
 メインイベント サブイベント(登場NPC) 

オ
ー
プ
ニ
ン
グ 

かなりの規模を持つ街へやってきたパーティー 

街は市民や商人など様々な人であふれている 

 

ア
ク
ト
１ 

街で思い思いに過ごす 

隣町との交易が途絶えているという噂を耳にする 

 

タ
ー
ニ
ン
グ 

 
 

ポ
イ
ン
ト 

依頼人が旅人のパーティーを見て話しかけてい来る 依頼人はシナリオによって変更とな

る 

ア
ク
ト
２ 

街から鉱山の村へ移動を行う 

村で現状を聞き込みを行う 

 

タ
ー
ニ
ン
グ 

 
 

ポ
イ
ン
ト 

呪術師とパーティーが話を行う “呪術師” 

顔を隠すような衣装をしており、見

た目や年齢は判らない 

ア
ク
ト
３ 

呪術師や村に関する話を深める  

ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス 

緑：薬草を届ける 

蒼：新しい村へ移動する 

赤：魔物を倒す 

黒：呪術師を偽物と見破る 

 

エ
ン
デ
ィ
ン
グ 

依頼を達成したことを感謝される  

シナリオタイトル：大地の歩み～選べる四色～ 

シナリオタイプ：その他 季節：秋 セッション時間：２～４時間 



 このシナリオは緑竜、蒼竜、紅竜、黒竜のどのシナ

リオとして遊ぶことができます。前ページに記載され

ているシナリオ構成は全ての竜にて使用することがで

きます。 

 

 本書はシナリオ構成と各竜のシナリオで回す用のイ

ベントのリストで構成されています。GMはこのシナ

リオを用いて遊ぶ際、どの竜のシナリオとして遊ぶか

を選択してください。選択せずにシナリオを開始する

ことも可能ですが、シナリオ開始時にブレス等を決定

できなくなります。 

 

 竜を選択した後シナリオ構成と対応したイベントを

確認すれば遊ぶことが出来ます。全てのシナリオを読

んでおくと背景情報がより分かりやすくなるかもしれ

ません。 

 

 緑竜を選択した場合、PC達は緑の服を着た少女から

依頼を受ける事になります。依頼内容は母の病気を治

すために薬を取ってきて欲しいというものです。 

 

 シナリオの流れとしては村に行き薬の材料を集め、

呪術師に調合してもらい街に戻ると依頼達成となりま

す。 

 

 蒼竜を選択した場合、PC達は蒼い布を羽織った老婆

から依頼を受ける事になります。依頼の内容はかつて

世話になった村を助けてあげて欲しいというもので

す。 

 

 シナリオの流れとしては村に行き村人に避難を手伝

い、村に起ころうとしている危機から村を守ることが

出来ると依頼達成となります。 

 紅竜を選択した場合、PC達は紅の衣装の市長から依

頼を受ける事となります。依頼内容はこの国の属領た

る村が移動を開始しようとしているため協力をして欲

しいというものです。 

 

 村に迫る脅威である竜を退けるために軍が動きま

す。軍が竜を撃退することにより行き場を失った魔物

から村を守ると依頼達成となる。 

 

 黒竜を選択した場合、PC達は黒い服の商人から依頼

を受ける事となります。依頼内容は隣村との商談が呪

術師によって止められてしまったのでなんとかして欲

しいというものです。 

 

 シナリオの流れとしては村に行き、呪術師が偽物で

あり、本物の呪術師を助け出すことができれば依頼達

成となる。 

 

 本 シ ナ リ オ は と し り ん のTRPG大 学（http://

blog.livedoor.jp/toshirin_vf/ ）の管理人のとしりん

（Twitter：@kei7293） が作成したものであり、私的利

用を除いての利用も今回はOKです。 

 

 本シナリオは『りゅうたま』の解釈や世界観を決定

付けるものでなく、一個人の創作物である。本シナリ

オはフィクションであり、実在の人物や団体及びとは

関係ありません。 

 

 TwitterをはじめとするSNSに感想等を投稿していた

だくとモチベに繋がります。よろしくお願いします。 

このシナリオについて 

緑竜としてシナリオを回す場合 

蒼竜としてシナリオを回す場合 

紅竜としてシナリオを回す場合 

黒竜としてシナリオを回す場合 

始めに 

追記 

http://blog.livedoor.jp/toshirin_vf/
http://blog.livedoor.jp/toshirin_vf/


大地の歩み～緑～ 

 このシナリオは「大地の歩み～緑～」というシナリ

オです。GMは緑竜を用意してください。 

 

・街について 

 支配体制が共和制。街を脅かすものが村の特産品が

入ってこないこと。比較的穏やかな地形であること。

それ以外は自由に作成して構いません。 

 

・村について 

 支配体制は呪術師による君主制。厳しい地形である

こと。街より人口が少ないこと。それ以外は自由に作

成して構いません。 

 

・街と村の例 

 

・少女（ハミル・リーフ） 

 緑色の服を着た10代前半の少女。母親が病気にかか

りなおそうとして商人に薬をせがんでいる少女。所持

金は多くなくそもそも買えない。 

・商人（セント・ブラック） 

 黒い服を着た70代の商人。村から仕入れた山菜や霊

薬を売っている。心優しい商人であり、少女の期待に

こたえたいが村からの仕入れが止まってしまいどうし

ようもできない。旅人に足腰の悪くなってきた自分の

代わりに山菜と少女の欲する霊薬をお願いする。 

 

・呪術師（ハル・マグルス） 

 紫の顔の隠れた民族衣装を着た呪術師。厳しい地形

にある薬草から霊薬を作る方法を受け継いでいる。地

象予報（ウェザードの地形版）を預言という形で受け

取ることができる。ここ数日のうちに密林の竜が動き

村が飲み込まれてしまうので高山の奥地へ移動しよう

としている。この準備のため村の貿易を止めている。

少女のため霊薬を作るくらいの余裕はある。 

 

 村と街を移動するイベントや、山菜と薬草を取るイ

ベントは移動チェックを設けている。GMは独自の判

断で方向チェックと野営チェックを追加してもよい。

また、戦闘を道中に追加してもよい。 

 

 このシナリオは「大地の歩み～黒～」の半世紀後を

想定しています。 

 

 100年ほど前は竜の危機があった時は街が軍を動か

して村を守っていました。しかし、あるとき偽物の呪

術師が現れ嘘の預言などを行うようになり、竜の危機

と言われても何も起こらないことが続きました。それ

以降街は軍を派遣しなくなり、軍も縮小していきまし

た。 

 

 そうして竜の危機には村自身が避難することで解決

するようになった時代です。 

 

街と村について 

NPCについて 

他シナリオとの関係性について 

イベントの補足 

 街 村 

街の名前 シキ市 シーズ村 

規模 5000人 50人 

支配体制 共和制 君主制 

地勢と気候 厳しい高山 穏やかな草原 

代表的な建物 立派な市庁舎 呪術師の家 

特産品 加工品 山菜、霊薬 

街の色・匂い・音 色とりどりの服 岩肌の大地 

脅かすもの 村との貿易 竜の移動 



No.緑-1 イベントタイトル：市場 

時刻 朝 天候 晴れ 地形・舞台 街の市場 

●シーンの目的 

作った街を堪能してもらい、隣の村の噂を聞いてもらう 
地形+天候の目標値 ― 

●五感に感じること 

それなりに賑やかではあるが、店の数をみるに普段はもっと賑わってそうなのが分かります。 

一部の商人が商品がない、数がないなどと客と揉めているのがみえます 

●イベント 

朝の[コンディション・チェック]を行う。 

商人の会話から「隣の村の商品が入ってこない」ことを聞く 

No.緑-2 イベントタイトル：依頼 

時刻 朝 天候 晴れ 地形・舞台 街の市場 

●シーンの目的 

依頼を受ける 
地形+天候の目標値 ― 

●五感に感じること 

商人に相手にされていない緑の服を少女がこちらにやって来る 

少女は貧しそうな見た目であり、仮に商品があっても買えそうなお金は持っていない 

●イベント 

少女の依頼を受ける「母の病を治すために必要な薬を商人が売ってくれない」 

薬：トミロン。村の近くの高山で取れる薬草を村の呪術師が調合した物 

No.緑-3 イベントタイトル：商人 

時刻 朝 天候 晴れ 地形・舞台 街の市場 

●シーンの目的 

依頼を受ける、村について知る 
地形+天候の目標値 ― 

●五感に感じること 

商人に話を聞くと「別に私だって困っている子供を助けたくないわけじゃない。当然安価で売れるもんじゃな

いが、そもそも売ってやる商品がないんんだよ。仕入れてくれないか礼ならするぞ」山菜のリストを渡される 

●イベント 

商人が依頼を出す。報酬は一人当たり500G（薬と山菜合わせてサイズ5とする） 

少女の欲していた薬草と一緒に同じ地域に生えている山菜を取ってきて欲しい。 



No.緑-4 イベントタイトル：村へ 

時刻 昼 天候 晴れ 地形・舞台 森 

●シーンの目的 

村へ向かう 
地形+天候の目標値 10 

●五感に感じること 

草原にある街を出ると森が広がる。 

森を抜けると高山地形に入り、すぐに目的の村が見えてくる。 

●イベント 

目的地へ向けて移動する。 

[移動チェック](10)を行う。 

No.緑-5 イベントタイトル：呪術師 

時刻 夕方 天候 晴れ 地形・舞台 村 

●シーンの目的 

山菜などの場所を聞く 
地形+天候の目標値 ― 

●五感に感じること 

村人たちは忙しそうに荷造りをしている。 

呪術師は山菜や薬草の場所を教えてくれる。 

●イベント 

村人たちが旅人たちを呪術師に案内してくれる 

呪術師から村が多忙で物を売れない事、薬一つくらいなら調合は出来ることを聞かされる。 

No.緑-6 イベントタイトル：山菜取り 

時刻 夕方 天候 晴れ 地形・舞台 密林 

●シーンの目的 

山菜取りをする 
地形+天候の目標値 12 

●五感に感じること 

高山にある村から少し行くと密林が見えてくる。 

そこに話にあった山菜や薬草が群生している。 

●イベント 

山菜を採る。 



No.緑-7 イベントタイトル：調合 

時刻 夕方 天候 晴れ 地形・舞台 村 

●シーンの目的 

薬を調合する。 
地形+天候の目標値 ― 

●五感に感じること 

呪術師が儀式やお香をして薬を煎じている 

●イベント 

薬を調合する 

村が大変な時なので泊まる事は出来ないことを聞く 

No.緑-8 イベントタイトル：街へ 

時刻 昼 天候 晴れ 地形・舞台 森 

●シーンの目的 

村へ向かう 
地形+天候の目標値 10 

●五感に感じること 

行きと同じ道を夕焼けに染まりながら歩く 

●イベント 

目的地へ向けて移動する。 

[移動チェック](10)、[野営チェック](10)を行う。 

No.緑-9 イベントタイトル：感謝 

時刻 夜 天候 晴れ 地形・舞台 街の市場 

●シーンの目的 

エンディング 
地形+天候の目標値 ― 

●五感に感じること 

商人が感謝を述べ、お礼を渡す 

少女が感謝をする 

●イベント 

2人に感謝される 



大地の歩み～蒼～ 

 このシナリオは「大地の歩み～蒼～」というシナリ

オです。GMは緑竜を用意してください。 

 

・街について 

 支配体制が共和制。街を脅かすものが村の特産品が

入ってこないこと。比較的穏やかな地形であること。

それ以外は自由に作成して構いません。 

 

・村について 

 支配体制は呪術師による君主制。厳しい地形である

こと。街より人口が少ないこと。それ以外は自由に作

成して構いません。 

 

・街と村の例 

 

・老婆（ハミル・リーフ） 

 青い服を着た60代の老婆。かつて村によって助けら

れた経験があり、その恩を返したいと思っている。歳

のせいもあり、村の危機をお金で誰かに頼むことしか

できないことを悔しく思っている。 

 

・呪術師（ナツ・マグルス） 

 紫の顔の隠れた民族衣装を着た呪術師。厳しい地形

にある薬草から霊薬を作る方法を受け継いでいる。地

象予報（ウェザードの地形版）を預言という形で受け

取ることができる。ここ数日のうちに密林の竜が動き

村が飲み込まれてしまうので高山の奥地へ移動しよう

としている。先に新しい村へ移動してそちらの指揮を

執っている。 

 

・村の少年（ケント・クレナイ） 

  赤い服を着た10代後半の少年。村の数少ない若者

であり、村から荷物を運び出す準備をしている。都合

により持っていけない村人の荷物を気にかけている。

GMは彼が気にかけているものをPC人数よりも多く設

定する。（例：家宝の壺、糸車、子供のおもちゃ、力

ある石、旅の思い出） 

 

 村と街を移動するイベントにGMは独自の判断で方

向チェックと野営チェックを追加してもよい。また、

戦闘を道中に追加してもよい。 

 

 GMは村の移動の準備の際に、アイテムへの思い入

れや村の人の家族愛を演出すると蒼竜によりおいしく

頂かれるでしょ。 

 

 このシナリオは「大地の歩み～緑～」の半世紀後を

想定しています。 

 

 「緑」の少女と「蒼」の老婆は同一人物であり、か

つて緑に助けられた経験は「緑」のシナリオにて母の

命が助かったことなどです。 

 

街と村について 

NPCについて 

他シナリオとの関係性について 

イベントの補足 

 街 村 

街の名前 シキ市 シーズ村 

規模 5000人 50人 

支配体制 共和制 君主制 

地勢と気候 厳しい高山 穏やかな草原 

代表的な建物 立派な市庁舎 呪術師の家 

特産品 加工品 山菜、霊薬 

街の色・匂い・音 色とりどりの服 岩肌の大地 

脅かすもの 村との貿易 竜の移動 



No.蒼-1 イベントタイトル：市場 

時刻 朝 天候 晴れ 地形・舞台 街の市場 

●シーンの目的 

作った街を堪能してもらい、隣の村の噂を聞いてもらう 
地形+天候の目標値 ― 

●五感に感じること 

それなりに賑やかではあるが、店の数をみるに普段はもっと賑わってそうなのが分かります。 

一部の商人が商品がない、数がないなどと客と揉めているのがみえます 

●イベント 

朝の[コンディション・チェック]を行う。 

商人の会話から「隣の村の商品が入ってこない」ことを聞く 

No.蒼-2 イベントタイトル：依頼 

時刻 朝 天候 晴れ 地形・舞台 街の市場 

●シーンの目的 

依頼を受ける 
地形+天候の目標値 ― 

●五感に感じること 

老婆が旅人を見つけて話しかけてくる 

老婆が幼い頃に村の呪術師の調合した薬に世話になったらしい 

●イベント 

老婆の依頼を受ける「昔世話になった村が今大変らしい、彼らを助けてやって欲しい」 

依頼料として一人当たり500Gを渡してくる。 

No.蒼-3 イベントタイトル：村へ 

時刻 昼 天候 晴れ 地形・舞台 森 

●シーンの目的 

村へ向かう 
地形+天候の目標値 10 

●五感に感じること 

草原にある街を出ると森が広がる。 

森を抜けると高山地形に入り、すぐに目的の村が見えてくる。 

●イベント 

目的地へ向けて移動する。 

[移動チェック](10)を行う。 



No.蒼-4 イベントタイトル：呪術師 

時刻 夕方 天候 晴れ 地形・舞台 村 

●シーンの目的 

山菜などの場所を聞く 
地形+天候の目標値 ― 

●五感に感じること 

村人たちは忙しそうに荷造りをしている。 

呪術師は村の現状を教えてくれる。 

●イベント 

呪術師がもうじき竜が動くから村人が避難準備をしていることを教えてくれる 

呪術師が先に新しい村へ向かう 

No.蒼-6 イベントタイトル：移動 

時刻 夕方 天候 晴れ 地形・舞台 高山 

●シーンの目的 

次の村へ移動する 
地形+天候の目標値 14 

●五感に感じること 

高山のより深いところへ入っていく 

●イベント 

次の村の予定地が見えてくる 

[移動チェック](14)を行う 

No.蒼-5 イベントタイトル：荷物 

時刻 夕方 天候 晴れ 地形・舞台 村 

●シーンの目的 

山菜などの場所を聞く 
地形+天候の目標値 ― 

●五感に感じること 

荷造りを手伝ってくれることを感謝される 

おいていかなければならない荷物が多くある 

●イベント 

荷物を持ち切れずにおいていくものでもめたり、子供がわめいたりしている 



No.蒼-8 イベントタイトル：新たなる村 

時刻 夜 天候 晴れ 地形・舞台 新しい村 

●シーンの目的 

村の設営を手伝う 
地形+天候の目標値 ― 

●五感に感じること 

村の設営を手伝う 

●イベント 

村の設営を手伝う、村人にお礼をされる 

運べなかった大切なものを惜しむ人がいる 

No.蒼-7 イベントタイトル：戦闘 

時刻 夜 天候 晴れ 地形・舞台 新しい村 

●シーンの目的 

敵を撃退する 
地形+天候の目標値 ― 

●五感に感じること 

設営中に先ほどまで村だった場所が密林に飲まれていくのが見える 

それとともに地形からあぶれた魔物が一部村までやってくる 

●イベント 

戦闘：獣LV2（P154）をPC人数体 



大地の歩み～紅～ 

 このシナリオは「大地の歩み～紅～」というシナリ

オです。GMは緑竜を用意してください。 

 

・街について 

 支配体制が共和制。街を脅かすものが村の特産品が

入ってこないこと。比較的穏やかな地形であること。

それ以外は自由に作成して構いません。 

 

・村について 

 支配体制は呪術師による君主制。厳しい地形である

こと。街より人口が少ないこと。それ以外は自由に作

成して構いません。 

 

・街と村の例 

 

・市長（ケント・クレナイ） 

 赤い服を着た60代の市長。村出身でありながら市長

までのし上がった実力者。竜の身勝手で何かを失うこ

とを許せず、竜をも打ち破る軍備を築き上げた人物。

村の危機を聞きつけ軍の派遣を決定する。初の竜との

実戦であるため竜に兵力を集中させるため旅人村の警

護を依頼した。 

 

・呪術師（アキ・マグルス） 

 紫の顔の隠れた民族衣装を着た呪術師。厳しい地形

にある薬草から霊薬を作る方法を受け継いでいる。地

象予報（ウェザードの地形版）を預言という形で受け

取ることができる。数日以内に竜が動くことを聞いた

街が軍を動かすことを聞いて竜を撃退できるか半信半

疑でいる。竜が撃退できない場合に備えて避難の準備

をしている。竜が撃退できたなら、預言がなくても村

の安泰があるので憧れの旅に行こうと思っている。 

 

 

 村と街を移動するイベントにGMは独自の判断で方

向チェックと野営チェックを追加してもよい。また、

戦闘を道中に追加してもよい。 

 

 竜を倒すことを止めに入る話にしてもよい。また、

竜を一緒に倒す話にしてもよい。竜討伐を間近で見て

逃げ出したモンスターとその場で戦うとしてもよい。

その場合にPCのレベルと敵データの変更を推奨する。 

 

 このシナリオは「大地の歩み～蒼～」の半世紀後を

想定しています。 

 

 少年は「蒼」で竜の移動によって大切なものを失っ

た（失うのを見た）。その後街に行き実力をつけて軍

属を経て市長の座まで上り詰めた。そして、竜を倒す

ことを目標に軍備増強を図っていた。 

 

街と村について 

NPCについて 

他シナリオとの関係性について 

イベントの補足 

 街 村 

街の名前 シキ市 シーズ村 

規模 5000人 50人 

支配体制 共和制 君主制 

地勢と気候 厳しい高山 穏やかな草原 

代表的な建物 堅牢な軍設備 呪術師の家 

特産品 加工品 山菜、霊薬 

街の色・匂い・音 色とりどりの服 岩肌の大地 

脅かすもの 村との貿易 竜の移動 



No.紅-2 イベントタイトル：依頼 

時刻 夕方 天候 晴れ 地形・舞台 街の市場 

●シーンの目的 

依頼を受ける 
地形+天候の目標値 ― 

●五感に感じること 

市長が市場の視察に訪れている 

市長が話しかけてくる「旅人さんかい、少しお願いをしてもいいかな」 

●イベント 

隣の村に危機が迫っていること、その危機が竜の移動によるものであること。 

そのために軍を投入する予定であるが戦力不足なことを伝えられる。 

No.紅-1 イベントタイトル：市場 

時刻 朝 天候 晴れ 地形・舞台 街の市場 

●シーンの目的 

作った街を堪能してもらい、隣の村の噂を聞いてもらう 
地形+天候の目標値 ― 

●五感に感じること 

それなりに賑やかではあるが、店の数をみるに普段はもっと賑わってそうなのが分かります。 

一部の商人が商品がない、数がないなどと客と揉めているのがみえます 

●イベント 

朝の[コンディション・チェック]を行う。 

商人の会話から「隣の村の商品が入ってこない」ことを聞く 

No.紅-2 イベントタイトル：市長 

時刻 夕方 天候 晴れ 地形・舞台 市庁舎 

●シーンの目的 

市長の説明を受ける 
地形+天候の目標値 ― 

●五感に感じること 

商業国家らしい整った応接室にとおされる。 

●イベント 

軍で竜を撃退したときその地域からあふれた魔物が市へやってきたら危険であり、そこをカバーできないこと

を伝えられ、村の警備を頼まれる。報酬は一人当たり500G。 



No.紅-6 イベントタイトル：戦闘 

時刻 夕方 天候 晴れ 地形・舞台 村 

●シーンの目的 

敵を撃退する 
地形+天候の目標値 ― 

●五感に感じること 

指定の時間になり密林が引いていくのが見える 

変わった境界線から村の方へ移動する魔物が見えてくる。 

●イベント 

戦闘:グリフォン1体（P134） 

No.紅-5 イベントタイトル：呪術師 

時刻 夕方 天候 晴れ 地形・舞台 村 

●シーンの目的 

村に迫る危機を知る 
地形+天候の目標値 ― 

●五感に感じること 

村人たちは街が軍を動かすことを聞いてはいるものの逃げる準備をしている 

●イベント 

呪術師が竜が動くときを教えてくれる。 

どうやら呪術師には大地の竜の動きが分かるらしい 

No.紅-4 イベントタイトル：村へ 

時刻 昼 天候 晴れ 地形・舞台 森 

●シーンの目的 

村へ向かう 
地形+天候の目標値 10 

●五感に感じること 

草原にある街を出ると森が広がる。 

森を抜けると高山地形に入り、すぐに目的の村が見えてくる。 

●イベント 

目的地へ向けて移動する。 

[移動チェック](10)を行う。 



No.紅-7 イベントタイトル：エンディング 

時刻 朝 天候 晴れ 地形・舞台 村 

●シーンの目的 

村を救ったことを感謝される 
地形+天候の目標値 ― 

●五感に感じること 

竜を軍が撃退できることを知り、呪術師が旅に出ることを決意する 

●イベント 

PCはお礼に一泊させてもらう 

エンディング 



大地の歩み～黒～ 

 このシナリオは「大地の歩み～黒～」というシナリ

オです。GMは緑竜を用意してください。 

 

・街について 

 支配体制が共和制。街を脅かすものが村の特産品が

入ってこないこと。比較的穏やかな地形であること。

それ以外は自由に作成して構いません。 

 

・村について 

 支配体制は呪術師による君主制。厳しい地形である

こと。街より人口が少ないこと。それ以外は自由に作

成して構いません。 

 

・街と村の例 

 

・商人（セント・ブラック） 

 黒い服を着た20代の商人。秘伝の霊薬や山菜が取れ

ると聞いて商売で一山当てに頑張っている。呪術師の

言い分があやふやだったり、預言を外したりするので

呪術師の力にとても懐疑的である。 

 

・偽の呪術師（ライ・イトマ） 

 本物の呪術師をとらえて成り代わることで、村の特

産品の物流を調整して利益を得ようとしている。預言

の力や秘伝の製薬方法も知らないのでデタラメを言っ

ている。 

 

・呪術師（フユ・マグルス） 

 紫の顔の隠れた民族衣装を着た呪術師。厳しい地形

にある薬草から霊薬を作る方法を受け継いでいる。地

象予報（ウェザードの地形版）を預言という形で受け

取ることができる。旅に出ていたが帰ってきた所を偽

物に襲われ幽閉されてしまっている。 

 

 村と街を移動するイベントにGMは独自の判断で方

向チェックと野営チェックを追加してもよい。また、

戦闘を道中に追加してもよい。 

 

 呪術師が偽物であることを見破る方法として以下の

例を挙げる。[隠密][捜索]で本物を見つけ出す（呪術

師の家の中を探す）。[交渉][察知]で預言がデタラメ

であることや利益を得るためのものである事を示す

（預言と連動して利益を得る人物を見つける）。街ま

で戻り過去の呪術師に関する資料を集める（地形以外

の預言を行っている）。 

 

 このシナリオは「大地の歩み～黒～」の半世紀後を

想定しています。 

 

 軍の派遣により、竜が撃退でき呪術師の一族も長期

に旅を行えるようになった。その隙をつき偽物が台頭

し、嘘の預言を繰り返したせいで軍が派遣されなく

なっている。 

 

街と村について 

NPCについて 

他シナリオとの関係性について 

イベントの補足 

 街 村 

街の名前 シキ市 シーズ村 

規模 5000人 50人 

支配体制 共和制 君主制 

地勢と気候 厳しい高山 穏やかな草原 

代表的な建物 堅牢な軍設備 呪術師の家 

特産品 加工品 山菜、霊薬 

街の色・匂い・音 色とりどりの服 岩肌の大地 

脅かすもの 村との貿易 竜の移動 



No.黒-2 イベントタイトル：依頼 

時刻 朝 天候 晴れ 地形・舞台 街の市場 

●シーンの目的 

依頼を受ける 
地形+天候の目標値 ― 

●五感に感じること 

黒い服を着た商人が旅人に近づいてくる 

●イベント 

隣の村でインチキ呪術師が適当を言って困っているから第三者として一緒に来てほしい 

報酬は一人当たり500G 

No.黒-1 イベントタイトル：市場 

時刻 朝 天候 晴れ 地形・舞台 街の市場 

●シーンの目的 

作った街を堪能してもらい、隣の村の噂を聞いてもらう 
地形+天候の目標値 ― 

●五感に感じること 

それなりに賑やかではあるが、店の数をみるに普段はもっと賑わってそうなのが分かります。 

一部の商人が商品がない、数がないなどと客と揉めているのがみえます 

●イベント 

朝の[コンディション・チェック]を行う。 

商人の会話から「隣の村の商品が入ってこない」ことを聞く 

No.黒-3 イベントタイトル：村へ 

時刻 昼 天候 晴れ 地形・舞台 森 

●シーンの目的 

村へ向かう 
地形+天候の目標値 10 

●五感に感じること 

草原にある街を出ると森が広がる。 

森を抜けると高山地形に入り、すぐに目的の村が見えてくる。 

●イベント 

目的地へ向けて移動する。 

[移動チェック](10)を行う。 



No.黒-5 イベントタイトル：調査 

時刻 夕方 天候 晴れ 地形・舞台 村 

●シーンの目的 

依頼を受ける 
地形+天候の目標値 ― 

●五感に感じること 

様々な状況より呪術師が偽物であることを知る 

●イベント 

呪術師が偽である証拠を集める 

No.黒-6 イベントタイトル：暴き 

時刻 昼 天候 晴れ 地形・舞台 村 

●シーンの目的 

偽の呪術師を倒す 
地形+天候の目標値 ― 

●五感に感じること 

事実を知ったあなたたちを偽の呪術師とその取り巻きが消しにかかる 

●イベント 

戦闘：ごろつき(P152)PC人数体 

No.黒-4 イベントタイトル：呪術師 

時刻 夕方 天候 晴れ 地形・舞台 村 

●シーンの目的 

呪術師の言い分を聞く 
地形+天候の目標値 ― 

●五感に感じること 

村人たちは呪術師を信仰していることがわかる 

●イベント 

呪術師は竜の動きが読め、もうじき近くの竜が動くといっており、そのため商売をしている余裕はないと主張

する。 



No.黒-6 イベントタイトル：エンディング 

時刻 昼 天候 晴れ 地形・舞台 村 

●シーンの目的 

村人の誤解を解く 
地形+天候の目標値 ― 

●五感に感じること 

呪術師が偽物であることに村人たいが驚きを隠せずにいる 

●イベント 

村人の誤解が解け感謝をされる 


