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Lampiran  1.  Naskah Percakapan 

 

EPISODE 1 

あおば：春です。高校を卒業して、今日から社会人！。就職先はなんとゲーム会

社！ 

すずかぜあおばです。よろしくお願いします。大人なの仲間入りをする日が私しに
もやってきたのです。よし。 

へえ、本当には入っていいのかな。 

とうやまりん：こら！なんて。。ここは会社だから、子供は入っちゃだめよ。 

あおば：ごめんなさい。って、ちがいます。今日からイーグルジャンプで働かせて

いただく、すずかぜあおばです。よろしくお願いします。 

とうやまりん：あら、新入社員さんだったのね。ごめんなさい、私たら。。 

あおば：私こそ、ごめんなさい。すずかぜあおばです。入社するって聞いています

か？ 

とうやまりん：すずかぜ。。。ああ、聞いてます。一緒のチームだわ。私は AD のと

うやまりんです。よろしくね。 

あおば：目の前にプロが。。 

。。 

あおば：あ、あのう。。AD って大変ですよね。テレビでよく見ますけど。。いろい

ろ細かい仕事が多くて忙しそうなイメージだし。。 

とうやまりん：ああ、私の AD は”アシスタントディレクター“じゃなくて、”アー

トディレクター“よ。だから、すべてのグラフィックの管理が仕事なの。 

あおば：へえ、申し訳ありませんでした。 

とうやまりん：へええ、ちょっいいのよ。 

 

。。 

ようやまりん：ここがあなたの席よ。 

あおば：わああ。。。 

とうやま：そうだ、なにか飲む？ 

あおば：それじゃ、オレンジ。いけない、今日から社会人なんだ。コーヒーブラッ
クで 



80 
 

Universitas Darma Persada 

。。 

あおば：はあ、優しいそうな人で良かった。。 

これで私も今日から働くんだ。 

やがみこう：疲れた。。もうやった。。 

あおば：わああああああああああ、お。。おばけ？パンツ？？？ 

やがみこう：へえ、中学生？なんで子供が入るの？ 

あおば：子供じゃないです。 

とうやま：あら、起きたの？ 

やがみこう：りん、この子誰？ 

とうやまりん：今日から入社した、すずかぜあおばさんよ。あ、これ私のだけど飲

む？ 

やがみこう：サンキュー。へえ、どこの班に。。。これ佐藤入ってないじゃ？ 

とうやまりん：ああ、逆だったわごめんなさい。 

やがみこう：交換、ませてるなあ。。ブラック飲むの？ 

あおば：大人ですから、これからくらい余裕です。 

やがみこう：飲めないのかよ！で年はいくつなの？ 

あおば：十八です。 

やがみこう：へえ、高卒で来たの？珍しい。。でも、高校生にも見えないな。ハハ

ハ 

あおば：あなたこそ、おいくつなんですか？ 

やがみこう：いくつに見える？ 

あおば：ううう。。どうしよう適当なこと言えないし。。あ、あれはフェアリーズ

ストーリーのポスター！ 

やがみこ：あ、知ってるんだ。私が初めて携わったゲームなんだ。 

あおば：ええ、小学校のころにすっごいはまったんですよ。それでここの会社を知

って。。ままま。。まさかみそ 

やがみこ：そんなにいってないわい。25 だよ、私も高卒で入ったのむう 

あおば：ああ、あのごめんなさい。 

とうやまりん：フフいいのよ気にしなくてちなみに。。私はいくつに見えるかな？ 
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あおば：23？ 

やがみこ：同い年だよ！ 

とうやまりん：いい子ね 

あおば：ででも感動です。子供のころに好きだったゲームを作っていた人たちが目

の前にいるなんて。私とくにキャラクターデザインが好きで。 

とうやまりん：あら、ならここにいるやがみこうがフェアリーズストーリーのキャ

ラデザだったのよ。 

あおば：ああ、やがみ先生だったんですか？ 

やがみこう：急に態度変わったな。。 

とうやまりん：ちなみに今日からやがみがすずかぜさんの上司だから二人とも仲よ

くね。 

あおば：ががんばります。。 

やがみこう：あ、かんだ。 

あおば：い今のはナシです。 

。。 

そうそうにチームの皆さんに挨拶を済ませそのまま仕事。 

今年の新入社員は私だけっぽいなんだか心細いな。 

だめだめネガティブよあおば。まずはお隣さんから仲よくしなくちゃ。 

あおば：あの。。あ、だめだ。 

ｘ：こんなポーズでいいかな。 

あおば：何かの子の会社。。。 

あおば：あの席の人は休みなのかな。。 

たきもとひふみ：おはようございます。 

あおば：おはようございます。 

たきもとひふみ：ああ 

あおば：ああの今日から入社したすずかぜあおばです。 

たきもとひふみ：たきもとひふみ、よろしく。 

あおば：たきもとさんもキャラ班なんですか？ 

たきもと：あああ 
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あおば：ごごめんなさい。 

どうしよう誰とも仲よくなれそうにない。 

あおば：え、なんで会社に猫が？ 

よいしょっと 

ああ、かわいい 

はずき：ああ、いたいた。こんなとこまで遊びに来てたのか 

あおば：ああ 

はずき：新人のすずかぜあおばくんだね。うちの子が失礼した。 

あおば：ああ、いえ 

はずき：うーんかわいいね。私はこのチームが作っているゲームのディレクターは

ずきしずくだ。 

あおば：あ、はい宜しくお願いします。あ、その猫ちゃんは。。 

はずき：名前はもずくたまに連れて来るんだよ。毎日留守番させとくと退屈してい

たずらするからね。 

うみこ：はずきさん、探しましたよ。 

はずき：おや？うみこくん何か用かい？ 

うみこくん：うちあわせの時間もう過ぎてるんですけど 

はずき：あーいけないいけないまっ怒らないでおくれよ。顔にシワができてしまう 

うみこ：んっ 

はずき：ううわあああ 

あおば：どええ 

はずき：ごめんごめん 

うみこ：さっ行きますよみんな待ってます。 

はずき：それじゃすずかぜくんお仕事頑張ってね。 

あおば：ははあ 

ディレクタってあんまり偉くないのかな？ 

。。 

あおば：ん？社内メッセ？ 

ひふみ：さっきはごめんね！私喋るのが苦手で。私もキャラ班だから、分からない
ことがあったら何でも聞いてね！ あとひふみでいいよ。 
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あおば：ひふみ先輩！ああっ 

やがみこう：おーい新人ちゃん 

あおば：あ、はい 

やがみこう：３Ｄの経験は？ 

あおば：あ、絵以外は何も分からないんですけど。 

やがみこう：オーケー大丈夫。ではまずこの参考書の第一章をやるように 

あおば：はい 

やがみこう：んじゃ、よろしく。 

あおば：ああれ？それだけ？ 

あおば：どうしようさっそく分からない。でも誰に質問すれば。。ああ 

あおば：あのーひふみ先輩さっそく質問してもいいですか？ 

あの、ひふみせんぱーい？あれ？？ 

やがみこう：うしろ！うしろ！ 

ひふみ：わああ 

あおば：えっとえっと 

やがみこう：ハハハハハあいつら何やってんだ 

ひふみ：な何かわからないことがあるの？ 

あおば：え、はい。でもよく考えたら分かりました。。 

はあ。。ん？また社内メッセが来てる 

やがみこう：ひふみさんへの質問はメッセの方がいいとおもうよ！ 

あおば：やがみさん。よし。送信 

メッセージの着信音 

あおば：先ほどはご無礼しました。質問の件なのですが、参考書に選択したオブジ
ェクト以外を非表示にできるって書いてあるんですけど、そのツールボックスが見
つからずどこにありますか？ 

ひふみ：そんな事しなくても、ショードカッとの Ctrl+H でできるよー 

あおば：確かに解決しました。感謝です。ありがとうございました。 

ひふみ：いえいえ～ でもそんなに硬い文章じゃなくていいよ！スマイル！スマイ

ル！ 
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あおば：え？でも私、新人ですし。。 

ひふみ：大丈夫だよ！みんな結構ラフだから問題ないと思うよ。 

あおば：えっと、じゃあ。。ありがとうございます。みたいな？ 

ひふみ：good 

私。。私。。何だかいける気がしてきた！ 

やがみ：んっん？あおばからメッセが来てるやんけ 

あおば：参考書の指示のあった項目を進めてます。よゆーデス 

やがみ：影響されんの早っ！ 

あおば：フンフンフフーン 

やがみ：ご苦労様です。ちょっと席まで来てくれるかな？メッセの使い方も含めて

教えることがあります。 

あおば：すすみませんでした！ 

やがみ：少しはわきまえような 

。。 

ゆん：ん？ 

はじめ：ゆん、先輩としてすずかぜさんをおひるに誘った方がいいんじゃない？ 

ゆん：お昼はいいけど、はじめが誘えばええやん？ 

はじめ：ゆんが誘ってよ！ 

ゆん：先輩のくせにいくじなしやなー 

はじめ：すずかぜさんお昼行こうか？ 

あおば：わあっ 

ゆん：うちもうちも 

あおば：ああ。ああのひふみ先輩は？ 

ひふみ：あう。。 

ゆん：あーひふみ先輩はいつもお昼とらへんから。。今日は行きますか？ 

ひふみ：あごごめん 

あおば：あっ気を使わせてしまってごめんなさい。でも今度はぜひ 

ひふみ：あおばちゃん。。ややっぱり行く 
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やがみ：あおば一緒にお昼。。っていない？ 

ひふみ：あ。。 

やがみ：どうしたの？ 

。。 

ゆん：あいさつ遅れちゃってごめんな。うちはキャラ班のいいじまゆんこっちとは

どうき。 

はじめ：私はモーション班のしのだはじめよろしく。ん。。お願いします。だああ

だめだ後輩って初めてなんだよ。それに初対面だし。 

あおば：気にしなくていいですよ。先輩なんですからしのだ先輩。 

しのだはじめ：うはっ 先輩？何だか体がかゆくてなるから“はじめ”でいいよ。 

あおば：じゃあ“はじめさん”でも私もあおばでいいですよ 

はじめ：ああよろしくあおばさん。あいやおかしいかハハハハハ 

ゆん：さっきも社内メッセであおばちゃんのこと誘えサ添えってーうるさかったん

やで 

あおば：えっ 

はじめ：ちょっそういうこと言わないでよ 

ゆん：ええやん。初めての後輩で緊張しとるんやる 

はじめ：わっあう。。それはゆんも同じだろ！ 

ゆん：えっ 

あおば：うん？ 

ゆん：さっきあおばちゃんがひふみ先輩と絡んでた時もずっと気になってたっぽい

もんな 

はじめ：そういうこと岩直井でったら！ 

あおば：よかったみんないい人そうで 

。。 

あおば：さあどんどん進めるぞ。うっその前にちょっとお手洗い 

やがみ：トイレトイレトイレにいっといれ 

あおば：ややがみさん 

やがみ：な何してるの？ 
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あおば：お手洗いに行ったら社員証がなくて外かた扉が開かなくて 

やがみ：ああここトイレがオフィスの外にあるからな 

社員証がないとオフィスの出入り以外にも出勤記録も取れないんだよ。それは忘れ

るなんて事務も適当だよな 

とうやまりん：あコウちゃんあおばちゃんの社員証用の写真ってもう撮ってくれ

た？ 

やがみ：ほへ？ 

とうやまりん：もう！朝頼んでおいたはずでしょ 

やがみ：今から撮ってきまーす 

やがみ：ほらそこの壁際に立って 

あおば：ははい 

やがみ：うーんねえー一応服装は自由なんだけどさ。何で学生服なの？ 

あおば：やだなあ学生服じゃなくてスーツですよこれ。社会人の基本じゃないです

か？ 

やがみ：見えねえ 

やがみ：じゃあせめてスーツの正しい着方くらい見えようぜ 

やがみ：うわっ童顔だからスーツが似合わない 

やがみ：いやいいや 

あおば：今聞こえましたよ心の声！ 

やがみ：じゃあ気を取り直してっと。うーん照明が足りない。 

やがみ：はじめ照明貸してよ 

はじめ：え？私ライトなんて持ってないですよ 

やがみ：あるじゃん光る剣 

やがみ：おおいい感じいい感じ 

やがみ：じゃあ完成を待つべし 

はじめ：そうか入れなくなっちゃったんだ 

あおば：はいもうしたらいいか分からなくて泣きそうでした 

ゆん：大変やったね。おやつでも食べてリラックスしよ  

あおば：わあすごい 
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あおば：ひふみ先輩もおやつ食べますか？ 

ひふみ：食べる！今日はお菓子持ってきたよ！ 

ひふみ：これ 

3 人：おおっ 

ゆん：あおばちゃんは 3D の勉強中やったっけ？ 

あおば：はい早く覚えて働きたいと思っています。今作ってるゲームっていつ発売

なんですか？ 

ひふみ：あっ 

ゆん：いつやったっけ？ 

はじめ：半年後だよ。うわさではそろそろ恐ろしく忙しい時期が来るんだって 

あおば：え 

ひふみ：なるよ 

はじめ・あおば：え？ 

ひふみ：家に帰れなく。。なるよ 

はじめ：そのしゃべり方シャレになってないから 

あおば：でもやがみさんはもう泊ってましたよね。やっぱりリーダーだから？ 

はじめ：あの人は会社に住んでるって言ったほうが正しいじゃないかな。すごおよ

数人分の仕事こなしてるし 

あおば：ああ 

はじめ：まっ性格はアレだけど。アハハハハハハハ 

やがみ：あおばお待たせーはい社員証 

はじめ：あああああ 

あおば：わあ何だかほんとに入社した気分です 

やがみ：いやとっくに入社してるから。休憩も大事だけど、まだ就業前なんだから

さっさと仕事再開してね 

はじめ・ゆん・ひふみ：はい 

やがみ：それであおばはどれくらい進んだ？ 

あおば：あはいここまで 
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やがみ：おお早いじゃん。それじゃもうちょっとしたら仕事振るからよろしく。細

かい所は実践で見えていこう 

りん：あおばちゃんの様子はどう？ 

やがみ：割と物分かりがよくて助かってるよ期待できるかも 

あおば：フフ～頑張るぞ 

その前にちょっとお手洗い 

やがみ：トートトットトイレーあっ 

あおば：うーやがみさん 

こう：おつかれさま。 

はじめ：やがみさん、今日は泊じゃないんですね 

やがみ：もう毎日毎日泊ってたらもたないよ。りんにも怒られるし 

ゆん：りんさんも怒ったりするんですか？ 

こう：たまーによく怒るよ 

はじめ：どっちなんですか 

こう：えっへへへへ 

こう：初日はどうだった？ 

あおば：あっ 

やがみ：何か質問とかある？ 

あおば：あはい。あの大事なことを聞き忘れてたんですけど 

こう：おー何でも聞きな 

あおば：私たちのチームが作ってる新しいゲーム、なんていうタイトルなんです

か？ 

やがみ：あ聞いてなかったの？ 

ゆん：ああそういえば 

はじめ：私たちも言ってなかったっけ 

こう：フェアリーズストーリーの 3 作目だよ 

あおば：わ。。私あのゲームでキャラクターデザイナーになりたいって思ったんで

す。私頑張ります宜しくお願いします！ 
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。。。 

あおば：ああ疲れたー 

携帯電話の新同音 

あおば：あっねねっちからだ 

ねねっち：あおっち！ねえねえ聞いた？ムーンレンジャー映画化決定だって 

あおば：え？何それ知らないよ 

ねねっち：人気のアニメだよ。昔っから応援してたかいがあったってもんですよ。

上映されたら一緒に行こ？ 

あおば：いいけど私疲れてるから今日は切るよおやすみ 

ねねっち：わあちょっと待って！ 

あおば：ん何？ 

ねねっち：あいやだって会社初日大変だったらろうしまた家でお仕事のはなさせる

のもなって思って 

あおば：ああん。。そんなことないよ。ねえねえ聞いて。こっちもすごいことあっ

たんだよ。やがみこうさんって知ってるでしょ？「フェアリーズストーリー」のキ

ャラデザやった人。その人と仕事することになったの！ 

ねねっち：へ？すごーい 

あおば：私頑張るよ。頑張って私も早く仕事ができるようになる。新しいゲームを

作るために 

ねねっち：どうかなねねっちでも会社に泊まってる人はいたよ 

あおば：どうかなねねっちでも会社に泊ってる人はいたよ 

ねねっち：パンツ一丁で寝てる人と遭遇しちゃったりして 

あおば：へ？ 

ねねっち：なーんてそんな大人いるわけないか 
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EPISODE 2 

あおば：私が初めてフェアリーズストーリーをプレイしたのは小学生のとき物語に
感動し世界観に魅せられ何よりも魅力的なキャラクターたちにのめり込んでしまい
ました。このときに初めてキャラクターデザイナーという仕事を知りました。この
ゲームのキャラクターデザイナーはやがみこうという人でした。やがみこう。その
名前は私にとって特別なものになりました。 

あおば：私はすずかぜあおば、一種館前にゲーム会社に入社したばかりです。会社
の名前はイーグルジャンプ。なんと配属されたのはフェアリーズストーリーの 3 作
目を作るチームです。 

あおば：あっ 

こう：おはよう 

あおば：あっおはようございます 

あおば：さっきまで机の下で寝ていたこの人がやがみこうさん、仕事熱心でゆうべ
も会社に泊ったみたいです。いつか自分もやがみさんみたいなキャラクターデザイ
ナーになりたい。それが今の私目標です。でもパンツのまま寝るのは見習いたくな
いと思っています。 

やがみ：なんだよ？ 

りん：こうちゃん。後輩にだらしないとこ見せちゃだめよ。 

やがみ：へーい 

ちん：おはようあおばちゃん 

あおば：はい、おはようございます 

あおば：アートディレクターのとうやまりんさん。アートディレクターはグラフィ
ックの作業を管理するのが仕事だそうです。りんさんとやがみさんは同期入社で仲
がいいそうです。私は同期がいないからちょっと羨ましいです 

はじめ：おはようございまーす。あおばちゃん見て「ムーンレンジャー」の新しい

ステッキ買っちゃった 

あおば：すすごいですね 

はじめ：なんとボイスが 20 パターンも入っててさ。造形もアニメどおりで細かいし

ちょっと高かったけど買ってよかった！ 

あおば：モーション班のしのだはじめさん。私の席のすぐ近く明るく天気な先輩で
す。 

ゆん：おはようさーん 

はじめ：振ると。。 
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ゆん：はああっ。。痛い 

はじめ：わーっゆんごめん！ 

あおば：ゆんさん 

ゆん：うううう 

あおば：いじまゆんさん私と同じキャラ班、はじめさんと同期でしっかり者のお姉
さんっていう感じ 

ゆん：うう朝っぱらから何しとんねん 

はじめ：あああごめんごめん。つい盛り上がっちゃって 

ゆん：ううっおおんつ！これは確かに振り回したくなる 

はじめ：おっと 

ゆん：うう。。。 

ひふみ：おはようございます 

あおば：あっおはようございます 

ひふみ：んっ。。 

あおば：たきもとひふみさんもキャラ班。はじめさんとゆんさんよりさらに先輩。
あまりしゃべらないし笑わないけど社内メッセで質問すれば何でも教えてくれる親
切な人です。 

ちなみに私たちのチームはこういう編成。全体を統括するのがディレクターでグラ
フィックチームは背景班キャラ班モーション班エフェクト班に分かれてます。ヤガ
ミさんは私たちキャラ班のリーダーでもあります 

あおば：ちょっともずくちゃん(kucing)。んもー仕事にならないでしょ。フフンごめ

んなさいでしょ 

はずき：ずいぶん手馴れてるね 

あおば：うわっごめんなさいはずきさんのねこちゃんを 

はずき：構わないよ悪いのは仕事の邪魔をしたモズクさ、何なら飼い主である私に

もお仕置きしてくれていいんだよ 

あおば：えっ。。 

はずき：冗談さ。さあこれ以上じゃましちゃいけないよモズク 

あおば：はずきしずくさん今作ってる「フェアリーズストーリー３」のディレクタ
ーなんだけどそうは見えない不思議な人です。モズクちゃんの名前は飼い主がしず
くさんだから語呂で決めたそうです 
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ゆん：あおばちゃん、お昼どうする？ 

あおば：あっ 

はじめ：私たちはお弁当買ってくるけど 

あおば：このパートはちょっとで終わるから一気にやっちゃいます 

はじめ：あそっか。でもおなかには何か入れとくほうがいいよ 

ゆん：あっせめて 

あおば：ん 

ゆん：これだけでも食べとき 

あおば：このご恩はいつか必ず 

ゆん：今度何かおごってやー 

はじめ：本気だな 

あおば：フゥ。。やっと終わったー 

あおば：ユン先輩いただきます。ひふみ先輩っていつもお昼どうしてるんだろう？ 

ひふみ：あっわああ 

ひふみ：んな。。何か用？ 

あおば：いいえひふみ先輩はおひるごはん食べないのかなって 

ひふみ：もう家で食べちゃったから 

あおば：ええっすごい私そんな余裕ないです。出社お昼に近いし 

ひふみ：あ。。そうじろうと一緒に食べたくて 

あおば：そそそ そうじろうさんってまさか かか かかれ 

ひふみ：見る？ 

あおば：いいんですか？ 

ひふみ：こういうところは素早いのに 

あおば：んん 

ひふみ：これ 

あおば：あん？ たわし？ 

ひふみ：ハリネズミ 



93 
 

Universitas Darma Persada 

あおば：なんだそうじろうっていうからてっきり彼氏さんか何かかと 

ひふみ：かれ。。し？男の人といると気が休まらないから 

あおば：ああ分かりますちょっと緊張しますよね 

ひふみ：いや想像だけど 

あおば：ごめんなさい私も想像でした 

ひふみ：ほかにもあるよ 

あおば：わっかわいい 

ひふみ：でしょ 

あおば：ハリネズミって懐くんですか？ 

ひふみ：ううん、いつも巣穴に隠れてる。すごく臆病 

あおば：なんだかひふみ先輩と似てる 

ひふみ：でも素手で触れるぐらいにはならしたよ 

あおば：あっひふみ先輩が笑顔 

ひふみ：ああ 

あおば：ああ 

ひふみ：ええーっ。忘れて 

あおば：お金？！ 

ひふみ：いやだってこんな顔 

あおば：そんあ。。笑顔もかわいいじゃないですか 

ひふみ：え？ 

あおば：だってすごく優しいそうでー。これなら話しかけやすいのに 

ひふみ：ううう。おかしくないんだ？ 

あおば：とんでもないです 

ひふみ：じゃあ。。。。うー。。 

あおば：いや出来つつありました 

ひふみ：無理― 

あおば：じゃあ私を見ずにそうじろう君を見ましょう。スマイルスマイル 
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ひふみ：スマイルスマイル 

やがみ：ごはんごは。。ううっ何やってんだ？ 

ひふみ・あおば：あっ 

やがみ：あおば昼飯は？ 

あおば：ああ参考書を進めたくて 

やがみ：休憩をちゃんと取るのも仕事のうちだよ。ほらおにぎり 

あおば：わあっわっうう。何かすみませんユンさんにもスナックもらったりで、や

がみさんにも今度何かおごります 

やがみ：新人におごられるか！ 

やがみ：忙しいときは出社前に何か買っとくんだね 

あおば：ありがとうございますいただきます 

あおば：わあもうこんな時間早く食べなきゃ 

ひふみ：ああっそうじろう。。の仲間 

あおば：あんっん？あ？ 

ひふみ：あっごめん。いいえ 

あおば：ドキッとしたあ 

。。。 

ひふみ：ただいまそうじろうも笑顔のほうがいいかな？ 

。。。 

あおば：あれ今日はお弁当なんですか？ 

ひふみ：うんそうじろうｔお喧嘩したから 

あおば：喧嘩？（けんか） 

ひふみ：そうじろうは私の笑顔嫌いみたい 

あおば：ええーっ 

。。。 

やがみこう：参考書どれくらい進んだ？ 

青葉：あはい何とかここまで 

やがみこう：ふむふむ よしそろそろ本番といくか 
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青葉：本番？ 

やがみこう：仕事だよ青葉に初仕事してもらうの 

青葉：ああ。。はい！ 

やがみ：これが今作ってる！「フェアリーズストーリー」の主人公のナイト君 

青葉：何度見てもいいですね。ホントいいですね。でもこの町ってひとがいなくて

さみしいですね。 

やがみ：そう青葉の初仕事はこの町をにぎやかにしてもらうこと 

青葉：どどうやってですか 

やがみ：村人を一人一人作るんだよ。デザインはできてるからそれをモデリングし

て３D キャラに起こすの。ちなみに、こういった村人とか直接操作しないキャラの

ことを NPC つまりノンプレイヤーキャラって言うんだ。逆に操作できるキャラは

PC。こっちの町のンＮＰＣは全部できてるから参考にしてね。 

青葉：わあねこみみさんだらけかわいい！ 

やがみ：ねもみみだからねひふみさんの力作 

青葉：ひふみ先輩私も頑張ります！ 

ひふみ：え？ 

。。。 

ゆん：いよいよあおばちゃんも初仕事かあ 

青葉：はい頑張ります 

はじめ：なんか青葉ちゃん見てると自分が新人のころ思い出すなあ 

ゆん：はじめほど失敗しとらんだけどね  

はじめ：むっ私だってそんなに失敗しなかったよ。お茶こぼしたり、間違えてほか

の会社に入っちゃったりしたけどさ 

ゆん：やっとるやん 

はじめ：もうー 

ひふみ：ありがとう 

はじめ：あっでももう２年目だもん。新人のときみたいな失敗はしないよ。わああ

あ 

あおば：ふ拭くもの取ってきます 

ゆん：言うてるそばからもう！ 
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はじめ：ごめーん 

。。。 

青葉：うーんやっぱり難しい。ひふみ先輩はどうやってるんだろう。そうかここが

こうなって 

やがみ：青葉、そろそろお店に行く時間だぞ。っふ 

青葉：ここってどうすればいいんだろう 

やがみ：青葉！ 

青葉：え？あはい 

やがみ：時間だよみんなを待たせちゃうぞ 

青葉：あっすす。。すみません 

。。。 

りん：それでは涼風青葉ちゃんの新人歓迎会を行いたいと思います。かんぱい 

一同：かんぱい 

やがみ：今日は会社のおごりだってさ。みんな好きなだけ飲んで食べちゃおう 

一同：はーい 

やがみ：よっしゃあ食うぜ 

はじめ：あーそんなに肉を持ってかないでくださいよ 

やがみ：青葉！入社祝いにこれ食べてみ 

青葉：え何ですか？ 

やがみ：まあまあほれほれ 

青葉：ん！んんつー。何これ辛い。。 

やがみ：アハハハからし入りロシアンたこ焼き大当たり！ 

りん：青葉ちゃんはこういう飲み会は初めて？ 

青葉：ははい 

ゆん：というかまだお酒飲めへんもんね 

青葉：え？もう酔ってる？ゆんさん寝ちゃだめですよ 

ひふみ先輩は強そう 

やがみ：そうなんだよでざー 
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りん：あら？はずきさん 

はずき：ちょっとのぞきに来たよすずかぜ君どう？ちゃんと歓迎されてるかい？ 

青葉：はい歓迎していただいてます 

はずき：聞いたよもう仕事を振られたんだったね  

青葉：はいでもまだ全然進んでなくて 

はずき：アハハまだお仕事承日だろ？一週間で３Ｄの作業に入るなんて早いほうだ

ろうヤガミ？ 

やがみ：まあ意外と参考書が進んでたんでいいかなって 

はずき：相変わらずやがみは素直じゃないね。直にすごいって言ってあげればいい

のに 

はずき：すずかぜ君やがみは素直じゃないうえに実はナイーブだから優しくてあげ

てね  

青葉：はあ 

やがみこう：もう帰ってくださいよここはキャラ班の歓迎会なの 

はじめ：私モーション班ですけど 

やがみ：話をややこしくしない！ 

一同：ハハハ 

はずき：こんなところだけどうまくやっていってもらえるとうれしいよ  

青葉：いえ会社ってどんなところだろうって、少し不安だったんですけど皆さん優

しいので安心してます 

はずき：フフそれはよかった 

はずき：さて私はそろそろ行くかな 

はじめ：えっホントに帰っちゃうんですか？ 

はずき：私がいないとモズクがすねちゃうからね  

りん：外までお送りします 

はずき：あとお肉ごちそうさま  

やがみ：アア。いつの間に 

。。。 

やがみ：青葉って彼氏いんの？ 
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青葉：へっ？いいるわけないじゃないですか。んんでもやがみさんはいそうですよ

ね  

やがみ：へっ？いいるわけないじゃん 

はじめ：何初々しく照れてるんですか 

やがみ：仕事ばっかしてっとよーそんな暇ねえっつーの 

りん：ちょっとコウちゃん飲みすぎじゃない？これは私が飲むわ 

やがみこう：ちょっその酒強いよ  

りん：私の彼氏いないわ 

やがみ：聞いてねーへへへ  

りん：あおばちゃん新人は先輩にお酒をつぐものれす 

青葉：あっはあ 

やがみ：フフフ 

青葉：すすみません 

りん：ぶはっあ。ビールの正しいつぎ方ってのはねーこうするのよこうちゃん！ 

りん：これこれが絵的にも味的にもベストなの 

あおば：おおー 

やがみ：フフ 

はじめ：いやそこ感動するとこ違うから 

はじめ：だいじょうぶですか 

やがみ：ハハハ弱いのに飲むから 

青葉：これが大人の飲み会。。ん？ 

ひふみ：注文お願いします 

青葉：あはいあのーすみません 

店員：はいただいま 

青葉：えっとこの“もりむさし”？お願いします 

店員：“もりたけぞう”ですね 

青葉：あはいもりたけぞう 

店員：飲み方はいかがいたしますか？ 
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青葉：え？ 

店員：ロックか水割りかソーダ割がありますが 

青葉：ああひふみ先輩 

ひふみ：えっ 

青葉：飲み方どうします？ 

ひふみ：あっそのままで 

青葉：そのまま？そのままだそうです 

店員：ストレートですか？ 

青葉：ストレー。。え？ 

店員：何も割らなければストレートになりますが 

青葉：あ。。ああはいそれで 

店員：もりたけぞうのストレートしばらくお待ちください 

青葉：ハァ。でもお酒って高いなあ！1 敗 800 円のもある。マンガ 1 冊買える

し。。あっ 

青葉：どどんな味なのかな 

青葉：あの一口だけ飲ませてもらってもいいですか 

ひふみ：え？えっえ。。一口だけだよ 

店員：お客様 

ひふみ・青葉：ひいいっ 

青葉：ごごごごめんなさいででででもまだ何もしてないです 

店員：ああ。。あのラストオーダーとなりますのでご注文がありましたらお願いで

きますか 

やがみ：えー？もう？早― 

メッセージ：お先は後二十歳になってからだソ 

青葉：もっと早く止めて下さい 

やがみ：えーそれでは 2 次会来る人！ 

はじめ：私はゆんを家まで送って帰ります 

青葉：あれひふみ先輩はもういなくなってる 
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りん：私は行けます 

やがみ：アハッよしじゃあ 3 人で行こう 

。。。 

やがみ：マスター何かウイスキー青葉は？ 

青葉：もうお酒はこりごりなんでジュースってないのなか。あっ私はオレンジブロ

ッサムで 

やがみ：それお酒じゃん 

青葉の家で 

ハァお酒なんて飲んでないのに私も酔っ払った気分 

はい、もしもし 

ねちゃん：うわーあおっち 

青葉：うえっどうしたのねねっち 

ねちゃん：聞いてよ大学でねみんなが中学生扱いするのひどういと思わない 

青葉：ああだってねねっち子供っぽいもんしょうがないよ 

ねちゃん：あおっちに言われたくないよ 

青葉：ででも私。。社会人になって大人らしいこと覚えていってるし！成長してる

し！ 

ねちゃん：どんな？ 

青葉：えーっとお酒の頼み方とか？ 

ねちゃん：わー悪い大人がいます！ 

青葉：飲んでないよ 

ねちゃん：んっお仕事のほうは順調？ 

青葉：うーんまだ分からないことだらけだけど、おもしといよ。今やがみさんの設

定がから３Ｄにしてるの 

ねちゃん：へえーそれって「フェアリーズストーリー」の３？ 

青葉：ええ 

ねちゃん：へっまさかホントに？ 

青葉：あちっあ違う違う。今のはそうだったらいいなっていつ間であって、だいた

い今何作ってるかは言っちゃいけないんだよ。ひゅひぎむっていうのがあるの 
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ねちゃん：ごめん忘れる今の忘れるからあおっちが逮捕されるようなことしないか

ら 

青葉：逮捕？ 

。。。 

会社で 

ひふみ先輩っておいしそうにお酒を飲むので憧れ者います。あぶったエイヒレに七

味を振ったマヨネーズをちょっとつけて熱かんでしっぽりそんな大人に私はなりた

いです   
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EPISODE 3 

涼風青葉です雨にも負けず風にも負けずまして布団の誘惑などに負けるわけもなく

今日も社会人として自覚をもって頑張ります。 

あおば：んあ寝落ちしてた。わああああ遅刻だあ！ 

あおば：今日お母さんがいない日ってこと忘れてた、って何学生みたいなこと言っ

てるんだ私。遅刻したらどうなるんだろう怒られるのかな 

りん：最近あおばちゃんが会社に慣れてきたのはありがたいんだけど 

やがみこう：たるんでるね。罰として今日はパンツで泊まってもらうから 

あおば：パンツ？！ 

ゆん：どないしたの？ 

あおば：ゆんさん 

ゆん：もしかしてあおばちゃんも遅刻？奇遇やねえ 

あおば：ずずいぶん余裕ですね  

ゆん：うーんまあたまにやしこういうこともあるわ 

あおば：ででもまだ遅刻って決まったわけじゃ。駅から走ればぎりぎり間に合うか

も 

ゆん：残念やけどな 

あおば：ん？ 

ゆん：うちの足では走っても 1 分走らへんのや、せやからあおばちゃん先行っても

ええよ  

あおば：経験すみですか 

ゆん：あおばちゃんって運動神経ええほう？ 

あおば：いえすごく悪いです。学生時代もクラスでもいつもビリでした 

ゆん：うｎ足遅い子って走り方もおかしかったりするんやん。そっちけい？ 

あおば：ああはいそんあ感じです 

ゆん：はあ仲間や！うちもごっつい遅くてビリやんねん 

あおば：はあ 

ゆん：よっしゃほんならうちも一緒に走ったる 

あおば：走ってるとこ見られたくなかったのかな 
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あおば：あっ着きました。行きましょう！ 

あおば：ゆんさーんごめんなさいもう走れません 

ゆん：うちより遅いやん 

ゆん：諦めたらあかん頑張って最後まで一緒に走ろう。この調子なら絶対間に合う 

あおば：ああゆんさん 

。。。 

やがみ：あれー今日はずいぶんと寂しいな 

とうやまりん：まだ連絡がないから少し遅れるんじゃないかしら 

やがみ：3 人も遅刻なんて気が緩んでるのかなあ。ちょっと厳格な態度で接するべき

か 

はじめ：できるんですか？ 

やがみ：できるよ失敬な 

あおば・ゆん：おはようございます 

はじめ・やがみ：あああ？ 

やがみ：おいおい遅刻だってのにずいぶんのんびりしてるね。自覚はあるの？ 

あおば：ごごめんなさい 

やがみ：特にあおば！ 

あおば：ううっ 

やがみ：まだ入社 1 っか月も経ってないのに学生気分じゃ困るよ  

あおば：はい 

ひふみ：コウちゃん会社の前までは 

やがみ：ん？ 

ゆん：あおばちゃんがさっき転んでしもてかばんの中身を拾うてたら、遅くなって

しもうたんです 

やがみ：え？ちょっとこけたって大丈夫なの？ 

あおば：え？ 

やがみ：それで鼻が赤かったのか。そうならそうと早く言ってよ勘違いしちゃった

じゃん。あおばはいつも頑張ってるし学生気分だとは思ってないよ。でも一応上司

だし。とはいえひどいこと言ってごめん。 
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あおば：ああ 

やがみ：今日のところは遅刻じゃないことにしといてあげるけど、3 人も遅刻届は出

すように 

あおば：ああ 

はじめ：フフフ 

やがみ：ハァ慣れないことしたら失敗した 

りん：コウちゃんまず事情を聞かないから 

やがみ：うん気をつける  

。。。 

やがみ：でこれは何なのかな？ 

あおば：え？あ遅刻届ですけど 

やがみ：ん。。そうじゃないよ。何で遅刻理由があおばもゆんも“寝坊”かの？こ

れじゃあ帳消しにできないじゃん 

あおば・ゆん：ああ 

やがみ：書き直し。そしてひふみちゃん？ 

ひふみ：ああ 

やがみ：これは何？ 

ひふみ：朝ご飯がおいしくて。。つい 

やがみ：んなこと聞いてないよ！まず書類に顔文字書かないでよ 

やがみ：あーもう反省して損した！ 

りん：アハハ 

あおば：やがみさんは遅刻を帳消してにしてくれって言ってはくれたけど。そもそ

もの遅刻の原因は自分の夜更かしなんだし。気を引き締めないと 

ゆん：あおばちゃんって何事にも全力やな 

。。。 

やがみ：初めて作った割にはよくできてるよ  

あおば：あ 
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やがみ：でも全体的に稲井が弱いね。パット見でひふみんのキャラと比べると印象

が弱く感じるでしょ？ それと表情がちょっと硬いねあと一本筋が通ってないってい

うか。もうちょっとバランスにこだわって  

あおば：え？あでもこれって村人ですよね。そんあに見ないんじゃ 

やがみ：そう？ 

あおば：あ 

やがみ：私はしょっちゅう見てるけど？こーんなふうに 

あおば：あ 

やがみ：リテイクお願い 

あおば：はい 

。。。 

ゆん：何でうちの作ったキーちゃんがそんなもっさい動きしてんの？んん 

はじめ：ヒヒヒヒキモかっこいいでしょ 

ゆん：もうちょっとシャープな動きのほうがキーちゃんに似合ってんのに 

はじめ：え？この子はそっち系じゃないでしょ。せい息エリア洞窟だよ？ 

ゆん：分かってへんなあ 

はじめ：ハァ。。これが見解の相違ってやつですな 

ゆん：んん 

やがみ：ゆん 

ゆん・はじめ：あ 

やがみ：ひふみ 

ひふみ：あ 

やがみ：これ今週中によろしく。はい 

ゆん：え？こんなに？こ今週中ですかー？ 

やがみ：またいい感じのキモかっこいいのをよろしく頼むよ  

うん：ははーい 

はじめ：キモかっこいいのをよろしくね  

ゆん：これがそっちにも行くことを忘れんときや 
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はじめ：うわあ 

あおば：モズク～そんな甘い声を出してもご飯はあげないからね  

鳴き声 

あおば：甘い上手なモズクちゃんは自分にも甘々だから、そんなわがままボディを

テに入れちゃったのかなあ？ 

はずき：そうにゃんだ。だから私のわがままボディを思う存分いじめてくれないか

にゃ 

あおば：え？ 

はずき：にゃんなら私のわがままボディにしてみるかい？ 

あおば：うあ。。 

はずき：うわああ。ふむすずかぜくんはうちのモズクのほうが好みらしいね  

あおば：うわああ 

はずき：いやあ実に残念だいつでも貸し出し可だから、落ち込んだ時は存分にかわ

いがってくれていいよ  

あおば：ああ 

。。。 

あおば：ああ。。お先に失礼します 

やがみ：んーお疲れ夜遅いから気をつけんだよ  

あおば：はい 

。。。 

あおば：やがみさんチェックをお願いします 

やがみ：ほーい 

やがみ：実物を観察すること 

あおば：うううう。。。 

はじめ：こうしてこう 

やがみ：このキャラはどこがポイントなのかよく考えて 

りん：あおばちゃん遅いから今日はもう上がっていいわよ  

あおば：はい 
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。。。 

やがみ：うーんだいぶよくなったけどまだちょっと硬いね。今日一日あげるからリ

テイクお願い  

あおば：はい 

あおば：ああまたダメだった。確かにひふみ先輩のと比べたらまだまだかもしれな

いけど 

ゆん：やがみさん厳しいみたいやね。ほいアメちゃん  

あおば：あ、どうも。今回は自身あったんですけどね  

ゆん：あんまり無理せんといてな。うちはあおばちゃんのそのキャラ好きやで 

あおば：あっどーもです 

あおば：よし 

社内メッセ 

あおば：お疲れ様です。キャラの表情が固いと言われているのですが、どうすれば

可愛く作れるのでしょうか？ 

ひふみ：フィーリングかなー。あおばちゃんのキャラ、可愛くできてるとおもうよ

～ 

あおば：ひふみ先輩はどういうところに気を付けてモデリングしているのですか？ 

ひふみ：かわいくなれー って感じながら作ってる！ 

あおば：ありがとうございます。頑張ってみます 

。。。 

はじめ：お疲れ様でーすじゃねあおばちゃん 

あおば：え。。お疲れ様です 

あおば：どうしよう終わってない 

りん：あおばちゃん調子はどう？ 

あおば：とうやまさん、ああのまだ。。 

りん：ちょっと見せてもらっていい？ 

りん：しっかりできてるじゃない最初でこれはすごいとおもうわ 

あおば：あっでもまだ納得いっていない箇所がいっぱいあって、やがみさんはごま

かせないです 
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りん：そうねコウちゃん厳しいものねー。遅れは大丈夫だから今日はもう遅いし帰

りましょう  

あおば：はい 

りん：あおばちゃん一人暮らし？ 

あおば：いえ実家からの通いです 

りん：じゃあこんなに遅くなってご両親心配してるでしょ？ 

あおば：はいさっきお母さんに電話したら“お肌に悪いよ”って心配してました 

りん：心配するのはそこなのね  

りん：ＮＰＣは作ってて楽しい？ 

あおば：楽しいです。だけどこんなに大変だとは思ってませんでした。今までは一

人で絵を描いてそれで終わりだったから修正がくるのも初めてだし 

りん：そうねそれがメモを作ってお金をもらうってことよね。実はね今朝のあおば

ちゃんが提出してきたの本当ならオーケーなの  

あおば：ええ？どういうことなんですか。オーケーなのにオーケーじゃないって 

りん：あおばちゃんには通常のオーケーラインで満足してほしくなかったんじゃな

いかな。期待しているのよあれで。あっ私この駅で乗り換えだから、お疲れ様。頑

張ってね 

あおば：あっお疲れ様です 

あおば：私が期待されている 

あおば：もしもし 

ねねっち：もしもしあおっちゃんあれ？今外？ 

あおば：そうだよ。今家の近く帰ってるとこ 

ねねっち：ありゃりゃそれはお疲れさんだね  

あおば：お疲れさんだよー  

ねねっち：ああお母さんが言ってたけど夜更かしはお肌に悪いんだって 

あおば：その話今日 2 回目 

ねねっち：え？何何？今日初めてだよー 

あおば：あっハハハ 

ねねっち：お仕事順調そうだね、もう完成した？いつ発売するの？ 
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あおば：完成はまだまだだよ  

ねねっち：最後の修羅場ってやつじゃないんだ。ちゃんと休んでる？ 

あおば：今やっている村人に苦戦してて 

ねねっち：えー村人作ってるの？ 

あおば：そうだよ 

ねねっち：フェアリーズのモブ結構作り込んでるから、好きなんだよね  

あおば：あ？うんやがみさんもすごいこだわってるんだよ  

ねねっち：フェアリーズの 1 作目からキャラの説明欄もすごく細かくて、あっあお

っち覚えてる？ 

あおば：ん？ 

ねねっち：あの三バカトリオのとん・ちん・かん今回ああいうの出て来る？ 

あおば：ホント好きだねー。私のはかわいいかわいい村の娘だよ  

ねねっち：花売り？ 

あおば：そうそんなのが似合いそうな感じ 

ねねっち：じゃあ夢見るほわほわタイプだ 

あおば：ブッブーもうちょっと親孝行しててしっかりした元気な 

ねねっち：ストライク狭っ！似たようなもんじゃーん 

あおば：え？ほわほわタイプはフリフリーって感じで親孝行タイプはもうちょっと

質実剛健って感じで全然違うじゃーん 

ねねっち：ねえ、どうした？ねえ聞いてるのー？もしもしこちらねねっちでーす聞

こえてますかー？ああおっち？大丈夫？おーい 

あおば：あっ！大丈夫ごめん明日早いからもう切るね。ありがとうねねっち  

。。。 

やがみ：ん。。眠い。。ん。。お？ 

やがみ：おはよー今日は早いなあ 

あおば：あおはようございます。ってスカートはいてくださいよ  

やがみ：ああ 

あおば：やがみさんもう少し女の子らしく寝たほうがいいと思いますよ  
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やがみ：女の子ってテへへ 

あおば：褒めてないです。あの遅くなってすみません。ちょうどさっき村人のモデ

ルができたんです。チェックお願いできますか？ 

あおば：どどうでしょうか？ 

やがみ：うんオーケーすごくよくなった 

あおば：あっやった 

やがみ：どう？あおば的には満足？ 

あおば：これは満足ですけどまた一から作ったらもっといいのが作れる気がしま

す。あとちょっと時間がかかりすごです 

やがみ：そうだね。これは一週間以上かかっちゃったけど次は三日で作ってみよう

か 

あおば：え？ 

やがみ：だからスリーデイズ 

あおば：せめて 4 日になりませんか？ 

やがみ：何言ってんだよ最終的には一日 1 体作ってもらおうと思ってんだかんね 

あおば：え？まさかひふみ先輩の言ってた帰れなくなるってこういうことですか 

やがみ：まあ終われば帰れるよ  

あおば：嫌です。私下着姿で寝るなんてありえないです 

やがみ：何を？？今ははいてるだろ！ 

あおば：寝てる時の話ですよ 

。。。 

ねねっち：ほいほい 

あおば：あねねっち。昨日はいきなり電話切っちゃってごめんね  

ねねっち：んー別にいいよどうした？ 

あおば：んっねねっちの声が聞きたくなっちゃったんだよー  

ねねっち：えっどうしたのあおっち？何か悪いものでも食べたの？はっままさかお

酒飲んでるとかしてないよね？私たちまだ未成年なんだからね  

あおば：覚えることがたくさんあって大変だけどゲームを作るのって楽しいです 
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EPISODE 4 

やがみ：うーんそうだなあ。ほかのキャラより身長高すぎるから、ちょい低くして 

あおば：あ、確かに！ 

やがみ：まっ今日はもう遅いからあとは明日だね。 

あおば：そうですねすいません 

りん：でもあおばちゃん前に比べてだんだん早くなってきてるわよ 

あおば：いいえまだまだですよ 

。。。 

あおば：毎日モズクちゃん連れて来るのって大変じゃないですか 

はづき：まあこの子は重いからね。まっおあかげで腕が鍛えられているよ 

あおば：ちょっとはダイエットしないとねー  

モズクの鳴き声 

はづき：そろそろ入社してひと突きというところだね。どうだい？仕事に慣れたか

い？  

あおば：いえまだまだリテイクばかりで、でも楽しいです。 

あおば：な何でいきなり撮るんですか 

はづき：とてもいい笑顔をしていたからつい 

あおば：つい。。ってそれ理由になってませんよ  

はづき：今は何の作業をしてるんだい？ 

あおば：えっと村人の 3 体目がもうそろそろ仕上がります。はいそろそろ 

はづき：それの修正が続いているんだね  

あおば：はい。ただリテイクは確かに大変なんですけど修正するたびによくなって

いるのが分かるんです。最後にやがみさんにオーケーをもらえたときは本当にうれ

しくて、あっ 

はづき：ん？ 

あおば：んーこんなこと言っちゃいけないのかもですけど 

はづき：何だい？気にすることはないよここだけの話さ 

あおば：パンツで寝るのはいけないですよね。ちょっとだらしないです 
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やがみ：アハハそうだね  

あおば：でも仕事をしているときの姿勢っていうか知れば知るほどすぎい人なんだ

なって思って、だから私の憧れであり目標なんですフフッ 

はづき：そっか 

。。。 

やがみ：ようやく 1 人の時間さて。すっきりー！すっきりー！ 

りん：何がすっきりなの 

やがみ：うわあ、りん！何でいるの？！ 

りん：終電が行っちゃってたのはいこれ差し入れ 

やがみ：サンキュー 

りん：気をつけないとダメだよ。見つけたのが私だったからよかったけど 

やがみ：でもホントすっかりするよ。私以外誰もいないんだしりんも脱げば？ 

りん：こうちゃんでも恥ずかしいわよこんなところで 

やがみ：ハア。。そこそこ 

りん：泊ってばかりで肩凝ってるんじゃないの 

やがみ：これでも 2 日 1 回は帰ってるって 

やがみ：いてっ！あたた。。。 

りん：毎日帰って休まないとダメでしょ 

りん：こうして一緒に泊ってるとマスター前みたいだね  

やがみ：ハハハ言えてる。もうすぐ夜もにぎやかになるんだろうな 

りん：そうならないようにするのが私たちの仕事だからね？  

やがみ：分かってるって 

りん：ゲームしっかり売れるかな 

やがみ：どうだろうね。私は自分が納得いけばそれでいいし  

りん：強いなあ 

やがみ：初めての AD で胃が痛いって？ 

りん：あっうんちょっと。やっぱり AD はコウちゃんがって良く思うよ。ゲームの顔

はコウちゃんだし 05:35 
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やがみ：言っとくけど、りんが仕切ってくれるから私は安心して作業に専念できる

んだからね。それに拝啓だってゲームの顔だし。何より私の性格じゃみんなついて

こないと思うし。ってもう何で弱音みたいなこと吐いてるんだ私！ 

りん：こんなところみんなに見せられないね  

やがみ：でもさ売れるかは私には分からないけどいいゲームにはなってるよたぶん 

りん：うんありがとう 

やがみ：まあ真面目な話新人のあおばがさ楽しそうな顔してるうちは大丈夫だよ。

ゲームがつまらなかったらあんな顔しないって  

りん：そうねあおばちゃんがいい子よかったわ 

やがみ：ハア。。でもキャラデザがやりたいｂだったら、もっとガツガツしてほし

いところではあるんだけど 

りん：そうは言ってもまだ入社したばかりじゃない 

やがみ：そうだけど私なら好きな設定のキャラ見つけてダメ元でも描かせてって言

いに行くよ  

りん：厳しいなあ 

やがみ：そう？ 

りん：でも実際あおばちゃんは村人のお仕事でいっぱいいっぱいだと思うわよ。そ

れが落ち着いたら簡単なデザインでもさせてあげたら？ 

やがみ：そうだなあ。しっかり村人を作り切ったら任せてみ。うわあああ 

りん：どうしたの？ 

やがみ：あ。。PC がフリーズしてる。仕事再開しようとしたらこれって 

りん：何だ？ 

やがみ：何だじゃないよ！もうやだ！これだから３Ｄは！ 

りん：じゃあ寝る？ 

やがみ：ううん。コーヒーも飲んじゃなったしキャラデザやる！ 

りん：ハア。。もう。。 

りん：無理しないでね。私は寝かせてもらうわ  

やがみ：うんおやすみー 

。。。 
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りん：んんんもう朝？ あっまたこんな格好で。コウちゃん風邪ひくよ？ ホント

にすっきりするのかしら？ 

やがみ：うん 

りん：うん意外といいかも 

やがみ：見ちゃった 

りん：ひい。違うの 

やがみ：え～？何が違うの～？ 

りん：あのだだから。。これは 

やがみ：“気を付けないとダメだよ”“見つけたのが私だったからよかったけど” 

りん：んん～！ 

あおば：おはようございます 

りん：隠れてあおばちゃんだわ 

やがみ：ったく何で私まで 

あおば：今日も一日頑張るぞい 

やがみ：プッ。。“ぞい”って何 

あおば：あ。。やがみさん昨日も止まったのかな？ 

あおば：おはようございまーすまた泊ですか？ 

あおば：ああああああ。。ごめんなさい！ごめんなさいごめんなさい。誰にも言い

ませんからだだだ。。誰にもいいませんから 

。。。 

りん：ひふみちゃんはいこれ 

ひふみ：あ。。うん。。 

りん：ゆんちゃん今月もご苦労さま 

ゆん：ありがとうございます 

りん：はじめちゃん 

はじめ：はい！ 

りん：来月もよろしくね  

はじめ：頑張りまーす 
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りん：あおばちゃん 

あおば：はい！ 

りん：はいこれ 

あおば：ん？えっと何ですかこれ？ 

りん：給料明細よ。後で中を確認しておいてね  

あおば：お給料！？ 

りん：あおばちゃんは初給料ね 

あおば：はいバイトもしたことないので本当に初です！でも振り込みだとやっぱり

こういう明細書だけなんですね  

りん：ん？ 

あおば：だってお給料といえば封筒の厚みで“おっ今月は多いな！”とか“少ない

な。。”って一喜一憂するものかと。。 

りん：あおばちゃんホントに 10 代 

あおば：わあ。。でもホントにもらっていいんですかね。まだこれしか作ってない

のにしかも残業代まで  

ゆん：あおばちゃんは毎日遅くまで残ってるんやし遠慮することはないんよ  

はじめ：そう！だからあおばちゃんは早く会社に貢献できるように頑張らないとね  

あおば：あっはい 

はじめ：そして会社から評価されればお給料も上がるわけですよ！  

あおば：あっはじめさんお給料上がったんですね  

はじめ：アハ分かっちゃった？まあちょっとだけだけどね  

ゆん：どうせ机の上のおもちゃに全部消えるんやろ？ 

はじめ：なっ！いいだろ別に！資料にもなってるしやがみさんだってよく持ってく

し、特にこれ！ 

ゆん：好きやなあそれ。。何の役にも立たへんけど  

はじめ：何言ってんだよ。かっこいいだけで価値があるだろ  

りん：気分を高めて仕事をするのも大事だけど 

はじめ：あ、ついでに西洋の剣もあります！ 

あおば：何でもありますね 
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はじめ：あおばちゃん持ってみ持ってみ 

あおば：ああ、ううわっ細いのにすごく重い！ 

はじめ：でしょう？鉄の塊だからね  

あおば：うううう、こんなのよく振り回せるなあ 

りん：危ない！ 

あおば：ごめんなさい 

はじめ：いいやなんの 

ゆん：ほんまに役に立ったなあ 

。。。 

りん：お給料の査定は年に 1 回だから、あおばちゃんも来年には昇給してるといい

わね 

あおば：評価っていい仕事をしていれば上がるものなんですか？ 

りん：あおばちゃんだと、まだ与えられた仕事をこなしてくれればそれでいいわ

ね。でも目の前の仕事以外にもどれだけチームに貢献できたかも大事よ。ちなみに

あおばちゃんキャラ班はキャラリーダーのコウちゃんと AD の私が評価して社長に報

告するの 

あおば：貢献。。何だか難しいですね 

りん：そうねでもあおばちゃんがいいと思ったことをまずはやってみてね 

はじめ：でもさ、やがみさんって仕事には厳しい大変だよねキャラ班 

あおば：そんなひと事みたいに、あっそっか、モーション班のリーダーはやがみさ

んじゃないんですもんね。あれ？じゃあ何でモーション班のはじめさんがこのブー

スにいるんです？ 

はじめ：うっごめんね。私もねモーション班のっブースにいたいんだけどごめんね  

りん：モーション班の席が余ってなくてね、まあ隣だし。ところで給料は何に使う

か決めてるの？ 

あおば：えっああ。。何にしましょう全然考えてなかった。皆さんはどうだったん

でしょうか 

はじめ：好きなキャラのフィギュアにすれば思い出が残るよ！  

あおば：復活した 

ゆん：うちは服やったなあ。ちょっと奮発していいブランドのを 

はづき：服もいいねえ  
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りん：ははづきさん 

はづき：君たちにはどんなものが似合うかな。うんこれはおいしい 

ゆん：あありがとうございます 

あおば：はづきさんは初給料で何を買ったんですか？ 

はづき：さあ。。どうだったろうね。ずいぶん昔のことで記憶があいまいなんだよ  

はじめ：え？それじゃ今おいくつなんですか？ 

ゆん：ちょっはじめ。。そないなデリケートな話 

はじめ：ええっだって気になるじゃん 

はづき：フッ。。そうだね。二十歳から先は年齢を数えるのをやめてしまったから

永遠の二十歳とでもしておこうかな 

うみこ：席にいないと思ったら、こんなところで油を売ってたんですか 

はづき：おやうみこ君 

うみこ：休憩も大事ですが確認をお願いした資料どうなってますか？ 

はづき：そうだったねまあ一息ってから 

うみこ：はづきさんの年が気になるのでしたら私が教えましょうか 

はづき：行こうかうみこくんチェックは早急に行うべきだしね  

うみこ：まったく。さっ行きますよ 

はづき：それじゃね 

あおば：年齢不詳の二十歳だなあ 

ゆん：で何の話やったっけ？ 

あおば：あ 

ひふみ：初めてのお給料 

はじめ：ああそうそうあおばちゃんは結局どうするのさ？ 

あおば：うーん。。やっぱり貯金ですかね  

ゆん・はじめ・りん：なんて堅実なんや 

あおば：とうやまさんは何に使ったんですか 

ちん：私？私は。。 

やがみ：何何～何の話？ 
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あおば：とうやまさんが初給料ををう使ったのかなって 

やがみ：ん私も気になる。何に使ったの？ 

りん：覚えてないの？信じられない！ 

やがみ：へ？ええ。。何かあったっけ？ 

りん：うう～ 

やがみ：何でそんなに怒ってるの？ 

やがみ：いててて 

りん：一緒に日帰り温泉に行ったでしょ～？ 

やがみ：そうだったそうだった 

やがみ：んんもうそんなに怒ることないじゃん温泉くらいで 

りん：くらい？二人でどこに行こうかも決めたじゃない 

やがみ：あ～そんな気がする 

りん：じゃあどこに行ったか覚えてる？ 

やがみ：だはっ！ 

りん：コウちゃん！ 

あおば：仲いいですね  

ゆん：入社も一緒みたいやしね。あおばちゃんは同期おらへんからちょっとさみし

いなあ 

あおば：そうですね。あっでも皆さん年上って感じがしないからあまり気にならな

いですよ  

ゆん：あんなあうちらはあおばちゃんが接しやすいように、子供っぽくてふるまっ

てるだけなんやで？ 

はじめ：うんうん 

あおば：えっそうだったですか？ 

りん：私も初耳だわ 

あおば：ひふみ先輩は同期っているんですか？ 

ひふみ：違うチームにいる。。 

あおば：せっかくなのに離れ離れで何だか寂しいですね  
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ひふみ：別にしゃべらないし 

はじめ・あおば・ゆん：あっそうですね 

やがみ：ちなみにひふみんは初給料何に使ったの？ 

ひふみ：コ。。プレ 

やがみ：ん？ 

ひふみ：コスプレ。。衣装に 

一同：えっ！？ 

やがみ：うそっ！写真ないの！？ 

ひふみ：秘密 ひみつ 

あおば：アハハ 

りん：ままあ貯金もいいけど、何か思い出に残ることをしておくのもいいかと思う

わよ。忘れちゃう人もいるようだけど 

あおば：アハハ。でもそうですよね。何か考えてみます。初給料の使い道かあ 

。。。 

はじめ：おしまい！さっフィギュア買いに行くぞ～！ 

ゆん：また増やすんかいな 

はじめ：へへーいいだろ～？ 

ゆん：羨ましがってきいたんとちゃうわ。でもうちも帰り何か買うてこうかなあ 

りん：あおばちゃんも今日はいいわよ。せっかくなんだから早めに上がったら？ 

あおば：あっええそれじゃあ 

。。。 

あおば：うーんホントにどうしようかなあ。あ。。服かあ。。あっそういえばこの

スーツー、お父さんとお母さんが買ってくれたんだよね。結構高いのに。よし 

。。。 

あおば：ただいま 

あおばの母親：あらおかえり。お風呂沸かしてあるから入っちゃいなさい 

あおば：はーい 

あおば：これ喜んでくれるかな 
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あおば：じゃーん！今日は初給料だったからケーキを買ってきたのだ 

。。。 

やがみ：りんねえまだ怒ってる？ 

りん：別に～そんなことないわよ 

やがみ：悪かったって。温泉のことついポカーンって忘れちゃっててさ 

りん：構わないわよ。2 人で初めて行った旅行なんてどうせコウちゃんにとってはど

うでもいいことなんでしょうし 

やがみ：ううっ 

りん：うそうそごめんねコウちゃんホント怒ってないから 

やがみ：じゃあさ今から一緒にイイトコロ行こうよ  

りん：えっ？ 

。。。 

やがみ：ああ～ここのスパー一度来てみたかったんだよね 

りん：今日はどういう風邪の吹き回し？ 

やがみ：んー？ほらりん AD で胃が痛いとか言ってたし、あっおなかから先にあった

めたほうがいいみたいよ？  

りん：えっ。。コウちゃんありがとう 

りん：な何何？どうしたの？ 

やがみ：いや何かりん 

りん：ああ 

やがみ：ちょっと太った？ 

りん：へっ！？ 

やがみ：ハア。。このニの腕の辺りとか前に比べて、あ。。りん？ 

りん：コウちゃん！ 

 

 




