
PC1
あなたは最近、青崎高校に転校してきた高校生だ。
クラスメイトたちは気にしていないようだが、
どうにもこの青崎町は変な気がする。
普通の町にはウサギとかモアイとかないし。
あなたの【使命】は
「青崎町が変な町だと証明すること」だ。
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PC2
あなたは青崎高校に通う高校生で、
PC1 のクラスメイトだ。
長く青崎町に暮らしているが、
青崎町はどこにでもある普通の町だと思っている。
ウサギぐらいどこにでもいるし、
変なモニュメントはどこの町にもある。
あなたの【使命】は
「青崎町が普通の町だと証明すること」だ。

PC3
あなたは青崎高校に通う高校生で、
PC1 のクラスメイトだ。
長く青崎町に暮らしているが、
青崎町はどこにでもある普通の町だと思っている。
ウサギぐらいどこにでもいるし、
変なモニュメントはどこの町にもある。
あなたの【使命】は
「青崎町が普通の町だと証明すること」だ。

PC4
あなたは青崎高校に通う高校生で、
PC1 のクラスメイトだ。
あなたは青崎高校生徒会に所属している。
今までずっと青崎町は普通の町だと思っていたが、
転校してきた PC1 の言葉を聞いて不安になりつつある。
あなたの【使命】は
「青崎町が普通の町かどうか確かめること」だ。

【秘密】PC1
[ ショック ]：なし

あなたには少し変わった祖母がいて、青崎町に住んでいた。
祖母の名前は「有坂すず」と言い、数年前に畳 ( たたみ ) の
上で大往生を遂げた。そして、彼女があなたに残したのは一
冊の古いスケッチブックだった。その後、あなたはこの町に
越してくることになったのだが、この町に来てからというも
の、夜に寝ていると時々、町の知らない場所で目を覚ますよ
うになった。その時、見上げると夜空を覆うような巨大な何
かが見えたような気がした。
今も、この不思議な現象はあなたを悩ませ続けている。

【秘密】PC1（続き）
あなたの【本当の使命】は
「夜空を覆う巨大な何かの脅威を信用できる人に伝えること」
だ。

あなたは『【プライズ】祖母のスケッチブック』を所持している。

あなたは夜が来るたびに不思議な現象に襲われる可能性があ
るので、各サイクルの終了時に《混沌》で【恐怖判定】を行
わなければならない。

【秘密】PC2
[ ショック ]：なし

あなたには「自分は他の人と違うのではないか」という思いがある。
それは、父が幼い時に家を出て行った時からのように記憶している。
うろ覚えな記憶ではあるが、父には獣のような耳と尻尾があった。
父とはそれ以来会った事もないし、どこで何をしているのかもわからない。
また、少し前にあなたは「季節はずれの花粉症」になり、酷い鼻水とくしゃみ
と目のかゆみに襲われて絶望したが、なぜか急に治ってしまった。
あなたの【本当の使命】は
「本当の自分のことを話せる友達を作ること」だ。
【プライズ】花粉症？』を所持している。

【秘密】PC3
[ ショック ]：なし

あなたにはとても仲の良かったセンパイがいた。

センパイ、竹川春香（たけがわはるか）は先代の生徒会長を務めた優秀な生徒だった

が、掴みどころのない性格の変人だった。彼女の趣味は屋外で歌うことで、何がいいの

か「上を向いて歩こう」に似たメロディーの変な歌をよく歌っていた。彼女はもう卒業

してしまい青崎町にもいないが、あなたに素敵なものを残してくれた。一つは思い出の

場所、もう一つは「後悔しないように高校生するんだよ」という励ましの言葉だ。

あなたの【本当の使命】は

「センパイの残してくれたものを守ること」だ。

あなたは『【プライズ】ウサギの楽園』を入手している。

【秘密】PC4
[ ショック ]：なし

現在、青崎高校生徒会は「穏健派」と「改革派」の二つの派
閥に分かれている。
その発端は、生徒から「あの意味のわからない青崎高校文化
ダンスを廃止して欲しい」という要望が上がってきたことだ。
あなたは経緯はどうあれ「改革派」に属し「廃止に賛成」と
いうことになっている。
ただ、生徒会規約には、
「行事、規則の廃止にはそれが必要とされた理由がなくなっ
ている事を明示すること」



０５

０６

０７

０８

田原里美（たはらさとみ）
PC1 のクラスメイト。
愛想がよくないが、根は悪いやつではない。
めんどくさがりで、成績は悪くないくせに
当てられた時には「わかりません」としか答えない。
実は、友達を大事にするタイプ。

「ウサギとかどこにでもいるし」

※このハンドアウトは PCが 2人の場合のみ使用します。

臼井真理子（うすいまりこ）
PC1 のクラスメイト。真面目な委員長タイプ。
でも、生徒会に所属しているだけで委員長ではない。
少し口うるさい事を自分でも自覚しているが、
言いたい事はやっぱり言いたい。

「ちょっと男子～」

※このハンドアウトは PCが 2～ 3人の場合のみ使用します。

【プライズ】祖母のスケッチブック
祖母が残したスケッチブック、とても年期が入っている。
ファンタジー系の動物や植物や道具、
あるいは風景などがたくさん描かれており、
祖母のペンネームなのか「A」のサインが所々にある。
特別うまいわけではないが、ほどよく特徴をとらえて
デフォルメされたかわいい絵柄が目を引く。

この【プライズ】には【秘密】がある。
この【秘密】を調査するには「空を覆う巨大な何か」に出会
う必要がある。

【プライズ】花粉症？
透明のさらっとした鼻水、鼻づまり、発作的で連発するくしゃ
み、目のかゆみなどが主な症状。
とてもつらく、マスクをしても一向に症状は軽くならなかっ
たが、なぜか突然、症状は出なくなった。
もう二度と花粉症になんかなりたくない。

この【プライズ】は他のキャラクターに譲渡することはでき
ない。戦果として奪われることもない。

この【プライズ】には【秘密】がある。あなたが『長老』に
出会ったなら、この【秘密】を獲得してもよい。

【秘密】PC4（続き）
という記述があり、「青崎高校文化ダンスが何故はじまった
のか」がわからないため決め手に欠けるのが現状だ。
あなたの本当の【使命】は
「青崎高校文化ダンスがはじまった理由を知ること」だ。

また、あなたは『【プライズ】アリスの不思議な冒険』を入
手している。

【秘密】田原里美（たはらさとみ）
[ ショック ]：なし

彼女にはとても仲の良かったセンパイがいた。
センパイ、竹川春香（たけがわはるか）は先代の生徒会長を務めた優
秀な生徒だったが、掴みどころのない性格の変人だった。センパイの
趣味は屋外で歌うことで、何がいいのか「上を向いて歩こう」に似た
メロディーの変な歌をよく歌っていた。センパイはもう卒業してしま
い青崎町にもいないが素敵なものを残してくれた。一つは思い出の場
所、もう一つは「後悔しないように高校生するんだよ」という励まし
の言葉だった。
望むなら『【プライズ】ウサギの楽園』を入手してもよい。

【秘密】臼井真理子（うすいまりこ）
[ ショック ]：なし

現在、青崎高校生徒会は「穏健派」と「改革派」の二つの派閥に分かれている。
その発端は、生徒から「あの意味のわからない青崎高校文化ダンスを廃止して
欲しい」という要望が上がってきたことだ。彼女は「改革派」に属し「廃止に
賛成」ということになっている。ただ、生徒会規約には、
「行事、規則の廃止にはそれが必要とされた理由がなくなっている事を明示す
ること」
という記述があり、「青崎高校文化ダンスが何故はじまったのか」がわからな
いため決め手に欠けるのが現状だ。
望むなら『【プライズ】アリスの不思議な冒険』を入手してもよい。

【秘密】【プライズ】祖母のスケッチブック
[ ショック ]：なし

あの「何か」を見た後だからわかる事がある。
このスケッチブックには「空を覆う巨大な何か」が描かれて
いる。対象のページを開くと、そこにはイラストと共に走り
書きも残されていた。
また、関係あるのかないのかわからないが、
「友と再会する時の合言葉」という書き込みもあった。
『夜』の【秘密】を獲得してもよい。

『【プライズ】合言葉』を入手すること。

【秘密】【プライズ】花粉症？
[ ショック ]：なし

これは花粉症ではなく、正確には「魔粉症」とでも呼ぶべきものだ。大気中の
マナが異常に多くなると獣人の体が過剰反応して、花粉症によく似た症状を出
す。
ここ数年、青崎町ではマナが増え続けており、大気中のマナバランスが崩れて
しまっている。その理由は不明。ウサギが増えているからでないかと考えられ
ているが、ウサギもアサガオも獣人たちがコントロールしているので、増えて
いるはずがなく、対処のしようがなかった。ウサギを減らそうとしても、青崎
町ではウサギが保護されていることが裏目に出てそれもうまくいかない。
ついに、魔粉症にキレた若い獣人の一派が「夜」を解放するに至った。



【プライズ】ウサギの楽園
あなたとセンパイしか知らない秘密の場所。
アサガオの群生地で狭い土地の一面がアサガオだらけだ。
また、非常にたくさんのウサギが生息していてすごい勢いで
ウサギまみれになる。この世の天国のような場所。
学校の裏手の山の奥にある。

この【プライズ】の所持者は、この【プライズ】を破壊して
もよい。
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モアイ
青崎町六不思議のひとつ。
町中のいたるところに設置されているモアイ像のモニュメン
ト。大きさも材質も様々。
ちなみに、青崎町とチリ領イースター島は姉妹都市ではない。

ウサギ
青崎町六不思議のひとつ。
いつごろからか青崎町に生息しはじめたウサギたち。
そこら辺の茂みの中など、いたるところにいる。
耳は短めでピンと立っており、
見た目はネザーランド・ドワーフ種に近い。
ただし体長はけっこう大きく、30 ～ 40cm、体重は 5kg ぐらい。

変なダンス
青崎町六不思議のひとつ。
青崎高校に伝わるダンスで、
正式名称は「青崎高校文化ダンス」。通称は「Ａダンス」。
文化祭の最後にやるキャンプファイヤーの時、皆で踊る。
そのため、1年生は必ず体育の授業で習う。
昔からあるダンスのくせに、やたらダンサブルで
けっこう動きが激しい。
難しくはないが意味がわからない。

アサガオに水をあげるお姉さん
青崎町六不思議のひとつ。
大人でも子供でも誰もが知っている謎のお姉さん。
高台の方にある小さなマンションの庭先で、
変な歌を歌いながらアサガオみたいな草に水をあげている。
不思議なのは年代の違う人の話しの中にも
ほぼ同じ容姿で登場することだ。

【秘密】モアイ
【拡散情報】[ ショック ]：なし

これらのモアイは青崎高校の卒業制作として作られたものだ。
なので毎年１つずつ町中に増えていくことになる。
それぞれのモアイにはよく調べると製作年度が書いてあった。
記録によると一番古いモアイが作られたのは昭和 40 年代。
それは駅前に設置されていたはずだが、なぜかそこには存在せず、小
さな雑居ビルの下にあった。また、その一番古いモアイの素材は木と
も石ともつかない不思議な素材を使っている。
『歩くモアイ像事件』を公開すること。
『ダイナビル』を公開すること。

【秘密】ウサギ
【拡散情報】[ ショック ]：PC2 はショックを受けてもよい

実はこの種類のウサギは青崎町にしか生息していない。
なぜか他の場所では繁殖できないらしい。
やたら水っぽいフンをするのが一番の特徴。
近くの山などにはおらず、町中でしか見ない。
人間には大人しいが、犬やネコは体当たりで追い払う気性の荒い一面
も。残念ながら PC2 にだけは絶対に懐かない。
草食で「アサガオみたいな草」を好んで食べるようだ。
その「アサガオみたいな草」は普通の雑草だが、町中にしか生えていない。
『ウサギさらい』を公開すること。

【秘密】変なダンス
【拡散情報】[ ショック ]：なし

青崎高校文化ダンスがはじまったのは昭和 40 年代の頃らし
い。
時の生徒会長であった「有坂すず」がはじめたそうだ。
この生徒会長は革新的だったのか変わりものだったのか、
他には任期中に「ウサギ保護委員」も発足させている。
ちなみに文化祭で踊るとき、ダンスの内容は変わらないが、
何故か音楽だけ毎年変わる。

『青崎高校生徒会室』を公開すること。

【秘密】アサガオに水をあげるお姉さん
【拡散情報】[ ショック ]：なし

お姉さんは実はマンションの管理人のアルバイトだ。
なぜか女子大生に限定されたアルバイトなので
だいたい年恰好が同じになるのだろう。
歌っている変な歌は「伝統だから」という謎の理由で
歌うように言われているらしい。
ちなみに、このマンションは「ダイナコミュニティ社員寮」
という名前で、アルバイトの募集元もその「ダイナコミュニ
ティ」という会社らしい。
『朝の歌』を公開すること。

【プライズ】アリスの不思議な冒険
生徒会室で偶然見つけた古いノート。
そこには、「これはとある少女Aの不思議な物語・・・」と
いう書き出しではじまる文章が記されていた。
普通の女子高生（文中ではアリスと記載される）が、ひょん
なことから「異世界」に飛ばされ、そこで「賢者」と出会い、
たくさんの冒険を経て、日本に帰ってくるまでが、ざっくり
と書いてある。アリスは「異世界の魔法の道具」の使い方や
仕組みなどを「賢者」から教わったものの、終始、普通の女
の子として知恵と勇気と優しさで冒険を切り抜けていった様
子が書かれている。



朝霧
青崎町六不思議の一つ。
青崎町は朝方に霧が出ることが多いらしい。
青崎町は海と山に面しているし、
別に霧が出てもおかしくはないはずだが、
何かが不思議らしい。

１５

１６

１７

１８

１９

町を徘徊するゾンビ
青崎町六不思議のひとつ。
といっても、ごく最近のうわさ。
夜になると街灯や商店など、
町の灯りが全て消えて、
ゾンビが徘徊するようになるらしい。
なんだそれ。

歩くモアイ像事件
秘密なし

昭和 60 年代の記録で、当時の新聞に小さく載っていた。
駅前に設置されていた青崎高校卒業記念モニュメントが
何者かによって移設されるという事件が起こったらしい。
ただ、警察の調査によると、重機を用いた形跡がなく、
どのようにして移設されたのかがよくわからなかったらしい。
新聞には「モアイ像が自分で歩いたとでも言うのだろうか」
と書かれていた。

ダイナビル
青崎町のはずれにある小さな雑居ビル。
「株式会社ダイナコミュニティ」の他、
いくつかの店舗が入っているようだ。
周りにはなんだかガラの悪い若者がたむろしている。

このハンドアウトの【秘密】を調査するには『合言葉』が必要だ。

ウサギさらい
ウサギにまつわる最近のうわさ。
青崎町のウサギは野生動物なので
持ち帰ることは禁止されているが、
そのウサギをさらっていこうとする
灰色の男たちがいるらしい。

【秘密】朝霧
【拡散情報】[ ショック ]：なし

青崎町は比較的、霧の発生しやすい地形だ。
しかし、気温や天気の状態に関わらず、
何故か朝方にだけ霧の発生が多い。
気象マニアのまとめた情報によると、
昭和 40 年代から霧の発生が増えたらしい。
また、以前は一番霧の濃い場所は駅前の辺りだったが、
今は商店街のはずれあたりが最も霧が濃いようだ。
昭和 60 年代頃に起こった変化とのこと。
それとは関係ないが、『文化祭に向けて』を公開すること。

【秘密】町を徘徊するゾンビ
【拡散情報】[ ショック ]：なし

一応、町には「夜の町をゾンビのように徘徊するなにか」を
見た人が何人かいるようだ。
ただし、いつでも見れるわけではないらしく、イマイチ再現
性がない。
「朝方に霧が濃い日の夜」に目撃例が多いような気がする。
それとは別に、目撃者を探すうちに町で変なラクガキを見つ
けた。
『謎の三権分立図』を公開すること。
『青崎町の夜』を公開すること。

【秘密】ダイナビル
【拡散情報】[ ショック ]：なし

ダイナビルで『合言葉』を告げると、中に通された。
中では『長老』と呼ばれるスーツ姿の老人が迎えてくれた。
なぜか、老人の頭部には犬のようなふさふさした獣耳がある。
彼はあなたの事を「我等が友、アリスの仲間」と呼び、
青崎町に隠された過去を話してくれる。

『獣人について』を公開すること。
『ウサギとモアイとアサガオについて』を公開すること。
『夜について』を公開すること。

【秘密】ウサギさらい
【拡散情報】[ ショック ]：なし

町中で言い争っている数人の男女がいる。片方は青崎高校の制服を着
ていて、もう片方は灰色のフードつきパーカーを着ている。青崎高校
の「ウサギ保護委員会」の子たちは「ウサギを持ち帰ってはいけません」
と言っているが、灰色のパーカーの男たちは「ほっとけよ！」と悪態
をついて逃げ出した。

『灰色のパーカーの男たち』を公開すること。
このシーンに登場している PCは《情景》の特技で判定を行ってもよい。
判定に成功した場合、『灰色のパーカーの男たち』の【秘密】を獲得できる。



灰色のパーカーの男たち
なぜかウサギをさらおうとしていた。
皆、おそろいの灰色のパーカーを着ている。
年の頃はバラバラだが、若者ばかりのようだ。
パーカーには
「鳥の翼と顔を持つ、四足歩行の獣」
のデザインがプリントされている。

このハンドアウトの【秘密】は調査できない。

２０

２１

２２

２３

２４

青崎高校生徒会室
生徒会活動を行なうための拠点。
青崎高校は生徒会の自主性と役割が強く、
わりと大きな部屋を確保している。
文化祭が迫って来ているので
人の出入りがけっこう多い。
探せば何か見つかるかもしれない。

【プライズ】秋色ビー玉
見る角度によって赤や黄色に見えるビー玉のようなもの。
固いところに落とすと割れそうなので大事に扱おう。
小さい子供が飲み込まないようにも注意しよう。
これに透かすと、よくわからないものが見えたり、
妙な光が見えたりすることがある。

この【プライズ】の所持者は
『青崎町の夜』の【秘密】を調査することができる。

生徒会改革派
生徒会の「改革派」を自称する学生たち。
使われてない教室を占拠し、改革活動を行なっている。
彼らは「青崎高校文化ダンスの廃止」を宣言し、まずは「文
化祭の最後に踊るAダンスの廃止」を行なうという演説を
している。意味はよくわからないが、演説のバックには
「上を向いて歩こう」によく似たメロディーの変な歌が流れ
ている。

「我々はぁ～
　青崎高校の未来と生徒の自主性のために
　改革を行なうものでーあーる」

朝の歌
高台の方にある小さなマンションの庭先で
お姉さんがいつも歌っている歌。
ゆったりしたメロディーで口ずさみやすいが、
歌詞が日本語ではないので、とても覚えづらい。
何語かはわからないが、とりあえず英語ではなさそうだ。
メロディーは往年の名曲
「上を向いて歩こう」に少し似ている。

このハンドアウトの【秘密】は調査できない。

【秘密】灰色のパーカーの男たち
[ ショック ]：この秘密を見た PC

彼らが走り去る、その間際に一瞬、かぶっているフードが外
れそうになった男がいた。
その頭部には、まるで犬か何か、獣のような耳が見えた・・・
ような気がする。

【秘密】青崎高校生徒会室
【拡散情報】[ ショック ]：なし

生徒会の先輩たちが残した古いアレコレを調べていると変なものが見
つかった。指輪でも入れるような小さな箱だ。
中にはビー玉のようなものが入っているだけだが、箱の裏には
「見えないものを見たいとき。　そんな時に覗いてみよう。
　たとえば夜とか。　　Ａ」
と書いてあった。

『【プライズ】秋色ビー玉』を獲得する。
『生徒会改革派』を公開すること。

【秘密】生徒会改革派（続き）
２．説得しよう！
　「Ａダンスの必要性」を彼らにうまく説くことができた場合に、好き
な【特技】で判定を行い成功する。

『生徒会改革派』の【居所】を得てもよい。
また、『生徒会改革派』は『朝の歌』の【秘密】を所持している。

※『生徒会改革派』の戦闘データはインセイン P243「通りすがり」1体、
「信奉者」2体で、プロットはランダムに行います。『生徒会改革派』が
勝利した場合は、戦果として敗者に「忠誠」か「狂信」の感情を獲得
させます。

【秘密】朝の歌
【拡散情報】[ ショック ]：なし

彼らはいくつかのメモを所持していた。
それらのメモは先代の生徒会長だった「竹川春香（たけがわはるか）」
が残したものらしい。そこには「朝の歌」の全ての歌詞が書いてある。
異常に長い歌詞が日本語で記されているが、日本語としては意味をな
していない。何らか別の意味を持った「音」を単に日本語で表記して
いるだけのように見える。

また、メモの最後には「歌うと何故かアサガオが咲くことがある」
という意味不明の記述がある。

【秘密】生徒会改革派
【拡散情報】[ ショック ]：なし

青崎高校文化ダンスのことを「あの意味のわからないダンス」と思っ
ている生徒はそれなりいて、このままではＡダンスは廃止になりそうだ。
もし、改革派を止めるならば、以下２つの方法がある。

１．実力行使だ！
　【戦闘】を挑み、勝利する。



文化祭に向けて
秘密なし

このハンドアウトが公開されたシーンの直後にマスターシー
ンを行なう。
このマスターシーンでは、クラス会議が行なわれる。
このシーンには希望する全ての PCが登場できる。
文化祭でのクラスの出し物を決めること。

また、このシーンに登場しているキャラクターは
PC一人を選び、その PCに対して【感情判定】を行うこと。

２５ ２６

２７

２８

２９

３１

３０

３２

青崎町の夜
青崎町の夜には何らかの秘密が隠されている気がする。
ただし、それは奇妙な偶然か、
なんらか特別な力がないと、
その姿をあらわさないだろう。

このハンドアウトの【秘密】は調査できない。

夜
夜にあらわれる何か。普通には目に見えないモノらしい。
あまりにも巨大で青崎町の夜空を覆うようにしてあらわれる。
こいつがあらわれると灯りが消えたり、夢遊病者が出たりし
て、町が危険な状態になるようだ。
こいつを放っておくわけにはいかないだろう。

このハンドアウトの【秘密】は調査できない。

【プライズ】合言葉
「お家（うち）が一番。たとえそれが新しいお家でも。」

ウサギとモアイとアサガオについて
秘密なし

全て異世界から持ち込まれた生物。

まず、アサガオによく似た植物は、魔法の力の元であるマナを含んでいる。発芽には異

世界にいる鳥の鳴き声が必要だったが、その鳥を連れてくる事には失敗したため、仕方

なく若い女性の声で鳥の鳴き声とそっくりの歌を歌ってもらいアサガオを育てている。

次に、ウサギがその草を食べてフンをすることにより、大地へとマナが行き渡る。

最後に、モアイは石ではなく植物に近い生物だ。地中のマナを吸い上げて、朝方に霧状

にして放出する。実は、一番はじめに設置されたモアイだけが本物。

つまり、「ウサギとモアイとアサガオ」で獣人が暮らしやすい「魔法の力がある環境」

を整備していたのだ。

【秘密】青崎町の夜
[ ショック ]：この秘密を見た PC

青崎町の夜を『秋色ビー玉』をすかして見ると、夜空に溶け込むような色の巨大な何か

が空を覆っているのが見える。あまりにも大きすぎるそれは、かろうじて人型をしてい

るようにも見える。そして、それが汽笛のような声をあげると、町の灯りが次々と消え

ていき、夢遊病者のようになった町の人が続々と出現しはじめた。意識無くうろつく人々

にぶつかりそうになった車が、いたるところでクラクションを鳴らし続けている。

この【秘密】を入手した PCは、夜が来るたびに夢遊病者のようになる可能性があるので、

各サイクルの終了時に《混沌》で【恐怖判定】を行わなければならない。

『夜』を公開すること。

【秘密】夜
[ ショック ]：この秘密を見た PC

「A」の記述によると、これは「異世界の夜」だと言う。
異世界では「夜」は生物で、この生物が空を覆うことで夜になるそうだ。
魔法の力が強いと非常に活発的になるらしい。「夜」は明かりを奪って
体にある星の光にしてしまうが、何かが燃えている炎の明かりはなか
なか奪えないらしい。また、「夜」の鳴き声には「人間を夢遊病にする力」
があって、「A」が苦労したようなことが書いてある。
どうやって夢遊病を克服したかは書かれていないが、代わりに『夜を
小瓶に閉じ込める儀式』の方法が書いてあった。
『夜を小瓶に閉じ込める儀式』を公開すること。

謎の三権分立図
秘密なし

町中で見つけた謎のラクガキ。
モアイやウサギやアサガオらしきものが書かれている。
なぜ三権分立図になっているのか、
その理由はさっぱりわからない。

獣人について
秘密なし

元々、ここではない異世界に住んでいた種族。
しかし、その異世界は避けられない滅びを迎える運命にあり、
偶然日本より訪れていた少女「アリス」の導きによって青崎
町へとやってきた。異世界と繋がっている「門」があったそ
うだが、異世界の崩壊と共に失われた。
やってきたのは昭和 40 年代の頃で、魔法の力で尻尾と耳を
隠して、ずっと青崎町で暮らしているそうだ。
残念ながら種族的にウサギには絶対に好かれない。
アリスは彼ら獣人に「ダイナ」という名前をつけた。

夜について
秘密なし

アリスが異世界から持ち込んだものは他にもいくつかあり、そのうち
の一つが『Aの小瓶』。
中には「夜」が入っていたが、若い獣人の一派がその封を解いて「夜」
を開放してしまった。
「夜」はマナを大量に摂取するので大気中のマナバランスはよくなった
ものの、人間に悪影響が出てしまっているようだ。
「夜」をこのままにしておいては大変なので、封印しようとしたが『A
の小瓶』の使い方はアリスしか知らないので困っている。
『【プライズ】Aの小瓶』を獲得する。



【プライズ】Aの小瓶
ごつごつした厚めの硝子でできた小瓶。
コルクの栓がついている。
ラベルには「夜」とだけ書かれているが、中は空っぽだ。

３３ ３４

３５ ３６夜（戦闘データ）
脅威度：10	 	 属性：怪異	 生命力：180
好奇心：怪異	 特技：《脅す》、《情景》、《混沌》、《魔術》、《夢》

【夜の呼び声】サポート《混沌》
怪異分野からランダムに特技を決定する。
シーンに登場しているキャラクターはその特技で判定を行う。
失敗した場合は、正気度を１失う。既に正気度が０の場合は、
狂気カードを 1枚引く。

※他のキャラクターとのバッティングが発生しない。
※このキャラクターは速度６にプロットする。

夜を小瓶に閉じ込める儀式
この【儀式】は【クライマックスフェイズ】に行なうことができる。【クライマッ
クスフェイズ】をいつ行なうかは PC側で相談の上、自由に決めることができる。

この儀式を行なうには、『【プライズ】Aの小瓶』が必要。
儀式の手順は飛ばすことができない。

儀式の時、自然の火を燃やしていると手順 1～ 4の判定に＋１の修正を得れる。
儀式の時、いい感じの音楽をかけると手順 5～ 6の判定に＋１の修正を得れる。

※ 50 人以上が同時に踊っている場合、十分な踊りパワーが集まるので手順 6
は不要。人数が満たない場合は手順 6を行なうこと。

小さな夜（戦闘データ）
脅威度：3	 	 属性：怪異	 生命力：10
好奇心：怪異	 特技：《情景》、《混沌》、《魔術》、《夢》

【逃げ惑う】サポート《混沌》
自分の速度を１下げる。
既に速度が１の場合、小さな夜は戦闘シーンから脱落し、儀
式は失敗する。

※他のキャラクターとのバッティングが発生しない。


