AHC アナタのハートにクリティカル

古泉

ハルヒ キョンがんばりなさい。ほらみくる

……ふふ～ん。

ちゃんまで予習しちゃったじゃない。

お前も否定しろよ！ な
にまんざらでもない顔してん
だよ！ そしてなぜこっち向く
んだよ！こっち向くなぁああ！！
キョン

みくる 私だってやる時はやるんです～。
キョン （微妙に屈辱感）
長門 全員修得済みなのが共通語。後は種
族用言語と魔法使い系技能用言語を習得
出来る場合がある。

＊

＊

キョン おい古泉、俺のはどうなんだ？

＊

古泉 どこかの地方語の読み書きができま
ハルヒ ところで、このパーティー、スカウ

すね。

トがいなくても大丈夫かしら？

みくる

みくる わたしがスカウトを買わせていただ

ハルヒ みくるちゃん！？ いつの間にそんな

きましたぁ。

ボケを習得したの！？
みくる え？

ハルヒ ああ、そうだったわね。 ドジっ

子盗賊ね。みくるちゃん、けっこう大変な
役回りねぇ。妖精を操り罠を外して、 ピン
チの時はその身を挺して食料に

ハルヒ ほら、キョンも負けずにボケなさい！
古泉 地方語なら沖縄弁が好きですね。あ
の異国感がたまりません。
ハルヒ

なるなんて。まさにパーティ－

ああっ古泉君まで！？

キョン ボケろとか言われてもそんなすぐ思

の要！
長門

関西弁 …とかでしょうか？

いつけるわけが……

ウサギは美味。

ダーリンはウチのもの
だっちゃ（棒読み）
長門

みくる ぴぃぃぃぃぃ。
キョン 朝比奈ウサギを食べるだと！？

かはっ（吐血）

ハルヒ

こっち方面 の人 気 もこれで 万

ハルヒ

全ね！

みくるちゃんもっと 媚び なさい！

長門 ゆにーく。
ハルヒ さあキョン、トリよ！

みくる ぴぃぃぃぃぃっ!!
＊

＊

キョン お、おまえなぁ……うぅ……

ニーハオ、シェシェ ……。

＊

ハルヒ ……で、みんな、出来たかしら？
長門 次は言語の習得。

長門 ……問題無い。

みくる わたし、賢者技能買ったから、余

古泉 ……僕も大丈夫ですよ。

分に１個もらえるんですよ！

みくる ……なんとか出来ました～。
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おーい、無視するなー！
一番恥ずかしいだろー！ くそー
俺が悪かったよー！ これでも頑
張ったんだから、 努力ぐらいは
認めてくれよー！！

もヘタレだから問題ないわ。

キョン

キョン なにー！ どういうことだー！
長門

全く問題ない。

キョン 長門までー！
みくる

キョンくん、頑張ろうね？

朝比奈さん、ここでの
フォローは微妙です！
キョン

結局、共通語と地方語だけだった

＊
長 門 次は 冒 険者 レベルとＨＰ・ ＭＰの 決

＊

＊

ハルヒ 次は戦闘特技かしら？

定。冒険者レベルは一番高い技能のレベ

長門 そう、全員冒険者レベル２だから、ひ

ル。ＨＰとＭＰはキャラクターシートに書い

とつ修得可能。

てある通り。

ハルヒ ８２ページから載ってるわよ。

キョン 生命が１４で冒険者レベルが２×３だ

みくる たくさんありますね。

から２０か。ＭＰは精神力だけっぽいな。

ハルヒ キョンはとりあえずファイターだか

みくる ウサギさんは１９点と２６点になりまし

ら、「全力攻撃」か「かばう」かしら。

た。

キョン 両方は無理なのか？

古泉 ２１点と１０点ですね。

ハルヒ レベルが上がるとたくさん取れるよ

長門 ２２点と２８点。魔法少女の面目躍如。

うになれるわよ。でもまだ冒険者レベルが２

ハルヒ よしよし、こなれてきたわね。

だから１つしか取れないのよ。

キョン 長門が両方とも一番高いのか。

キョン なるほどな。なら全力攻撃にしとく

長門 ナイトメアは基本的に能力値が高め。

か。今のＨＰじゃ庇っても意味がなさそうだ。

しかしＴＲＰＧは能力の競い合いではなく、

古泉 僕は武器習熟にしておきましょう。

物語の構築を楽しむもの。だからキャラ設

みくる えーと、ウサギさんは魔法誘導か、

定が重要。魔法少女は素晴らしい 。

魔法拡大／数がいいと思うんですが？

ハルヒ な るほどね。だ から ドジッ子盗

長門 妖精魔法は魔法の内容からして魔法

賊も大切ってわけね！

拡大が重要。

長門 そう。

みくる はい、それじゃあウサギさんは魔

ハルヒ じゃあヘタレ剣士も必要ね……

法拡大にしますね。

あ ！ そ れ は 別 に 心配 し なく てい い

長門 私は魔法誘導。 センターに入

わ。 どうせキョンは ほっといて

れてスイッチ。
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古泉 それはどちらかというと射撃攻撃だと

ハルヒ

思いますよ。

ありなのよ！

長門

（ 両肘をついて手を組み ）

キョン いいのか、それで？

問題無い。
古泉

長門 その辺の自由が利くのがＴＲＰＧ。Ｇ
Ｍが許可すれば全て問題無い。だから私

サングラス忘れてますよ。

の持つ魔術師の杖は マジカルステッキ

暑いな。
古泉 ああ…… 。
長門

（キラーン）
キョン …そっか。じゃ、俺はどうすっかな。
みくる えっと、皆さん用に食器セットを買

どんどんディープにな
ってるから怒られる前にその
辺でやめておきなさい （ 笑）
ハルヒ

＊

＊

私がありって言えばなんでも

って……えっと５人分あればいいですよね
……あ、でも急な来客があったら困るから
予備にもう１つ買って……。
ハルヒ みくるちゃんは 生活感 が出てるわ
ねぇ。

＊

みくる むーちゃんのエサも買わなきゃ。
長門 特技が決まれば…あとは１つ。装備

ハルヒ みくるちゃん、 むーちゃんはあ

品・携帯品の購入。

っちの世界にはいないわよ？

キョン それは大事そうだな。
＊

ハルヒ とりあえず、みくるちゃんには、

＊

＊

うさみみ装備ね！
みくる え、えっと、えっと……ウサギさん

キョン っと、よしこんなもんでどうだ。

だ から 自前でついていますよ～ 。

ハルヒ まぁいいんじゃない？ 馬子にも衣装
って言うしね。

ハルヒ お、みくるちゃんも、ついに自覚が

みくる なんか荷物がいっぱいになってし

出てきたわね（うんうん）

まいました。

みくる あ、 メイド服売っている

長門

眼鏡装備。

ので買っておきますね。

ハルヒ じゃあ最後に経歴表でも振っておき

ハルヒ ウサギのメイド服……なんて破壊力

ましょうか。５７ページよ。

なの！？（かはっ）

みくる なんか色々ありますぅ。

古泉 うさみみなんてＳＷ2.0の世界に売って

長門 これによってキャラクターが今までど

るんですか？

んな人生を歩いていたかが決定する

キョン データ上にあるものしかダメなんじ

みくる サイコロだけで人生が決まっちゃう

ゃないのか？

んですか～。
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ハルヒ これまでの人生はね。 でもこれ

キョン その経歴、ぴったりじゃねーかよ。

からの人生は自分で切り拓くのよ 。

古泉 そうですか？

古泉 それもＲＯＣなのですか？

キョン 「アル・メナス魔導機文明時代に

ハルヒ そうよ。でも振った方がおもしろい

作られた魔法生命体。本能的に他の種族に

わよ。とりあえずキョン、サイコロ１つふっち

仕えたいという欲求を持つ」だってよ。

ゃいなさい。

ハルヒ サイコロって不思議ね。

キョン ほいよ…ころころ…１。

古泉 なるほど。では、現在の主はみなさ

ハルヒ じゃあ今度は２つよ。

んのうちの誰かなのでしょうか。

長門 「ガキ大将だった 」

キョン 今でも主を求めて彷徨ってる最中
だったりしてな。

ハルヒ あっはっは。さすがキョンねー！

歌えませんね……（ぷくく）

「ぜひお仕えさせてくださ
い！」と迫っている最中かもしれ
ませんよ。
キョン …… 頼むから、俺んとこに
は来るなよ？ 絶対だぞ！

みくる でも お母さんには弱い ん

古泉

古泉

キョン …これは無いんじゃないか……？
長門

コードネーム「じゃいあん」

キョン じゃじゃいあん！？
古泉 そのコードネームになったら、 歌は

おや？ それはダチョ
ウ倶楽部 ですね？

ですね。
一同 (爆笑)

やめろ、本気にやめろ。
ネタふった俺が悪かったか
らマジで止めろ！
キョン

キョン 朝比奈さんまで～！！
＊

＊

＊

ハルヒ （くくく）じゃ、じゃあ、他の人も

＊

サイコロふっちゃって。
古泉 …ころころ…６．５．５。

＊

＊

ハルヒ さあ、みくるちゃんも有希も振って!

長門 「過去に仕えた主がいた」

みくる は、はい！…ころころ…５と２、４です！

ハルヒ 古泉くん、ずいぶんしぶいわね。

長門 「競い合う友人がいた」

古泉 過去なんですね。亡くなられたので

みくる 視線が ちょっとだけ長門さん

しょうか。

に。

みくる ドラマチックですね、ホロリ。

魔法少女の座は渡さない（ギ

キョン 古泉、お前の種族なんだっけ？

長門

古泉 ルーンフォークです。

ラン）
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みくる そういうわけじゃないですけど…。

キョン できたんじゃないか？

ハルヒ いつの間に二人はライバルになっ

みくる はい、大丈夫だと思います……あ！

たの？

名前はどうしたらいいですか？

キョン コスプレか！？

ハルヒ 名前はめんどうだから、みんな自

コスプレライバル

なのか！？

分の名前でいいわ。

長門 ころころ…１．６．４。「身体のどこかに

みくる はい分かりました。み・く・る、と

刺青がある」

古泉 予備に弓を買って、と。ＯＫです。

ハルヒ あら有希、アバンギャルドね（笑）

長門 問題無い。

長門

キョン ん、いいんじゃないか？

これは聖印。魔法少女の証 。

ハルヒ じゃあキャラが出来たのなら、さっ

ちなみに太ももの内側に蝶のマーク。

そく冒険に出ましょうか。準備はいい？

キョン ……(ちらっ)
長門

みくる は、はい！

見る？

キョン いやっ、なんでもないぞぉ。

＊

ハルヒ エロキョンめ。しかし ナイトメア

＊

＊

なのに聖印があるのね（笑）

ハルヒ（超ＧＭ） さて、冒険に出たあな

古泉 鎖骨に蝶のアザが浮かび上がったら

た達冒険者は、いま草原に立っています。

王族の証、という漫画は読んだことがありま

広い草原に、ビュウウゥゥと強い風が吹い

すが。

ています。

キョン どんな漫画だ？

キョ ン こうして みる と妙 な 高揚 感 がある

古泉 少女漫画ですよ。

な。なんつーか、発売前のソフトを目の前

キョン お前、そんな趣味あったのか！？

にした気分だ。

古泉 それは……（ちらっと朝比奈さんを見

長門 それが冒険の前の高揚感。きっと良

て）禁則事項 です☆

い兆候。

長門 興味あるなら読むといい（どさっ）

……急ごう……、
風がやむ前に。

キョン それどっからだした、長門！？
長門

キョン

禁則事項。

みくる あーっ！！ ダメですよ皆さん、禁則

事項は私のなんですからぁ～ 。
＊

＊

みくる ……。
古泉 ……。

＊

長門 ………………(ぷるぷる)
ハルヒ ……………………

ハルヒ みんなキャラが出来たわね。
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は？

