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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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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？

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）

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

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！

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

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？

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）

長い旅がようやく終わったので
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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）

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）

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

「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

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？

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

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

んで、道中で仲間になってくれた奴らと一
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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）

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、

「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……！」

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

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（グルム帝国）

……なんだ、うん

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 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
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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）

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）

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

臨してた

107. 勇者しちゃった学生さん（地球国家）

うわちゃー☆

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？

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

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！

99. 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……

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 !!
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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

「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）

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

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？

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 !!
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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

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☆

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）

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！

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

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
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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☆

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）

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）

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）

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！

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

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
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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

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）

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

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

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）

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）

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？
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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

する者を恨み惑わし、正気を失わせるとい

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

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

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

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？

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）
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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

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

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）

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）

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）
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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

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？

もしかして、もしかしなくても 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）

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ｋｗ

ｓｋ☆

27. 勇者している勇者さん（ヌア・ノーヴァイー 

ル）

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？
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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

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？

矛盾していますね

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）

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？

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

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

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☆

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）

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）

魔物を討伐しながらどれくらい旅をした頃

だったか……

ちっと寂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、
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77. 勇者を見守る騎士長さん（レヴィランド）

子ども !?

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

86. 勇者を見守る暗殺者さん（レトヴァー）

その村の奴らにとっちゃ、いい標的だわなぁ

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

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

93. 勇者している勇者さん（ヌア・ノーヴァ

イール）

いや、連れはこれで全員だ

今は４人で旅してる

94. 勇者を見守る騎士長さん（レヴィランド）

勇者と……ご老人と、王女と、そして子ど

も……

95. 勇者を見守る暗殺者さん（レトヴァー）

あぶなっかしいことこの上ねぇなあ、オイ？

96. 勇者を見守る国王さん（アレーシア）

異色の勇者パーティだね（笑）

97. 勇者を見守る学者さん（時空図書館）

果たしてそのメンバーで魔王を倒せるので

しょうか……

不安でなりません

98. 勇者している勇者さん（ヌア・ノーヴァ

イール）

不安どころじゃ　なかった

99. 勇者を見守る学者さん（時空図書館）

えっ

100. 勇者を見守る騎士長さん（レヴィランド）

えっ

101. 勇者を見守る国王さん（アレーシア）

えっ

102. 勇者を見守る暗殺者さん（レトヴァー）

アァ？

103. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

なにそれｋｗｓｋ！

104. 勇者している勇者さん（ヌア・ノーヴァイー

ル）

４人旅を続けているんだが……

ケッ

87. 勇者している勇者さん（ヌア・ノーヴァ   

イール）

石を投げられてるとこを助けて……他の村

にでも預けようかと思ったんだが

本人が「人間が僕を受け入れてくれるはず

ない」つってて

しかも……正直、それも当たってて、どう

しようかと思ってたら……

「僕は、半分魔族です

あなたは魔族を退治する勇者です

僕のことなんて放っておいてもよかった

のに、助けてくれました

恩返しを、させてください」

決意を秘めた眼差（まなざ）しに……負けた

88. 勇者を見守る騎士長さん（レヴィランド）

だからといって、魔王討伐に子どもを連れ

て行くなど……

いえ、置いて行くわけにもいかないのはわ

かりますが……

89. 勇者を見守る国王さん（アレーシア）

人間族に預けたら、また迫害されるかもし

れないんだろう？

なら、手元に置いて守るしかない……のか？

90. 勇者を見守る暗殺者さん（レトヴァー）

勇者なんだからよぉ、戦いながら守りやが

れ（笑）

91. 勇者を見守る学者さん（時空図書館）

まあ、そのような相手を放っておけないあ

たりは……勇者らしい、でしょうか

92. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

そんでそんでー？

４人目もいるの？
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……そして爺さんが剣を振るえば、魔物は

一撃必殺

俺には爺さんの動きが見えない

115. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

つ・ま・りー

ズバリ☆お爺さんの正体は !?

116. 勇者している勇者さん（ヌア・ノーヴァ  

イール）

かつて王宮への仕官を求められても断って、

各地を回り魔物を退治してきた

伝説の『瞬光（しゅんこう）の救世剣士』

だなんて、想像できるかー !!

117. 勇者を見守る学者さん（時空図書館）

ええと……

118. 勇者を見守る騎士長さん（レヴィランド）

そう……ですね

119. 勇者を見守る国王さん（アレーシア）

想像は……できない、かな？

120. 勇者を見守る暗殺者さん（レトヴァー）

んで、テメエより強ぇ、と（笑）

121. 勇者している勇者さん（ヌア・ノーヴァ  

イール）

王女は……旅に出る時、

「わたくしにも身を守る術はあります

勇者様の負担にはなりませんわ」

と紋章が刻まれた棒を持ってきた

そして王女が棒に口づけると、それは戦棍

（メイス）に早変わり

ドレスに包まれた細腕が戦棍を振るえば、

魔物は一撃粉砕

122. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

つ・ま・りー

例えば、魔物の集団に囲まれたとする

105. 勇者を見守る騎士長さん（レヴィランド）

はあ

106. 勇者を見守る国王さん（アレーシア）

うん

107. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

うんうん！

108. 勇者している勇者さん（ヌア・ノーヴァ  

イール）

俺が魔物を一体倒す時には、魔物の集団は

全滅してる

109. 勇者を見守る学者さん（時空図書館）

えっ

110. 勇者を見守る国王さん（アレーシア）

は？

111. 勇者を見守る暗殺者さん（レトヴァー）

なんだぁ？

オイ、どういうこったぁ？

112. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

これは　なる☆ほど！

スレタイの意味がわかってきた

わかってきましたよー

113. 勇者を見守る騎士長さん（レヴィランド）

詳しい説明を……お願いします

114. 勇者している勇者さん（ヌア・ノーヴァ  

イール）

爺さんは……旅に出る時、

「老いぼれとて、おぬしの負担にはならん

これでも昔はちょいとならしたもんだ」

と剣を物置から取ってきた

ズバリ☆子どもの出生の秘密は !?

131. 勇者している勇者さん（ヌア・ノーヴァ  

イール）

高位魔族でも使えないような魔術をさらっ

と使いこなして、

「おかげで無責任に人間である母さんに手を

出して僕を生ませたバカ男を殴りに行けま

す」なんてよ……

魔王の息子だったなんて想像できるかー !!

132. 勇者を見守る騎士長さん（レヴィランド）

ええ……

133. 勇者を見守る学者さん（時空図書館）

そうですね……

134. 勇者を見守る国王さん（アレーシア）

そうだね……

135. 勇者を見守る暗殺者さん（レトヴァー）

んで、これまたやっぱりテメエより強ぇ、

と（笑）

136. 勇者している勇者さん（ヌア・ノーヴァイー

ル）

俺がよ……

一体の魔物に手こずってる間によ……

包囲してた魔物たち全滅してるんだぜ

……？

なあ、俺、いるの？

いらなくね？

137. 勇者を見守る国王さん（アレーシア）

それ、は……どうだろう、騎士長さん

138. 勇者を見守る騎士長さん（レヴィランド）

どう……でしょうね、学者さん

139. 勇者を見守る学者さん（時空図書館）

……どうですか、学ｓ……暗殺者さん !!

ズバリ☆王女様が隠されてた理由は !?

123. 勇者している勇者さん（ヌア・ノーヴァ  

イール）

王家に伝わる……使い手により姿を変える

変幻古代武器の唯一の適合者で、５歳の時

に魔物の侵攻を止めて兄王子の手柄を横取

りしてから姿を消した

伝説の『血まみれ撲殺幼姫（ぼくさつよう

き）』だなんて想像できるかー !!

124. 勇者を見守る国王さん（アレーシア）

できないなあ……

125. 勇者を見守る学者さん（時空図書館）

できませんねえ……

126. 勇者を見守る騎士長さん（レヴィランド）

できるわけが……ないでしょう……!!

127. 勇者を見守る暗殺者さん（レトヴァー）

んで、やっぱりテメエより強ぇ、と（笑）

128. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

そして！

ラストの子どもは半分魔族☆

これは期待するしかないね！

129. 勇者している勇者さん（ヌア・ノーヴァ  

イール）

ああ……

あいつは……旅に出るとき頭をさげて、

「勇者様の足手まといにならないように頑

張ります」

と言った……

そして戦場では……無詠唱で……絶好調に

……大規模魔術を炸裂（さくれつ）させる

130. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

つ・ま・りー
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だわなぁ

148. 勇者している勇者さん（ヌア・ノーヴァイー

ル）

………ですねーはは、はははははは

140. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

えーちょっとー

なんで僕を飛ばしたのー

ぶーぶー

141. 勇者を見守る暗殺者さん（レトヴァー）

……アァ、まあ、なんだぁオイ

そいつらひとりひとりがテメエより強かっ

たとしてもよぉ

そいつらを集めたのは、テメエが勇者だっ

たからだぜぇ

テメエがいなけりゃ、そいつらが魔王を倒

しに行くこともなかっただろ

……って思っとけ、勇者よぉ

142. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

というわけで、勇者さんの真の存在意義はー

スカウト☆

だということが判明しましたー（笑）

143. 勇者を見守る学者さん（時空図書館）

学生！

144. 勇者を見守る国王さん（アレーシア）

学生！

145. 勇者を見守る騎士長さん（レヴィランド）

学生！

146. 勇者している勇者さん（ヌア・ノーヴァ

イール）

そうか……

……そうか俺スカウトかあ、うん、納得し

たははは

147. 勇者を見守る暗殺者さん（レトヴァー）

いやオイ、なんだぁ……まあよぉ

……魔王を倒すにゃ、もってこいのメンツ

「夫婦喧嘩は
  犬も喰わない」

現役勇者板
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皇族の血を引くものは多ければ多いほどい

い、という観点でしょうか？

23. 勇者を見守る店主さん（ジステル公国）

この勇者、まさかの皇族様か

24. 勇者を見守る軍人さん（グルム帝国）

それを店主のが言うか……

25. 勇者を見守る暗殺者さん（レトヴァー）

アァ？　どういうこった？

26. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

店主さんはねー、出身はお貴族様☆なんだ

よー

27. 勇者を見守る店主さん（ジステル公国）

俺はちゃんと務めを果たしてから家を出

た！

28. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

↑ドヤ顔☆

29. 勇者を見守る探偵さん（平行世界４群）

勇者さんは、出自と今回勇者になったこと

が関係しているのですね？

その神剣というものも関係しているのです

か？

30. 勇者している勇者さん（久遠宮）

えェまァ、先日聖光国の皇王である母親に

呼び戻されやしてねェ

ちょっと眞闇国の皇王をボコってこいと、

神剣を押し付けられやした

神剣を授かっちまったことが勇者の証のよ

うですねェ

31. 勇者を見守る巫女姫さん（サレンダリア）

……眞闇国の皇王を……ボコってこいと

……？

32. 勇者を見守る暗殺者さん（レトヴァー）

14. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

それでそれで？

勇者さんはどうしてー、勇者さんなの？

でもって、夫婦喧嘩ってなに？

15. 勇者を見守る巫女姫さん（サレンダリア）

学生さん、急かしてはいけませんわ

ここはきちんと勇者さんのお話を聞きませ

んこと？

16. 勇者を見守る探偵さん（平行世界４群）

そうですね、続きをどうぞ

17. 勇者している勇者さん（久遠宮）

聖光国と眞闇国の皇宮には、神がふるった

といわれる神剣が伝わっておりやす

光種と闇種はまァ相容れない種族ですから、

過去に小競り合いもありやしてねェ

争いが起きた時には聖光国と眞闇国が先頭

にたって、神剣を旗印にしてるんでさァ

18. 勇者を見守る暗殺者さん（レトヴァー）

どんな世界でも争いってのは絶えねえなぁ、

オイ？

19. 勇者を見守る巫女姫さん（サレンダリア）

悲しいことですわね……

20. 勇者している勇者さん（久遠宮）

アタシはまァ、聖光国に皇族の一員として

生まれやしてねェ

とはいえアタマが回るわけでもなし

上に兄姉が 12 人もおりやすからねェ

不肖の末息子としてガキの頃にとっとと皇

宮を出て、ぶらりあちこち旅をしてやす

渡り鳥みたいなもんでさァ

21. 勇者を見守る巫女姫さん（サレンダリア）

じゅ、12人……兄弟姉妹が多くていらっしゃ

いますわね……

22. 勇者を見守る探偵さん（平行世界４群）

1. 勇者している勇者さん（久遠宮）

てェわけで、正直やってらンねェんで茶店

（ちゃみせ）で団子を食ってやす

さァて、どうしたもんでしょうねェ

2. 勇者を見守る店主さん（ジステル公国）

タイトルの意味がさっぱりわからん、どう

いうことだ？

詳しい経緯を教えてくれ

3. 勇者を見守る巫女姫さん（サレンダリア）

勇者としてのお務めと、夫婦喧嘩にどんな

関係があるのでしょう？

詳細をうかがいたいですわ

4. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

学生さん、参上☆

お団子はおいしいよねー

5. 勇者を見守る暗殺者さん（レトヴァー）

なんだぁ、面白そうじゃねえかぁ

詳しく聞かせろやぁ

6. 勇者を見守る探偵さん（平行世界４群）

どうも、初めまして、探偵と申します

さて、詳しいお話を聞きたいところですね

7. 勇者を見守る軍人さん（グルム帝国）

勇者活動お疲れさん、ってわけでもなさそ

うだな

経緯頼む

8. 勇者している勇者さん（久遠宮）

どうも皆さん、わざわざお集りいただきま

して

まァ題名通り、くだらねェ夫婦喧嘩に巻き

込まれちまいましてねェ

勇者だなんてお笑いぐさでさァ

9. 勇者を見守る探偵さん（平行世界４群）

夫婦喧嘩と勇者を結びつけるもの……一体

なんでしょう

気になりますね

10. 勇者を見守る軍人さん（グルム帝国）

夫婦喧嘩で勇者になった？

意味がわからん

11. 勇者している勇者さん（久遠宮）

さァて、先にアタシの世界、久遠宮（くお

んきゅう）の説明をしたほうがよさそうで

すねェ

こりゃまァ、神話のたぐいなんですがね

創世の時代、世界にふたりの神が生まれま

してねェ

光と闇と相容れぬ存在であったふたりは、

十月十日（とつきとおか）戦い続け

結局勝敗はつかなかったそうでやす

その後ふたりの神は大陸の両端に、それぞ

れ自ら守護する国を造り

互いの国を不可侵としたと伝わっておりや

す

ま、今では国も分裂して、ごっちゃになっ

てやすがねェ

それでも光種と闇種ってェ種族の違いは存

在してやして

創世国として聖光国（せいこうこく）と眞

闇国（しんあんこく）ってェ大国が残って

まさァ

12. 勇者を見守る店主さん（ジステル公国）

なんつうか、よくある神話じゃねえか？

13. 勇者を見守る暗殺者さん（レトヴァー）

あぁ、よくある神話だなぁ

夫婦喧嘩は犬も喰わない
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ふっふっふ

58. 勇者を見守る暗殺者さん（レトヴァー）

なんだぁ？

59. 勇者を見守る店主さん（ジステル公国）

軍人がいいこと言ったと思ったら、学生ど

うした

60. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

行動に困った時に！

スレ住民に相談したい時に！

地球系列世界の掲示板には、便利な文化が

あるんだよー☆

その名も、安価！

61. 勇者を見守る店主さん（ジステル公国）

安価？

62. 勇者を見守る暗殺者さん（レトヴァー）

安価ぁ？

63. 勇者を見守る探偵さん（平行世界４群）

安価……ああ、アンカーですか

64. 勇者を見守る軍人さん（グルム帝国）

探偵のは知ってるんだな？

探偵のが説明しろ、学生は黙れ

65. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

ええーひっどーい

66. 勇者を見守る店主さん（ジステル公国）

日頃の行いだっての

67. 勇者を見守る探偵さん（平行世界４群）

安価とは、アンカーのネットスラングで、

レスアンカーが語源です

掲示板のレス、つまり書き込みの番号を指

定してレスポンスすることですね

転じて、あえて先の番号を指定し、無作為

どうしたもんかと、スレ立てってもんをし

てみたわけでさァ

49. 勇者を見守る暗殺者さん（レトヴァー）

どうしたもんかっつってもよぉ

そのままばっくれちまえばいいんじゃねえ

かぁ？

50. 勇者を見守る軍人さん（グルム帝国）

いや待て、国宝的な神剣を持ってるわけだ

ろ？

でもって勇者になっちまったわけだろ？

なにかしないといけないんじゃないか？

51. 勇者を見守る巫女姫さん（サレンダリア）

羨ましくなぞありませんわ

52. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

巫女姫さんってばー（笑）

自爆だね☆

53. 勇者を見守る探偵さん（平行世界４群）

しかし勇者さんの母君は、公人として公私

をわきまえるべきですね

平和な世界なのに、勇者さんの行動によっ

ては戦争の火種となるのではないですか？

54. 勇者を見守る店主さん（ジステル公国）

探偵、もうその段階は過ぎてるから（笑）

聖光国の勇者認定されちまってるから（笑）

55. 勇者している勇者さん（久遠宮）

父親のこととなると脳内桃色になる母親は

もうしょうがありやせん

しかしまァ、どうしたもんですかねェ

56. 勇者を見守る軍人さん（グルム帝国）

というかそんな熱々夫婦なら、父親が宥（な

だ）めに行けばいいだけじゃないか？

一週間分の手紙でも持って、謝罪付きでな

57. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

今でもひと月にいっぺんは外交と称して逢

瀬（おうせ）を満喫して、そのうえ毎日文

通してる熱々馬鹿夫婦ですぜ？

13 人もぽんぽこガキをこさえた万年イチャ

イチャ夫婦ですぜ？

理由なんざ「一週間手紙が来ないから」っ

てなもんでさァ

41. 勇者を見守る巫女姫さん（サレンダリア）

わたくしは羨ましくなぞありませんわ

わたくしは羨ましくなぞありませんわ

わたくしは羨ましくなぞありませんわ

わたくしは羨ましくなぞありませんわ

わたくしは羨ましくなぞありませんわ

42. 勇者を見守る軍人さん（グルム帝国）

巫女姫の（笑）

43. 勇者を見守る暗殺者さん（レトヴァー）

巫女姫よぉ（笑）

44. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

巫女姫さん（笑）

スレタイ見ればわかったことでしょー？

45. 勇者を見守る探偵さん（平行世界４群）

すみません、巫女姫さんの反応はなんです

か？

46. 勇者を見守る店主さん（ジステル公国）

あー、巫女姫さんはなあ

一生清らかな身体でいなけりゃいけない不

老不死なんだよ

47. 勇者を見守る探偵さん（平行世界４群）

『一生』と『不老不死』の間に矛盾を感じま

すが……

理解はしました

48. 勇者している勇者さん（久遠宮）

そんでまァ、阿呆らしいにもほどがあるっ

てもんでねェ

そんで、スレタイが夫婦喧嘩なんだよなぁ？

33. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

ってことは

ま　さ　か

34. 勇者を見守る探偵さん（平行世界４群）

勇者さんの父親は……眞闇国の皇王である、

ということですか？

35. 勇者している勇者さん（久遠宮）

えェまァ、そういうことでさァ

母親がまだ皇女だった頃に、小競り合いが

あったらしくてねェ

戦場で眞闇国の皇子だった父親と出会って、

お互い一目惚れしたそうでさァ

両者とも跡取りだったんですが、その場で

婚姻の誓いを立てやがったそうでねェ

おかげで小競り合いは有耶無耶（うやむや）

に終息しちまったそうで、母親が聖光国の

皇王、父親が眞闇国の皇王を継いで各々統

治してる今は平和なもんでさァ

36. 勇者を見守る店主さん（ジステル公国）

平和な世の中になって、夫婦喧嘩で、勇者

か……

37. 勇者を見守る暗殺者さん（レトヴァー）

テメエの母親はなんでまた親父をボコれな

んつったんだぁ？

38. 勇者を見守る軍人さん（グルム帝国）

そんなことをしたら、いらん争いを引き起

こすだけじゃないのか？

39. 勇者を見守る探偵さん（平行世界４群）

夫婦喧嘩になるからには、なにがしかの原

因があるのでは？

40. 勇者している勇者さん（久遠宮）

あの熟年バカップルの夫婦喧嘩に正当な理

由なんてあるもんですかィ
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さて、兄貴に問いつめられているわけでや

すが、安価しやしょう

３番目のかたにお願いしやす

95. 勇者を見守る軍人さん（グルム帝国）

えっあっ

事情を説明する

96. 勇者を見守る暗殺者さん（レトヴァー）

おっと

なんだぁ、父親に取り次ぎを頼めよぉ

97. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

問答無用で殴り倒す☆

98. 勇者を見守る巫女姫さん（サレンダリア）

情人がいるならば○し

独り身ならば見逃す

99. 勇者を見守る店主さん（ジステル公国）

おっ

事情を説明して案内してもらう

100. 勇者を見守る探偵さん（平行世界４群）

説明してともに父君のもとへ向かう

101. 勇者している勇者さん（久遠宮）

おおっと、こりゃァまた（笑）

102. 勇者を見守る店主さん（ジステル公国）

どうなった？

って、うわああああああ！

103. 勇者を見守る軍人さん（グルム帝国）

学生の！

お前な !!

巫女姫のも！

お前な !!

104. 勇者を見守る探偵さん（平行世界４群）

ああ、やってしまいましたね

88. 勇者している勇者さん（久遠宮）

んじゃまァ、父親に会いに行きますかねェ

といっても、実は既に眞闇国には入ってる

ンですがねェ

こっからならさくっと皇宮に転移できやす

ねェ

闇法展開《転移、皇宮》

さァて、着きやしたぜ

89. 勇者を見守る店主さん（ジステル公国）

展開が早いなおい！

90. 勇者を見守る暗殺者さん（レトヴァー）

てめえ聖光国の皇族じゃねぇのかよぉ

……眞闇国の皇族でもあるのかぁ？

91. 勇者を見守る探偵さん（平行世界４群）

魔法が使えるのですか、ふむ、興味深い

92. 勇者している勇者さん（久遠宮）

アタシはまァ、それぞれ半分ですからねェ

光法も闇法も、どっちもある程度は使えま

さァ

皇宮に入ったはいいんですがねェ

兄貴がすっ飛んできましたよ

まァ、神剣なんて持ってちゃァねェ

93. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

おにーさんって、12 人いる兄姉のうちのひ

とり？

眞闇国にもいるんだー

94. 勇者している勇者さん（久遠宮）

半分が聖光国で母親に、半分が眞闇国で父

親に仕えてるんでさァ

光族闇族の特徴が強いほうに引き取られて

やしてねェ

アタシみたいな完全に両方引き継いでんの

は、まァ珍しいんでさァ

77. 勇者を見守る探偵さん（平行世界４群）

父君に会って手紙が不通である原因を確か

める

78. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

取って返して母親をボコッちゃう☆

79. 勇者を見守る暗殺者さん（レトヴァー）

とりあえず父親に会いに行っとけよぉ

80. 勇者を見守る巫女姫さん（サレンダリア）

イチャイチャ夫婦を破滅に導く

81. 勇者を見守る店主さん（ジステル公国）

とりあえず父親に会いに行って謝らせる

82. 勇者を見守る探偵さん（平行世界４群）

さて、どうなりましたか？

暗殺者さんの案が採用ですね

父親に会いに行く、ということで

83. 勇者を見守る店主さん（ジステル公国）

どうなった？

っておい、ちょ待、前後がヤバいじゃねえ

か！

84. 勇者を見守る軍人さん（グルム帝国）

結果はどうだ？

って巫女姫の！　学生の！

危ねえな !!

85. 勇者を見守る暗殺者さん（レトヴァー）

なんだ俺かよぉ

……ってオイ、学生はともかく巫女姫よぉ

86. 勇者を見守る巫女姫さん（サレンダリア）

なにかいけないことがありましょうか

さっぱりわかりませんわ

87. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

安価ってねー、スリリングなんだよ☆

に書き込まれたその番号の行動をそのまま

採用する行為のこと……だったと思います

すみません、あまり掲示板には詳しくない

ので

68. 勇者を見守る暗殺者さん（レトヴァー）

いや、よくわかったぜぇ

勇者が番号を指定して、俺らが一斉に書き

込んで、その番号の内容を実行しろってこっ

たろぉ

69. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

ぶーぶー

それくらいの説明ならちゃんとするよー

でも、人数少ないから、番号じゃなくて

『何番目に発言した人』とかのが

この掲示板ではいいかなー？

70. 勇者を見守る店主さん（ジステル公国）

なるほど理解した

71. 勇者を見守る軍人さん（グルム帝国）

了解した

72. 勇者している勇者さん（久遠宮）

面白い文化がありやすねェ

それでは皆さん、よろしいですか？

73. 勇者を見守る店主さん（ジステル公国）

おうよ

74. 勇者を見守る暗殺者さん（レトヴァー）

おっしゃ

75. 勇者している勇者さん（久遠宮）

アタシがこの後どうするべきか、４番目の

かたにお願いしやす

76. 勇者を見守る軍人さん（グルム帝国）

父親に会いに行って事情を説明する
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133. 勇者を見守る探偵さん（平行世界４群）

母君の怒りの理由を説明する

134. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

皇王の地位を乗っ取る☆

135. 勇者を見守る巫女姫さん（サレンダリア）

戦いなさい！

136. 勇者を見守る暗殺者さん（レトヴァー）

母親に謝るように説得しろよぉ

137. 勇者している勇者さん（久遠宮）

了解しやした

そンじゃまァ、ありがとうごぜえやした！

138. 勇者を見守る探偵さん（平行世界４群）

さて、どうなりましたか？

……これは

139. 勇者を見守る軍人さん（グルム帝国）

結果はどうなった？

……こらおい、巫女姫！！！

140. 勇者を見守る暗殺者さん（レトヴァー）

巫女姫よぉ、やってくれたなぁ？

141. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

巫女姫さん、グッジョブ☆

142. 勇者を見守る店主さん（ジステル公国）

謎の夫婦喧嘩から、謎の親子喧嘩、か……

143. 勇者を見守る巫女姫さん（サレンダリア）

なにかいけないことがありましょうか

さっぱりわかりませんわ

勇者さんが！　倒してー

か　ら　の

勇者さんが！　回復☆

おにーさん、大混乱☆だ　ね！

125. 勇者を見守る暗殺者さん（レトヴァー）

……マジでテメエらなぁ、学生、巫女姫よぉ

126. 勇者を見守る巫女姫さん（サレンダリア）

なにかいけないことがありましょうか

さっぱりわかりませんわ

127. 勇者を見守る店主さん（ジステル公国）

しかし勇者の発言もただの逆恨みだろ……

皇族教育は義務じゃねえのか

128. 勇者を見守る探偵さん（平行世界４群）

安価の内容を誘導しようとしたとしか思え

ませんね……

けれど……まあ、ほっとしました

129. 勇者を見守る軍人さん（グルム帝国）

暗殺者のも、こんな状況で投げるな！

下手を打ったら一大事だぞ !!

130. 勇者している勇者さん（久遠宮）

さて、騒がしくなってきたんでさくっと父

親のところに向かいまさァ

最後に、父親に会った時にどう行動するか、

安価だけ聞いておきますぜ

５番目のかたにお願いしやす

131. 勇者を見守る店主さん（ジステル公国）

えっ

事情を説明する？

132. 勇者を見守る軍人さん（グルム帝国）

おっ

手紙を出さなかった理由を聞く

115. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

えっと

服を脱がして放置☆

116. 勇者を見守る探偵さん（平行世界４群）

回復の魔法を使えるのでしたら、応急処置

をほどこす

117. 勇者を見守る巫女姫さん（サレンダリア）

かつての恨みを思うがままに晴らす

118. 勇者を見守る軍人さん（グルム帝国）

近くにいる奴に事情を説明して身柄を預け

る

119. 勇者を見守る暗殺者さん（レトヴァー）

もうほっときやがれぇ

120. 勇者を見守る店主さん（ジステル公国）

なんだ

起こして一緒に父親のところに行く、か？

121. 勇者している勇者さん（久遠宮）

さァて、結果は……こりゃまたつまらない

ことになりやしたねェ

しかし安価は絶対でやすかィ、仕方ありま

せんや

122. 勇者を見守る店主さん（ジステル公国）

どうなった！

……セーフか !!

123. 勇者を見守る軍人さん（グルム帝国）

結果は !?

……よくやった、探偵！

124. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

ぶー

つまんないのー

でもー

105. 勇者を見守る暗殺者さん（レトヴァー）

学生よぉ……おい勇者、聞くんじゃねぇぞぉ

ってか巫女姫もよぉ、どんだけ根に持って

んだオイ

106. 勇者を見守る巫女姫さん（サレンダリア）

なにかいけないことがありましょうか

さっぱりわかりませんわ

107. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

ふっふー、ひゃっほー！

安価は絶対なんだよー☆

108. 勇者を見守る店主さん（ジステル公国）

やめとけ、勇者！

さすがにそれはまずいだろ！

109. 勇者している勇者さん（久遠宮）

と、言われやしてもねェ

もう、やっちまいました（笑）

110. 勇者を見守る軍人さん（グルム帝国）

勇者あああああ！！！

111. 勇者を見守る暗殺者さん（レトヴァー）

勇者よぉ、テメエなあ……

112. 勇者を見守る探偵さん（平行世界４群）

ああ、いらぬ戦争の火種が……

113. 勇者を見守る学生さん（地球国家）

安価ひゃっほい！

114. 勇者している勇者さん（久遠宮）

ところで気絶した兄貴なんですが、どうい

たしやしょうねェ？

……この堅っ苦しい兄貴にゃガキの頃さん

ざん、勉学に励めと机に縛りつけられたり、

両親を守る力を付けろと訓練場でボコボコ

にされたりしてたんですがねェ

２番目のかたにお願いしやす
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