
野久尾様　お世話になります。
※　以下、
ケイラ、ケイン、は朱
サブキャラの女性パートは橙で指定しております。

可能であれば　橙のパートもお願いしたいのですが…
ご確認ください。

(サブキャラのプロフィール補足です。
”アルブレヒト”
　カトリック教会の司祭。献金をあの手この手で集める黒幕。40
歳くらい。
”メランヒトン　”
　ルターの右腕。ヴィッテンベルク大学神学教授。30歳くらい。
”エック”
　カトリック教会の司祭。ルターとよく論争を引き起こす。40歳く
らい。
”テッツェル”
　カトリック教会の司祭。街に出て贖宥状を売りつける。詐欺師
まがいの口上が得意。40歳くらい。)

(SE:鳥のさえずり)

カトリーヌ)＿【01】
おはよう。
今朝は大分　顔色がいいみたいね。
ケイン)＿【02】
朝ごはん　できてるよ。
食堂まで来てね。

サキ)＿【03】
あ、ハイ…

(猫の泣き声)ニャ～ン
サキ)＿【04】(猫を抱きしめる)
…アル！
ニャ～ン

チェレステ)＿【05】＿01
…天にましますわれらが父よ、
あなたの慈しみにより
私たちの糧となるこの食事を
与え給うことに感謝いたします。
＿【05】＿02
ここに用意されたものを祝福し
私たちの心と体を支えてくれる
ことに感謝し
この食事をいただきます。
＿【05】＿03
父と子と、精霊の名において。
アーメン。

(一同)＿【06】
アーメン。

ケイン)＿【07】
サキちゃん、ここにすわって
サキ)＿【08】
あ、ありがとう
カトリーヌ)＿【09】
さぁ　食べましょう。

サキ)＿【10】
あの…

カトリーヌ)＿【11】＿01

どうしたの？ここは
ルターさんが管理している
修道院だから、安心して
暮らしていていいのよ。
＿【11】＿02
ママやパパも
今にきっと見つかるわ。
みんなで一生懸命、探しているから

サキ)＿【12】
はい、あの…
わたし…
カトリーヌ)＿【13】
うん？

サキ)＿【14】
わたしに　できることは
お手伝いしたい…

カトリーヌ)＿【15】
サキちゃん、ありがとう。
お願いするわね。

カトリーヌ)＿【16】
だんだん元気になってきたみたいで
よかったわ。
ケイン)＿【17】
はい…

カトリーヌ)＿【18】
ケイン、あなたのお母さんも…
ケイン)＿【19】
はい…きっとどこかで
生きています。
カトリーヌ)＿【20】
そうね…

”EP:02＿95箇条の論題＿”スタート)

(暴動で亡くなった市民の埋葬)

(女児のすすり泣き)＿【21】
(シクシク…)お父さぁん…

(鎮魂の祈りを行うルター)

(それを見つめるチアキ。)
バン！(SE)
(ルター)
私は憤っている！

同朋が無惨に殺された。
プロテスタントというだけで…

(ルターの神学校の生徒)
先生…
95箇条の論題…これはいったい…
(ルター)
以下の内容による神学討論を行いたい。
希望者は礼拝堂にて　私と議論してほしい。
この主題についての
私の見解は以下の通りである。

1、法律とそれに基づく人間の
行いによっては　人間は救われない。
2、罪に落ちた人間にとって



自由な意志
とは名ばかりで
そうゆう事を主張している人は必ず罪を犯す。
3、神の恵みを得るには
人は自分自身に徹底的
に絶望するしかない。
自らを悔い改め
自分の内面と向き合わなければ
救いは得られない。
4、神の救いの言葉は
キリストの十字架によってのみ与えられる。

アルブレヒト)
ルターくん。
これはどういうことだね？
ずいぶん思い切ったことをしたものだな。
信仰の問題に疑問を投げかける
というのは　教会の無謬(むびゅう)への
疑問と同じ意味を持つ。
それがどういう事なのか分かっているのかね？
(ルター)
ラテン語を理解できる聖職者にしか聖書の内容が
理解できないのならば意味はありません。
一般の人々…農民や都市の住人
労働者に分かる言葉で教えを説かなければ
サンバルテルミのような混乱、
悲劇はまた繰り返されるでしょう。

(チアキ)＿【22】
先生、オラもその
ギロンっちゅうやつに
参加することはできるだろうか？

(ルター)　あなたは…？
(チアキ)＿【23】
オラはチアキっちゅうもんです。
先生、聖書の教えでは全ての人は
平等っていってますよね？　
(ルター)　あぁ。
(チアキ)＿【24】
でしたらなんでこないだの…
カトリックとプロテスタントの間で
殺し合いが起きたんじゃろか？　

(ルター)　それは…
(チアキ)＿【25】＿01
先生、オラは先生の街中での
辻説法を何度か聞いたことが
あるだ。そのたびに
不思議な気持ちになりまして。
＿【25】＿02
オラは読み書きもできねぇし
難しいことはわかんねぇ。
だども先生のおっしゃることは、
どこか他の神父さまとは違う…
＿【25】＿03
なんかこう…真実ってゆうだか？　
そんなもんを感じますだ。
先生、おらイエス様について
もっともっと知りてぇだ。教えてくだせぇ

(ルター、チアキに)
礼拝堂にいらっしゃい。話し合い、
共に考えましょう。

礼拝堂の中)
(ルター)あなたは贖宥状は買いましたか？

(チアキ)＿【26】＿01
えっ？あぁ、お札のことですかい？
えぇ買いました。神父さまが街辻で
しきりに勧めてくるんで
皆もこぞって買っているんで
＿【26】＿02
オラもついつられて買っちまいましただ。
御札を買えば天国へ行ける
必ず行けるって言われて
なけなしの金をはたいて買いました。
＿【26】＿03
それ、そこの神父さまだ（テッツェルを指さす）
神父さまはこういってただ
(テッツェルの声で)
おまえたちの死んだ両親は　生きている間に
償いを果たし終えなかった。だから
今は煉獄で業火の苦しみに遭っているぞ
”助けてくれ、息子よ。私達はおまえを
生み育て　財産も残してやったではないか”
そう泣き叫んでいる声が聞こえないのか。
おまえは煉獄で苦しんでいる親のために
なにもしてやれないのか？
ビタ一文すら出さないのか？
コインが一枚、この箱の中でチャリンと
音を立てれば　親は天国に召し上げられ
苦しみから解放されるのだ！

(イライラするルター)

(ルター)
贖宥状を買うことで煉獄の罪が償える
それはいいとしましょう
しかし本来の罪の赦しに必要な懺悔や
悔い改めがなしに購入のみで
償いが軽減されるのは行き過ぎ
ではないかと言っているのです。
心の中の本当の悔い改め　それがなければ　
どれほど一生懸命に罪の償いを果たしても
ムダである　罪の償いは死んで
天国に入る
その日まで続くものであり人間はその絶望
の中からそれしか神の恵みを得られない。　
にもかかわらず教会は犯した罪の赦しが与
えられるというばかりかこれを買えば大丈
夫だと偽りの平和をつけながら平安を
罪の償いまでも免除されると言っている。

(ケイン)＿【27】
カトリーヌも買ったことあるの？
(カトリーヌ)＿【28】
うん…　
(ケイン)＿【29】
えっ？

メランヒトン)イエスが悔い改めなさいと
言ったのは自分たち人間に日々時々刻刻
悔い改めを望んでいるからだと理解できます。
いくら罪を犯したくないと思っていても
罪を犯さずにはいられない。人間とは
そういうものです。しかし毎日の
ひと時ひと時を
心から悔い改めるならば私がいる
そうイエスは聖書の中で言っています。



アルブレヒト)
"贖宥"(しょくゆう)という考えは　ヨーロッパにおいて
何百年も前からあることだ。
損害と賠償、代理とゆう考え方で
他者に損害を与えた場合、それに対する等価
の賠償が必要で　それには代理をもって充てられる。
人間が罪を犯せば　神に対し損害を与えた、
ともいえる　つまり人は神に対しその損害を
賠償しなければならない。
そこで罪を犯した者は　心からこれを悔い
神の代理である司祭の前で　自らの罪を告白する。
司祭は神に代わり　罪を赦し罪の償いのために
それぞれふさわしい罰を科し罪を行いによって
償うよう求めるのだ。

ルター)
アルブレヒトさん、あなたがローマ教皇に
莫大な寄付を行ったのは既に情報が入って
いる。それはマインツ、マクデブルク、
ハルバーシュタットといった三つの大司教職を
兼任するための献金ですね？
これには高利貸しで財を成した、フッガー家が
一枚噛んでいる、という情報も入っていますよ。
贖宥状の大量販売認可を
サンピエトロ大聖堂の改修費用を建前にして
ローマ教皇からもらうために。

アルブレヒト)
サンピエトロ大聖堂の改修工事はもう既に
始まっているのは知っているだろう？
かつてない大規模な工事だ。人々の心の
拠り所になり　絶望の日々を生き抜く
心の支えとなるのだ。

エック)
教皇の権威を認めない…そう言うならば
ルターくん、
あなたはヤン・フスと同じじゃないのか？

(ケイン)＿【30】
ヤン・フスって？
(カトリーヌ)＿【31】
100年前に　異端者の判決
を受けて　火刑になった人よ。

ルター)
ヤン・フスの教えの中にも福音的なものは
含まれている。ヤン・フスの言葉です。
ひとつ引用しましょう。
”教会の名のもとに
剣を上げる権利は教会にも司教にもない
はずだ。敵のために祈り、罵る者たちに
祝福を与えるべきだ。人は神の懺悔によって
許しを得る。金で賄うことはない。
教会ではなくキリストが至上の審判である。

(エック)
ならばかつてコンスタンツ公会議
において　異端者として教会が
ヤン・フスを裁いたのも誤りだったのか？

(ルター)
教会の歴史の中で…
教皇も　公会議も　誤りを犯すことがあった。

アルブレヒト、エック、
息を呑む

ルター)
チアキさん、なにか意見はありますか？

(チアキ)＿【32】＿01
オラたちだって、生きる権利っちゅう
もんがあるはずだ。食べ物が全部
お城の王様に持って行かれたら
オラたちは飢え死にしちまう。
＿【32】＿02
将軍さんや王様のいうことは、
ある程度は聞いても、オラたちは
奴隷じゃねぇ。オラたちにも自由に選ぶ
権利っちゅうもんを与えて欲しいだ。

メランヒトン)
ルターさん、このなかに…人狼が…
(一同、どよめく)
何？　何だと？

。。。投票。。。

エック)(デフォルト)
　ううううう
グオオオッ！！

(カトリーヌ)＿【33】
キャアァッ！！

獣人化のエック　跳ぶ

カトリーヌに襲い掛かる

カトリーヌ　剣をぬく

バトル内　行動選択
右によける
左によける
カトリーヌさん、右に避けちゃだめだ！
と、アドバイスされる

→失敗すると　ゲームオーバー
ハートが
ひとつ減る　とか

ガッシャーン
人狼化したエック　窓を破り

外へ走り去る

(カトリーヌ)＿【34】
人狼が　こんなところにまで…

ルター)
アルブレヒトさん、
どうゆうことでしょう？

(アルブレヒト)
わ、私にも分からない…

_EP：02_　おわり



.........................................
【予告編PV用　単発セリフ↓】

（チアキの母）（たくさんの犠牲者）
『あんたが始めた戦争のせいで、私の息子は死んだんだよ！』

(チアキ)(作戦失敗で仲間が死んで…)
死んじまったら、何にもならないじゃんかよォォッ！！

(予告編用、タイトルコール)

（カレン）（力尽きる寸前の呟き）
人、狼、ラ、イ、ア、ァ…

（カレン）（異常事態を目の当りにしたニュアンスで）
”人狼LIAR…”

.........................................
【チャットモード、リアクション集↓】
以下のセリフ集は、朱、橙、を一行ずつ、間を４秒くらい空けて
収録ください。

チアキ
農夫の娘。
1＿　    こんにちは。オラはチアキです。
2＿　    この中に…人狼はいるんじゃろか？
3＿　    人狼が…いるかもしれん…
4＿　    なんだかむずかしくってよくわかんねぇだ。
5＿　    オラは人狼ではねぇだ。
6＿　    えらそうなおっちゃんやな。
7＿　    オラは読み書きもできねぇし、
　　　　難しいことはわかんねぇ。
8＿　    意味はよう分からんが、正しい気がするだ。
9＿　    オラのような田舎者でも、
　　　　分かるように言ってほしいだ。
10＿　    たしかにそうじゃ。
11＿　    そんなもんじゃろか？
12＿　    いったいだれが人狼なんじゃろか？
13＿　    神様にお仕えする人が、
　　　　まちがってたってことだか？
14＿　    オラたちにだって、生きる権利っちゅう
　　　　もんがあるはずだ。
15＿　 (○○さん)人狼だっぺや？

カトリーヌ
テンプル騎士団所属の【騎士】
1＿　    こんにちは。
2＿　    この中に…人狼はいるのかしら？
3＿　    人狼が…いるかもしれないですね。
4＿　    正しいような気もするけど…
5＿　    大丈夫かしら…？
6＿　    毎日お祈りを続ける事が大事ね。
7＿　    そんな扱いを受けるなんて…ひどい！
8＿　    夜、夢に出てきそう…
9＿　    そうですね。
10＿　    そうなのかしら…
11＿　    正義のために戦います！
12＿　    お金のためなの？
13＿　    いったい…だれが人狼なの？
14＿　    争いや暴動は、もうこりごり。
15＿　 (○○さん)人狼ではないですか？

ケイン
テンプル騎士団、見習い
1＿　    こんにちは。ぼくはケインです。
2＿　    この中に人狼は…いるのでしょうか？
3＿　    いるかもしれないですね。
4＿　    わかるような、わからないような…
5＿　    ただそれだけで…ひどいです。
6＿　    ぼくは違います。
7＿　    大丈夫でしょうか？
8＿　    そうですね。
9＿　    そうなんですか…
10＿　    いったい誰が、人狼なんでしょう…
11＿　    争いや暴動は、無くしたいですね。
12＿　    毎日お祈りを続ける事が大事です。
13＿　 (○○さん)その…人狼ですか？

キョウコ
テンプル騎士団所属の【狂人】
1＿　    はーい♪みんなゲンキ？
2＿　    人狼さーん、出ておいで♪
3＿　    誰が人狼なんだろうね？キャハハハッ
4＿　    みんなー生きてるー？
5＿　    アタシが人狼？キャハハハッ
6＿　    アタシだって、平和をアイシテルわよ。
7＿　    それってホントのことなのー？
8＿　    ふーん。
9＿　    えーそうなのー？
10＿　    あー戦いてぇー
11＿　    まだお友達が、隠れているの？
12＿　    アタシがシロクロつけてあげるヨ。
13＿　 (○○さん)やっぱり人狼なんだぁー

ケイラ
DIOL所属の【暗殺者】
1＿　    こんにちは。
2＿　    この中に、人狼がいるの？
3＿　    みんな、まだ生きてるの？
4＿　    いったい誰が人狼なの？
5＿　    平和？そんなもの、私が…
6＿　    私が人狼？フフフフ
7＿　    その情報は正しいの？
8＿　    私が倒してあげようか？
9＿　    神に祈るのも、時にはいいかもね。
10＿　    それもそうね。
11＿　    ウソじゃないでしょうね？
12＿　    まだ仲間…人狼が、潜んでいるの？
13＿　    人間は元々、殺し合う生き物なのよ。
14＿　    そろそろ決着をつけない？
15＿　 (○○さん)あなた、人狼ね！



サキ
テンプル騎士団、【お手伝い係】
1＿　    こんにちは。わたしはサキです。
2＿　    ジンロウが…いるの？
3＿　    だれかが…ジンロウなの？
4＿　    みんな、おケガしなかった？
5＿　    こわいことが、なくなるといいな…
6＿　    わたしは…ジンロウじゃないもん！
7＿　    そうなんだ…
8＿　    わたしには、わかんない
9＿　    アルちゃんは、わたしのネコちゃん！
10＿　    そうなんだぁ
11＿　    ホントかなぁ？
12＿　    アルちゃんは、そっちにいませんかぁー？
13＿　    まだジンロウさんが、かくれているの？
14＿　    (グスッ、)お母さん…お父さん…
15＿　    平和な世の中に、なるといいな。
16＿　 (○○さん)…ジンロウさん？

チェレステ
テンプル騎士団所属【看護師】
1＿　    こんにちは。私はチェレステです。
2＿　    この中に、人狼がいるのですか？
3＿　    お父さん、まとめてください。
4＿　    皆さん、ご無事ですか？
5＿　    私は…人狼じゃありません。
6＿　    私も毎日、お祈りを捧げております。
7＿　    そうなのですか…
8＿　    それは正しい情報なのですね？
9＿　    そうなんですね。
10＿　    そうなのかしら…？
11＿　    いったいどなたが人狼なのでしょう…
12＿　    お父さん、早くしましょう。
13＿　    まだ人狼が、潜んでいるのですか？
14＿　    平和のためにがんばりましょう！
15＿　 (○○さん)もしや…人狼ですか？

カレン

ケインの母。ルーブル城の【侍女】

1＿　    みなさん、こんにちは
2＿　    平和が一番ですね。
3＿　    一体人狼さんは、どなたなのでしょう？
4＿　    私が人狼さん？フフフフ
5＿　    みなさん、ご無事ですか？
6＿　    この中に人狼さんが、いるのですね？
7＿　    本当のことのようですね。
8＿　    争いはやめて、まずは話し合いましょう。
9＿　    よく考えてみましょう。
10＿　    そのようですね。
11＿　    そうゆうものでしょうか？
12＿　    保湿は大事ですよ。
13＿　    考えすぎも、よくないですよ。
14＿　    まだ人狼さんが隠れているみたいですね
15＿　 (○○さん)人狼ではありませんか？


