
評価値:5 評価値:20 評価値:40 評価値:110 評価値:160

TC001 TC002 TC003 TC004 TC005

解説 解説 解説 解説 解説

評価値:5 評価値:5 評価値:10 評価値:10 評価値:20

TC006 TC007 TC008 TC009 TC010

解説 解説 解説 解説 解説

種別:交渉/⿁族

種別:交渉/亜人 種別:交渉/亜人 種別:交渉/亜人 種別:交渉/亜人 種別:交渉/亜人

イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中

ドワーフの里の⾧老。たいていは最年⾧
の者が就く。

エルフの森の語り部。たいていは記憶力
に⾧けた者が選抜される。

マーマンの船の船⾧。たいていは先代か
ら引き継がれた者が就く。

人間の上半身とヤギの下半身が合わ
さった亜人。人を惑わせて、その隙に荷
物や農作物を奪ったり、人を連れ去った
りする。

滅ぼされた竜族の遺伝子を持つ者。た
いていの場合、冒険者や爬虫人への反
逆者には協力的。

ドラゴニュート

3 緋槌族の⾧老 3 翠葉族の語部 4 碧鱗族の船⾧ 4 人山羊族 5 竜の血統
C ドワーフ・エルダー C エルフ・リサイター C マーマン・キャプテン C サテュロス C

動物の育成能力が特に高く、比較的お
となしい獣⿁。彼らを含む集落は食糧
事情が良くなるため、士気が高く強大に
なりやすい。

大⿁だけでなく、獣⿁や小⿁も束ねるオ
サ。指揮能力は高くないが、士気を高め
る能力は高い。

人間や亜人から魔力を吸い取って操る
ことができる⿁。美しい男女の姿に化け
ることができ、情欲を煽る魔法を使う。

牙から魔力を注ぎ込むことで、他の生物
を⿁に変えることができる特殊な⿁。半
数程度は吸血⿁になる。

すべての⿁族を束ねることができる伝説
の⿁。戦争で現れると人族は勝てないと
噂されるが、その姿が確認されたことは数
えるほどしか無い。虚構との説もある。

イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中

種別:交渉/⿁族 種別:交渉/⿁族 種別:交渉/⿁族 種別:交渉/⿁族

C エルダー・バンパイア C ラクシャサ・ロード

3 獣⿁の飼育師 5 大⿁の族⾧ 6 吸精⿁
C バグベア・トレーナー C オーガ・チーフ C リャナンシー

8 注血⿁ 9 羅刹⿁の王



評価値:3 評価値:2 評価値:2 評価値:3 評価値:3

TC011 TC012 TC013 TC014 TC015

解説 解説 解説 解説 解説

評価値:5 評価値:5 評価値:5 評価値:2 評価値:5

TC016 TC017 TC018 TC019 TC020

解説 解説 解説 解説 解説

種別:交渉/人族

種別:交渉/人族 種別:交渉/人族 種別:交渉/人族 種別:交渉/人族 種別:交渉/人族

トレーダー

2 子ども 1 一般人(男) 1 一般人(女) 2 老人 2 行商人
C チャイルド

町中や旅先で大道芸や詩吟を披露し、
楽しませることで生計を立てる者。一般
人にとって数少ない娯楽の1つ。情報面
でも頼りになる。

村人の代表者。子孫に後継される村も
あれば、定期的に互選で決める村もあ
る。領主と住民の間に立つ中間管理職
的な存在で、納税の取りまとめなどを行
う。

村や開拓地など、辺境に派遣される人
間の司祭。説教、医療、初等教育、と
役割は非常に多い。騎士の地位を持つ
ため村⾧より格上の存在。

宿屋や飲食店、商店などの店員。酔客
に絡まれたり強盗に襲われたりする。

宿屋や飲食店、商店などのオーナー。善
悪様々な者がいるが、シビアな世界で生
きている油断できない相手。

イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中

店主
C エンターテイナー C ヘッドマン C ルーラル・プリースト C セールスクラーク C

未成年(この世界では15歳未満)。教
会で勉強をしたり、家事を手伝ったり、
祖父や祖母の看病をしたり、貧しい場
合は犯罪に手を染めたりする。

引退前の成年男性(およそ15～50
歳)。農畜産業、林業などの一次産業
の従事者が多い。他の職業は別の障害
カードを参照。

引退前の成年女性(およそ15～50
歳)。育児や家事などを行いつつ、家庭
内手工業などで副収入を得て生活を支
える。

引退後の男女(およそ50歳以上)。生き
字引として頼られることが多いが、不作の
年は捨てられることもある。平均寿命は
60歳前後。

旅先で物の売買を行う商人。村や砦に
とっての生命線で、冒険者が護衛するこ
とも多い。知識面でも頼りになる。

C オーディナリー・マン C オーディナリー・ウーマン C シニア C

イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中

種別:交渉/人族 種別:交渉/人族 種別:交渉/人族 種別:交渉/人族

オーナー

3 旅芸人 3 村⾧ 3 地方司祭 1 店員 3



評価値:3 評価値:10 評価値:2 評価値:5 評価値:3

TC021 TC022 TC023 TC024 TC025

解説 解説 解説 解説 解説

評価値:10 評価値:5 評価値:20 評価値:5 評価値:40

TC026 TC027 TC028 TC029 TC030

解説 解説 解説 解説 解説

種別:交渉/人族 種別:交渉/人族 種別:交渉/人族 種別:交渉/人族 種別:交渉/人族

種別:交渉/人族 種別:交渉/人族 種別:交渉/人族 種別:交渉/人族 種別:交渉/人族

レジスタンス

4 調査団 3 集団 5 群衆 3 逃亡者 6 反抗組織
C コミッション

イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中

多数の文官で構成される調査団。不正
調査や珍しい遺跡の創作などを行う。
目的によっては魔術師などが同行する。

数～十数名の一般人の集まり。 数十～数百名の一般人の集まり。村人
全員、町の一区画全員など。

様々な理由で人里から逃げ出した者。
一部は冒険者たちと同様に、爬虫人の
悪行に耐えられなかった者もいる。

国や王族、貴族に反抗する人々の群
れ。爬虫人からの独立を目指す者もい
る。

C グループ C クラウド C エグザイル C

様々な組合(ギルド)のメンバー。実務を
行う職人や店主のまとめ役のような存
在。交代制になることも。

様々な組合(ギルド)で互選で選ばれた
リーダー。利権や生存権を確保するた
め、領主や役人、商人などとの交渉を行
う。

貴族や騎士、豪商などの家で家事や雑
務を代行する者。

貴族や騎士、豪商などに私的に雇わ
れ、召使いに対する指示や文書類の作
成などを行う者。

国や地方領主などに雇われて、事務作
業を行う者。常勤の正規雇用者であれ
ば、騎士の地位を得る。

シビリアン

2 構成員 4 代表者 1 召使い 3 執事 2 文官
C ギルドメンバー C ギルドリーダー C リテーナー C バトラー C

イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中



評価値:20 評価値:40 評価値:70 評価値:110 評価値:160

TC031 TC032 TC033 TC034 TC035

解説 解説 解説 解説 解説

評価値:5 評価値:5 評価値:10 評価値:20 評価値:40

TC036 TC037 TC038 TC039 TC040

解説 解説 解説 解説 解説

種別:交渉/爬虫人

種別:交渉/魔獣 種別:交渉/魔獣 種別:交渉/魔獣 種別:交渉/魔獣 種別:交渉/魔獣

イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中

白くて大きな翼を持つ馬。自らが認めた
者の騎獣になると言われ、生け捕りを命
じる貴族が後を絶たない。

額に大きな宝石が埋め込まれた、全⾧
1mに満たないげっ歯類。発動体の材
料として乱獲され、絶滅危惧種になって
いる。

額に大きな角が生えた白馬。その背には
魂が清らかな者のみを乗せると言われ
る。角には傷を癒やす魔力があり、発動
体としても活用される。

金色を基調としたカラフルな色彩の鳥。
翼間⾧は10mを超え、背に人を乗せる
ことができると言われる。一説には天使の
乗り物と言われる。

人を化かす幻影を使いこなす、狐や狸
などの動物。⾧く生き強くなるほど尾の数
が増えると言われ、9本が最強とされる。

ナインテイル

3 天馬 3 輝石獣 4 一角獣 5 金翅鳥 6 狐狸精
C ペガサス C カーバンクル C ユニコーン C ガルーダ C

大臣の下で働くトップクラスの文官。軍や
地方領主の下で働く者もいる。男爵位
を持つ蜥蜴族が務めることが多い。

民間人の最高位。国をまたぐ大店の主
にまで成り上がれば、金の力で子爵位を
買うことも可能。ただし他の貴族からは
見下されることが多い。

地方領主の下に送られるお目付け役。
国王と地方領主の双方から利益を引き
出そうとし、最終的には強い側につく。

国王の側近。伯爵から公爵の地位を持
つ。国王をたぶらかす、または傀儡と代
替わりさせることを狙う者も多い。

国内の貴族を束ねる国王または公王。
国の最高責任者。立場上は総主教や
将軍より上だが、油断すると寝首をかか
れるので絶対的な権力者にはなれな
い。

イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中

種別:交渉/爬虫人 種別:交渉/爬虫人 種別:交渉/爬虫人 種別:交渉/爬虫人

ヴァラク・モナーク

5 蜥蜴族の高官 6 蜥蜴族の豪商 7 蛇脚族の目付 8 蛇脚族の大臣 9 亜龍族の国王
C バジリスク・オフィシャル C バジリスク・マグネイト C ナーガ・インスペクター C ナーガ・ミニスター C



評価値:20 評価値:10 評価値:5 評価値:3 評価値:40

TC041 TC042 TC043 TC044 TC045

解説 解説 解説 解説 解説

評価値:3 評価値:3 評価値:5 評価値:10 評価値:40

TC046 TC047 TC048 TC049 TC050

解説 解説 解説 解説 解説

種別:交渉/妖霊

種別:交渉/付喪 種別:交渉/付喪 種別:交渉/付喪 種別:交渉/付喪 種別:交渉/付喪

ベリファイシステム

5 木乃伊 4 憑き人形 3 使い魔 2 奉公人形 6 認証端末
C ミイラ

動物の思念を元に自然発生した妖精。
活発な性格で、一部人懐っこい者も存
在する。

植物の思念を元に自然発生した妖精。
穏やかな性格で、一部人懐っこい者も
存在する。

二足歩行する猫の姿をした妖精。人間
をからかうことを好み、気まぐれに恩恵を
与えることもある。

吹雪の中で見えることが多い雪の妖精。
気に入った人間を凍らせて、永遠に共に
暮らそうとする。

性的な誘惑を仕掛けて依存と堕落を誘
う魔物。

イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中

淫魔
C フォーン C ドリュアド C ケットシー C スカディ C

死後の世界で貴族に仕えることを許さ
れ、副葬された人間の死体。生前の記
憶を保ち、会話能力もあるが、年を経る
に連れ歪みが大きくなっていく。

死者の思念が取り憑いた人形。テレパ
シーで会話できる場合がある。理性を
保っている者が多い。

術者が動物に魔法をかけて、五感を共
有して思念で動かせるようにしたもの。
猫、鳥、蛙などが有名。

家事や軽作業を手伝うために魔法で作
られた人形や小道具たち。会話を行える
ものも多い。

旧文明の遺跡などで見つかる電子機
械。パスワードやカードキーなどで認証を
行わせ、成功した場合に解錠を行う。

C ドール C ファミリア C マナサーバント C

イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中

種別:交渉/妖霊 種別:交渉/妖霊 種別:交渉/妖霊 種別:交渉/妖霊

サキュバス/インキュバス

2 動物の精 2 植物の精 3 猫妖精 4 雪女 6



評価値:110 評価値:70 評価値:40 評価値:2 評価値:5

TC051 TC052 TC053 TC054 TC055

解説 解説 解説 解説 解説

評価値:2 評価値:3 評価値:5 評価値:10 評価値:5

TC056 TC057 TC058 TC059 TC060

解説 解説 解説 解説 解説

種別:交渉/妖霊 種別:交渉/妖霊 種別:交渉/妖霊 種別:交渉/妖霊 種別:交渉/妖霊

種別:交渉/動植物 種別:交渉/動植物 種別:交渉/動植物 種別:交渉/動植物 種別:交渉/動植物

フィッシュショール

1 愛玩動物 2 家畜 3 野生動物 4 動物の群れ 3 魚群
C ペット

イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中

主に愛玩用の家畜。 主に食用の家畜。 人間に与える被害の小さい野生の動物
たち。

たくさんの動物たち。 たくさんの魚たち。

C ライブストック C ワイルドアニマル C アニマルフロック C

別の世界から来た魔兵のリーダーたる存
在。その数は72とも666とも言われる。

触れた者を燃やし尽くす炎を身にまと
い、永遠の命を与える力を持つとされる
鳥。自ら尾の羽などを与えることがある。

旧文明の遺跡などで見つかる人工生
物。他の機械や電影絡繰を操って活動
することもある。部分的に人間より高い
知能を持つ。

強い感情が残留思念になり、魔力に
よって具現化したもの。生者の幽霊は生
霊とも呼ばれる。

遺骨や持ち物などに宿る残留思念(魔
力)を増幅して作り上げた、人工的な霊
魂。雑念や邪念がまじりやすいため再現
度は低く、時間が経つほど論理破綻が
拡大する。

ネクロマンスド

8 魔将 7 不死鳥 6 人工知能 1 幽霊 3 降霊
C ディアボロス C フェニックス C エーアイ C ゴースト C

イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中



評価値:2 評価値:3 評価値:3 評価値:2 評価値:3

TC061 TC062 TC063 TC064 TC065

解説 解説 解説 解説 解説

評価値:3 評価値:5 評価値:10 評価値:10 評価値:10

TC066 TC067 TC068 TC069 TC070

解説 解説 解説 解説 解説

種別:場面

種別:場面 種別:場面 種別:場面 種別:場面 種別:場面

イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中

工業製品を作る場所。職人が手工業
で様々な道具を作る。芸術品の工房も
ある。

商人や職人などの組合や、町の有力者
が所有する集会所。

城下町などにあり、魔法や旧文明の知
識を学ぶための場所。

盗賊など、裏社会の者たちの互助組
織。町や国の有力者と結託していること
が多い。

職も住む土地も得られなかった者たちが
集まる場所。治安が悪く、犯罪や不正
取引を行うには適している。

スラム

2 工房 3 集会所 4 学院 4 巣窟 4 貧民街
C アトリエ C ギルドハウス C アカデミー C ロバーズ・ギルド C

宿泊施設。よそ者に対する警戒心によ
り、市街地から隔離される傾向がある。
簡易な売店や食堂が併設されている。

町民の憩いの場。旅芸人が赴くことは
あっても、冒険者が訪れる機会はあまり
ない。

施療院が併設されている宗教施設。平
日は学校も兼ねる。休日の礼拝と説教
は庶民の娯楽の1つであり、参加率は高
い。

屋台などを使って広場などに設置される
臨時店舗。一般店より多彩だが、詐欺
まがいも多いため利用には注意が必要。

建物の中にある常設店舗。信頼性は高
いものの、よそ者が入ろうとすると警戒さ
れることが多い。

イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中

種別:場面 種別:場面 種別:場面 種別:場面

ショップ

1 宿屋 2 飲食店 2 教会 1 露店 2 商店
C イン C レストラント C チャーチ C ブース C



評価値:3 評価値:2 評価値:2 評価値:2 評価値:3

TC071 TC072 TC073 TC074 TC075

解説 解説 解説 解説 解説

評価値:2 評価値:3 評価値:5 評価値:3 評価値:3

TC076 TC077 TC078 TC079 TC080

解説 解説 解説 解説 解説

種別:場面

種別:場面 種別:場面 種別:場面 種別:場面 種別:場面

ウォーターワークス

2 娼館 1 廃棄場 1 広場 1 張り紙 2 水場
C ブローゼル

町中の主要施設や、町と町の間をつな
ぐ大きな道路。定期的に整備される。

住宅街内の道路や、町と村の間をつな
ぐ道路。利用者によって最低限の整備
が行われる。

整備する者のいないさびれた道、動物の
通り道など。整備されておらず、大抵の
場合は狭くて歩きにくい。

農業や牧畜が行われている土地。 作物や物資などを収める建物。

イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中

倉庫
C ハイウェイ C レーン C トレイル C ファーム C

性的サービスが提供される場所。中立
地帯扱いされて、重要な取引が行われ
る場所になることがある。

ゴミや排泄物を捨てる場所。 人々が集まる場所。高級住宅街への入
口や行政窓口を設置して、警備の重点
区域にする町が多い。

権力者側からのお触れなどが貼り出され
る。

水道や井戸など、上水の補給地点。水
運びを生業にする者もおり、昼間は常に
人がいる場所の1つ。

C ダンプサイト C パブリック・スクエア C ビルボード C

イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中

種別:場面 種別:場面 種別:場面 種別:場面

ストアハウス

1 大道路 2 小路 3 獣道 2 農牧地 2



評価値:2 評価値:3 評価値:5 評価値:20 評価値:3

TC081 TC082 TC083 TC084 TC085

解説 解説 解説 解説 解説

評価値:3 評価値:2 評価値:5 評価値:2 評価値:3

TC086 TC087 TC088 TC089 TC090

解説 解説 解説 解説 解説

種別:場面 種別:場面 種別:場面 種別:場面 種別:場面

種別:場面 種別:場面 種別:場面 種別:場面 種別:場面

ツリー

2 塔 1 橋 3 街壁 1 野営地 2 木々
C タワー

イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中

城壁外の見張りや、海道の案内などの
ために建てられた、背の高い建物。

川や堀、谷の対岸や建物の間をつなぐ
建造物。

町の内側と外側を分ける壁。都市戦の
最終防衛線だが、城館のない規模の町
や村などには設置されない。

主に街道沿いにある、野営に適した土
地。火を焚いた跡があり、テントなども設
置しやすい。山賊には狙われやすい。

街路樹や森の木など。虫や小動物など
が多い。

C ブリッジ C ランパート C キャンプ C

貧困層の住民が住む賃貸住宅。病など
で収入が無くなっても、短期間なら住民
同士で助け合うらしい。

一般住宅。三世代での利用者が多い。
跡目を継ぐ子以外は、成人すると家を
離れることになる。

騎士や豪商、村⾧などが住む大きな民
家。

貴族が住む建物。城壁や見張り台など
をまとめて城と呼ぶが、そのうちメインの建
物を指す。

兵士たちの待機場兼訓練所。城門や
城館、見張り台などの近くに設置され
る。

ガードルーム

1 ⾧屋 2 民家 3 邸宅 5 城館 2 詰所
C テネメントハウス C ハウス C レジデンス C キャッスル C

イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中



評価値:2 評価値:2 評価値:3 評価値:3 評価値:3

TC091 TC092 TC093 TC094 TC095

解説 解説 解説 解説 解説

評価値:5 評価値:5 評価値:3 評価値:20 評価値:10

TC096 TC097 TC098 TC099 TC100

解説 解説 解説 解説 解説

草原や広場に広がる草花。臨時の食料
を植えてある町は多い。

草木の生えない荒野。危険な生物や汚
染物質が近くにある可能性がある。

川や滝など、動いている水全般。 海や海岸など。 湖や沼など。

種別:場面 種別:場面 種別:場面 種別:場面 種別:場面

イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中

種別:場面 種別:場面 種別:場面 種別:場面/部位 種別:場面/部位

山や高地など。 山と山の間の谷など。 山地などにある天然の横穴や、鉱山で
掘った採掘場など。

王侯貴族や司教などが利用する、最上
級の場所やサービス。

盗賊ギルドなどの裏社会が関わる場所
やサービス。利益を提供することができる
間は親切に接してくれるだろう。

レイク

1 草花 1 荒野 2 川滝 2 海原 2 湖沼
C グラスフラワー C ウィルダネス C フローイングウォーター C オーシャン C

ブラックマーケット

3 山地 3 渓谷 2 洞穴 5 御用達 4 闇取引
C マウンテン C バレー C ケイブ C パトロナイズド C

イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中



評価値:2 評価値:3 評価値:2 評価値:2 評価値:2

TC101 TC102 TC103 TC104 TC105

解説 解説 解説 解説 解説

評価値:3 評価値:3 評価値:2 評価値:3 評価値:3

TC106 TC107 TC108 TC109 TC110

解説 解説 解説 解説 解説

種別:場面 種別:場面 種別:場面 種別:場面 種別:場面

ダイニング

1 大部屋 2 個室 1 廊下 1 階段 1 食堂
C コモン・ルーム C プライベート・ルーム C コリドール C ステアーズ C

沢山の人が集まる大部屋。宿屋の寝室
は大部屋が多い。謁見所など、人を呼
ぶための場所を含む。

1人1人に与えられる部屋。大部屋より
は高級感がある。

部屋同士、または部屋と玄関を繋ぐ道。 上や下の階に移動するための設備。はし
ごも含む。

食事のための部屋。他の部屋より衛生
面に気を使う。

イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中

地下や地中など、1階より下に存在す
る。

アンダーグラウンド

2 台所 2 浴場 1 庭 2 屋上 2 地下
C キッチン C バスハウス C ガーデン C ルーフ C

種別:場面 種別:場面 種別:場面 種別:場面/部位 種別:場面/部位

イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中

調理のための部屋。他の部屋より衛生
面に気を使う。

教会、学院、娼館や邸宅以上の家など
にある、体を洗う場所。富裕層以外は
濡れた布で体を拭く程度で済ませるのが
普通。

家の敷地内にある建物以外の土地。有
事に備えて、または趣味で園芸を行う場
合がある。

屋根裏部屋や屋上など、通常フロアの
上に位置する。



評価値:2 評価値:3 評価値:3 評価値:3 評価値:3

TC111 TC112 TC113 TC114 TC115

解説 解説 解説 解説 解説

評価値:3 評価値:3 評価値:3 評価値:3 評価値:10

TC116 TC117 TC118 TC119 TC120

解説 解説 解説 解説 解説

種別:技芸 種別:技芸 種別:技芸 種別:技芸 種別:技芸

種別:技芸 種別:技芸 種別:技芸 種別:技芸 種別:技芸

エンチャント

2 調理 2 工芸 2 話術 2 性的技術 4 魔化
C クッキング C

料理のみならず、お酒などを含む食事全
般を作り、他人を楽しませる能力。

役に立つ製品を作る、または芸術的な
品を作ることで、他人の歓心を買う能
力。

即興で他人を楽しませる話、他人を感
心させる説法などをする能力。

他人に性的な快楽を与える能力。必要
な話術なども含む。

物体に魔力を封じ込める、または調整
する能力。術具を作成できる。

イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中

クラフトアート C ストーリーテリング C セクシャルワーク C

家事全般を行う能力。他の技芸の一部
を、プロに及ばない家庭的なレベルで行
うことができる。

絵や文字などをきれいに書くことで、他人
の歓心を買う能力。

歌唱や楽器を演奏することで、他人を
楽しませる能力。

アクロバットや手品などを行い、他人を楽
しませる能力。

他人を楽しませる文章を書く、または分
かりやすく説明する文章を書く能力。

リテラチャー

1 家事 2 描画 2 音楽 2 曲芸 2 文学
C ハウスワーク C ドローイング C ミュージック C サーカス C

イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中 イラスト募集中


