長のお手伝いをするのよ」

そう言ってセッティングされたテーブルの上に肉や野菜、米に醤油・ショウガ・はちみつを出す。

真水でです。味付けは一切しないでください」

も出しますから、炊いてください！ 後……後、大鍋で野菜のスープを作ってください……ただし、

必 要 な 物 は す べ て 出 し ま す！

「待ってくだせぇ！ 昼の食事のことを忘れてもらっては困ります！」

「料理長！

‼
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‼

た

お

目の前に広がるブシ花を見つめ、すぐ近くにある一本を手折り匂いを嗅ぐ……
はなびら

うん、ちょっと生臭い！ 確かにこの匂いじゃあ、見るだけの花だわ！
……風魔法で花片を吹っ飛ばして、集めるのって……吸引とかできるのかな？ いや、ままよ！
はなびら

為せばなる、だわよ！
「ブシ花の花片を吹き飛ばせ！」
はなびら

風魔法を、ぶっ放す！
はなびら

「飛ばされた花片を、吸引！」

はなびら

ザァッと吹き飛ばされた花片が私の目前に集まる。うん、生臭い！ なので……
「ドライ！」
乾燥です！
よく知った鰹節の匂いだけど、花片に白っぽいやつや赤っぽいやつが交じってるなぁ……
「無限収納イン！」
……シュンッて入りました。確認！ 確認！ …………あれ？ ブシ花の表記がおかしい。
ブシ花（白）
ブシ花（茶）
ブシ花（赤）

うん、三種類ある。これはガラの実と同じやつかな？ 色で味が違うってことだな。
マグロ節かっ！

とりあえず（白）をひとつまみ分手のひらに出し、パクリと食べてみる……上品な味。
これはっ！

（ナビさんや、ブシ花（白）の表記のところにマグロ節と足してちょうだい）
〈畏まりました〉
表記が変わりました。
ブシ花（白）マグロ節
表記の後ろにキロ表示が出ますが、量も少ないです。
もっとも多い（茶）は鰹節だろうな……先ほどと同じように手のひらに出して食べてみる。
うん、鰹節です！ まごうことなき鰹節です！
〈鰹節と表記を足しておきます〉
（よろしく！）
さば

察してくれるナビさん、素敵！
（赤）かぁ……多分鯖節かなぁ？ 手のひらに出して食べてみる。けど、鯖節は扱ったことないか
らわからないや……見たことはあるし、そっくりだしね。
〈鯖節と追加表記しました〉
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立ち読みサンプル
はここまで

（ありがとう）
このブシ花を八丈島で栽培できないかなぁ……
じか

それにキャスバルお兄様が欲しがってたイチゴ苗も取り出したりできればなぁ……
〈マスター、八丈島に直でなら送れます〉
なんだってぇーーー！
じゃあ、あれか、無限収納から送ることはできないけど、八丈島なら産地直送ＯＫってことか……
（よし！ ブシ花の白・茶・赤の苗を島送りにしよう！ 白一面、赤一面、茶三面で常に栽培して
ほしい！）
〈わかりました。ではブシ花の苗を採取してください〉
（マップに表示できる？）
〈できますが、今までの表示を一旦消すことになります。よろしいですか？〉
（いい、やっちゃって！ どれくらい収穫が必要かも教えて！）
〈畏まりました〉
よぉし、やったるでぇ！ 表示キタァ！
まずは白からじゃあ！ 掘って……いや、こんなときこそ土魔法！
ボコッボコッと土ごと浮かせて……島送りじゃあ！
……そんなこんなで、私の周りは穴ボコだらけです。でも、やり切りました！
〈十分あります。マップ表示を戻します〉

（うん、ありがとう）
マップ表示が戻り……あっ、少し後方に誰かいる！ 振り返ると、お兄様たちがいました。
イヤだわぁ……お兄様たちったら、なんだか厳しいお顔で見てるわぁ（笑）
なので……お兄様たちの元にダッシュで戻ります！ だって何もツッコまれたくないですから！
「いつから見ていらっしゃったのかしら？ 私、少し恥ずかしいですわ（嘘）」
伏し目がちに微笑む！ これぞ美少女の恥じらい！
「いきなり威圧を感じたから来てみれば、エリーゼだったから隊員を戻して見ていたんだが……な
ぜ、あんなに喜んでた？ あれほど喜ぶような物か？」
キャスバルお兄様……笑顔で言わないでください。
キャスバルお兄様は私の一番上のお兄様でイケメンの二十八歳。しかもイケボです。
「後、やたらと何か消してたけど……あれはなんだ？」
トールお兄様めぇ……後回しにしても仕方ない！
トールお兄様は二番目のお兄様で二十六歳。キャスバルお兄様とは違うタイプのイケメンでイケ
ボです。
「ブシ花の苗を入手しておりました。キャスバルお兄様ご所望のイチゴ苗もお渡しできそうです。

畳みかけるぞ！

ブシ花は私が求めてやまない物のひとつでしたので、本当に嬉しいと思ってます！」
よし、お兄様たちが黙った！ チャンス！

「早速ブシ花を使いたいと思ってますので、これで失礼いたしますわ」
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婚約破棄されまして（笑）３
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