
アナウンス 　このコンテンツには、大いに小説、ゲーム本編のネタバレが含まれ
ています。
　また、キャラ崩壊が起きていたりもしますが、ここで起こったこと
は小説・ゲーム本編とは一切関係がありません。
　パラレルワールド的にお楽しみください。

可奈 「ふんふん、ふーん」
「お肉もお野菜も買った。ドレッシングも買ってあるし……よし！」
「買い忘れなし！　兄さんったら、最近本当によく食べるんだから食
費がかさ……」
「うん……？」
「あれ、何か視線を感じるような……」
「いやいや、そんなまさか……」

キャロラインのドアップ（スチル１）

？？？ 「そのまさかですよ！！」
可奈 「うわああああぁああ！？」

キャロライン 「お久しぶりです。可奈さん」
可奈 「な、な、な」
キャロライン 「……？」

「そんなに素っ頓狂な声を上げて、何か問題でも？」
可奈 「いや、問題しかないよ！？」
可奈 「突然何！？　私今からお夕飯の支度するから忙しいんですけ

ど！！」
キャロライン 「このゆるいBGM、やる気を感じない手抜きなグラフィック、本編か

らは乖離した異様なまでのハイテンション」
「そして、本編では出会うはずのない私とあなたが会話をしてるとい
う異様な状況」
「……ここまで言えば、愚かなあなたにも何が始まろうとしているの
か、理解できるのではありませんか？」

可奈 「分かってた！！　分かってたけど認めたくない！！」
「現実を直視することを脳が拒んでいる！！」
「いやだぁああ！　めんどくさい！　私はもう何とも関わりたくない
の！！！」

キャロライン 「往生際が悪いですねぇ……」
「こうなっては仕方がありません」
「強硬手段に入らせていただきます」



可奈 「え！？　なに！？　強硬手段！？」
「すごく物騒な予感がするんですけど！？　ってちょっと１？　フェ
ードアウトするのやｍ」

　―キャロラインの部屋　リターンズ―（ロゴ）

キャロライン 「場所も移ったことですし、改めまして」
「ルフラン邸でメイドをしております。キャロラインと申します」

可奈 「うっ……この横暴もの」
キャロライン 「可奈さん」
可奈 「……真面目にやるからそんな風ににらまないで！！」

「み、港可奈です……」
キャロライン 「わかればよろしい」

「では、こちらが台本です。食材は、そこの冷蔵庫にでも入れておい
てください」

可奈 「あ、もうほんとにこのグダグダなノリのままでいっちゃうんだ。
……ていうか、冷蔵庫まであるの？」
「あの、私の気のせいじゃなければ背景がすごい本家に似ているよう
な……」

キャロライン 「何か問題でも？」
可奈 「いえ、ナンデモアリマセン」
可奈 「えーっと……」（がさごそ効果音）

「……まずはじめに」
「このコーナーは、当サイトで公開されている小説やゲーム本編の舞
台裏的なものを、キャラ崩壊とメタ発言満載で紹介したりしなかった
りするおふざけギャグコーナーです」
「リターンズとタイトルに付いている通り、移転前サイトにあった
「キャロラインの部屋」のバージョンアップ版になります」

可奈 「……リターンズって、ひねりなさすぎじゃないですか？」
キャロライン 「ならば流行に乗って、『Re:ゼロからじゃないけど帰って来たキャロ

ラインの部屋』とかどうですか？」
可奈 「やめて！！　ほんとそれギリギリだから！！」

「たぶん怒られる！！　消される！　消されるから！！」
キャロライン 「ぶっちゃけ、キャロラインの部屋って3回くらいしかやりませんでし

たよね」
可奈 「それは言っちゃダメなやつ！！」
キャロライン 「なら黙って続きを読め」（げしげし効果音）
可奈 「いた、いたいです！　う、うう……」



可奈 （ほんっと横暴だなあ、この人。……自分が一番ふざけてるくせに）

可奈 「えっと……」
「本編では死んだりろくな目に合わないキャラも、ここでなら救済さ
れる……かもしれません」
「本編以上にある意味ぶっ飛んではいますが、グラフィックも一新
し、ノベルゲーム化した当コーナーを、どうぞ心行くまでお楽しみく
ださい」
「……って、本当だ！！　絵が！　顔が変わってる！！」

キャロライン 「……いままで気付いてなかったんですか？」
可奈 「もう！　すぐそうやって睨まないでください！」
キャロライン 「ふん。まあ、可奈さんがそうやって気付けないのも、製作者の技量

の限界ってとこですかね」
可奈 「相変わらずの塩対応！！！　私には全然ご褒美じゃないよ！！」

「でも……そっか。とうとうノベルゲームになっちゃったんだね、こ
のコーナー」
「ふふ、ちょっと感動かも」

キャロライン 「……ノベルゲームといっても、ブラウザ上で動くだけの簡易なもの
ですがね」
「ぶっちゃけると新しいソフトのテストがしたかったから、このコー
ナーに白羽の矢が立ったというか」
「ほら、グラフィックもあまり用意しなくていいですし、テキスト
も……」
「ね？　簡単でしょ？」

可奈 「もう深くはつっこみません」
キャロライン 「心外ですね。簡単というのは時として大事なことなんですよ、可奈

さん」
「最初から二時間、三時間以上の長編を仕上げようとしても、ろくに
制作ツールを使いこなせないと挫折の可能性が跳ね上がりますから
ね」
「小さなことからコツコツと」
「まずは簡単なものから仕上げて、徐々に難しいことにトライしてい
けばいいのです」
「何事もはじめが肝心。面倒だろうと、ピアノのバイエルをおろそか
にしてはいけないのと同じことですよ」

可奈 「なんか……！　なんかいい話っぽいこと言ってる！　私にはよく分
からないけど！」

キャロライン 「……ま、今の全部台本丸読みなんですけどね」
可奈 「いい話が台無しだよ！！！」



　アイキャッチ

可奈 「ところでキャロラインさん」
キャロライン 「なんでしょうか」
可奈 「キャロラインの部屋といえば、作品を超えたクロスオーバーといい

ますか、過去にはイヴさんが来てくださったと思うんですけど……」
「今回も誰かお招きするんですか？」
「私がキャロラインさんから渡された台本には、冒頭の口上しか書か
れていませんでしたけど……」

キャロライン 「ああ、勿論ゲストの方はいらっしゃいますよ」
キャロライン 「というか、先ほどから扉の外で待機していらっしゃいます」
可奈 「ええ！？　それってここでの痴態を一部始終見られてたってこ

と！？　嫌だ！　認めたくない！」
キャロライン 「何を今更……」
キャロライン 「それで？　お呼びしてもよろしいですか？」
可奈 「あ！　……どうぞどうぞ！」

キャロライン 「それでは入っていただきましょう。記念すべき第一回のゲスト
は……。この方です。　どうぞ！！」

　扉を開ける音。

可奈 「まさかの人外！！！」
キャロライン 「私も人外ですけどね」
かな 「マジレス！！」
可奈 「いやいや！！　それでもキャロラインさんは一応ひと型じゃないで

すか！！」
「えっと……そもそも、このひと……いや、人じゃないけど、このか
た、喋れるんですか？」

ハト 「はじめまして」

可奈 「キィィィアアアアシャベッタァアアア！！！」（ばたん倒れる効果
音）

キャロライン 「テンプレなリアクションありがとうございます」

キャロライン 「可奈さんが完全にダウンしたようなので、ひとまずは可奈さん抜き
ではじめましょうか」



ハト 「うん。きみたちのやりたいように進めてくれればいいよ」
キャロライン 「……凄く冷静ですね」
ハト 「そうかな？」

「僕はただ、シンデレラに行ってきてって言われたから来ただけで、
これでも結構困ってるんだけど……」

キャロライン 「いえ、微塵も動揺しているようには見えないので安心してくださ
い」
「可奈さんにも見習って欲しいくらいですよ」

ハト 「それは言い過ぎだと思うけど……」
「面白い話はできないと思うけど、許してくれたらうれしいな」

キャロライン 「本当に出来た人ですね」
ハト 「お互い人じゃないけどね」
キャロライン 「そうでした」

「……では、気を取り直しまして」
「お名前と出演作品をお願いします」

ハト 「分かったよ」
「『Cinderella』から来た、しがないハトだよ。よろしくね」
「シンデレラからはハトさんって呼ばれてるけど、呼び捨てにしても
全然大丈夫だよ」

キャロライン 「いえ、私も敬意を込めてぜひハトさんと呼ばせてください」
ハト 「そう？　うーん。……そんなに出来たハトじゃないけどね、僕は」

「僕なんかよりも、シンデレラの方がよっぽど……」

可奈 「うーん、私は何を」
ハト 「あ、彼女起きたみたいだね」
キャロライン 「そうですね」

トテトテ（歩行音）

キャロライン 「ほら、しっかりしてください。可奈さん」
可奈 「……うーん」
キャロライン 「起きろと言っているでしょう！！」（バーン）
可奈 「ひっはーい！！！」

ハト 「……なんで僕、ここに来たんだろう」

可奈 「はっ、キャロラインさん聞いてくださいよ！　雪玉みたいなハトが
喋って」

ハト 「こんにちは」
可奈 「いやぁああああ！　でもすごい流暢！！」



キャロライン 「可奈さん。お客様に失礼ですよ」
ハト 「あ、大丈夫だよ。全然気にしてないから」
キャロライン 「可奈さん、こちらはゲーム『Cinderella』からお越しのハトさんで

す」
可奈 「わ、ほんとにゲストの方だったんですね。さっきはすみませんでし

た」
ハト 「気にしなくていいんだよ。君たちの世界では、動物が話すことは珍

しいの？」
可奈 「珍しいというか……」
キャロライン 「普通は喋りませんね」
ハト 「そっか。なら無理もないよね。僕は気にしてないから、気にせず進

めて」
可奈 「わー、すごく礼儀正しいんですね。本当に普通のハトなんです

か？」
キャロライン 「確かに少し怪しいですね。しっかりしすぎている」
ハト 「心外だね。僕はただの善良なハトだよ」
キャロライン 「そうですか？」
キャロライン 「……では、本題に」
キャロライン 「えー、なになに……？」
可奈 （あ、台本丸読みスタイルを貫くんだ……）
キャロライン 「『Cinderella』は、シンデレラをモチーフにしたノベルゲーム風デ

ジタル絵本です。
　本編はおおまかにハッピーなペロー童話ルート、ちょっぴりダーク
なグリム童話ルートの２つに分かれており、計５つのエンディングを
楽しむことができます。
　セーブも回想もないクソ貧弱システムゲー『Cinderelal』は、ふり
ーむ！さまにて好評配信中です。よしなに』
「……今のご時世で、セーブもロードもないのはまずくないです
か？」

可奈 「あ、自分から傷をえぐっていくスタイルなんだ』
ハト 「それに関しては僕も同意だよ。元が学校の課題制作でソフトも指定

だったとはいえ、免罪符にはならないよね」
キャロライン 「Ado●eぶつけますよ」
可奈 「次回作にはちゃんと実装します！！！」
ハト 「あははは」
キャロライン 「それで、その、制作の裏側的なものを語っていただきたいのです

が……」
ハト 「そうだなぁ」

「とにかく課題の締め切りと戦ってたせいで、いくらかルートが未実
装で終わったらしいっていうのは聞いてるよ」



「特にトンペルトルートが未実装で終わったことに関しては、土下座
する勢いで悔いてるらしいよ」

可奈 「 DEBUUルートなんて誰も望んでないナ！？」
キャロライン 「金はあるが愛はない的なやつですか」
可奈 「笑えない！　シンデレラから夢と希望を奪わないで！！」
ハト 「大丈夫、シンデレラはどんな逆境だって乗り切ってみせるさ」
可奈 「やたらと自信満々に言われても困るんですが！？」
可奈 「他に何かないんですか！？」
ハト 「他……？」

「うーん……」
「製作中はとにかくDire●terに殺意が沸いていた、らしい」

キャロライン 「その情報必要ですか？」
可奈 「あついDir●cterへの風評被害！！」

アイキャッチ

可奈 「……」
可奈 「あの、さっきから表情筋がぴくりとも動いてないんですけど……。

何か、お気に障りましたか？」
ハト 「気にしないで、これが平常運転だから」
可奈 「……うーん。何かひっかかるような」
キャロライン 「ああ、そうだ」
可奈 「？」
キャロライン 「そういえばお手紙をいただいているんでした」

（手紙三枚）

ハト 「手紙？」
キャロライン 「事前に Cinderellaに登場されている方数名に、匿名でハトさんにつ

いての手紙を書いていただいたんですよ」
可奈 「わー。自分にやられると地味に怖いやつだー」
ハト 「……ふーん、そうなんだ」
可奈 「……！？　今、何か変な気配が」
キャロライン 「……」
キャロライン 「それでは一枚目。……差出人は、『しがないお手伝い』さん」

「とっても大切なお友達です。
　まんまるで、可愛くて、ちょっぴり物騒なところもあるけど、私が
困っているときはいつも側にいてくれて、本当に心強いです。
　いつもありがとう」



「随分と愛されていらっしゃるんですね」
ハト 「きっとシンデレラだね。大切な、お友達……。ふふ、照れるな

あ……」
可奈 （……表情筋が微塵も動いていない）

キャロライン 「それでは二枚目。『誰がなんといおうともシンデレラは私の嫁』さ
ん」

ハト 「だいたい名前で推測できちゃうんだけど」
可奈 「なんだろう。この……名前から漂う頭逝っちゃってる感」

キャロライン 「私とシンデレラを引き合わせてくれたことには感謝している。
　だが、君が絡んでくるルートはだいたい全部物騒なことになるし、
某ルートでは私もただの不審者でしかないのは心外だ」
「おかげでヤンデレクズ野郎なんて呼ばれる始末だ。どうしてくれ
る。
　私以上にシンデレラを幸せにできる男はいない。そうだろう？
　どのルートだろうと、どんな運命だろうと、私は彼女を心の底から
愛している。
　私はただ彼女を愛しているだけだというのに、幸せにしてやりたい
と願っているだけなのに、どうしてなんだ？
　プレイヤーの皆様から少しばかり誤解されているようなので、その
点に関しては謝罪を要求したい」

ハト 「……」
可奈 「……」

キャロライン 「PS,誰が何と言おうとも、シンデレラは私の妻だからそのつもりで」

可奈 「えーっと……」
ハト 「……なんか、ごめん」
可奈 「いや……ハトさんが謝ることじゃ」
キャロライン 「だいたいこのサイトの作品って、メインヒーローが気持ち悪いです

よね」
可奈 「それは私も同意する……」

「あ！　叶兄は違うからね！！」
キャロライン 「あなたの頭も大概気持ち悪い構造ですよね。あと、彼はメインヒー

ローじゃないです」
可奈 「うるさい！！」
ハト 「……それで、三枚目は？」



「この流れだと、たぶんネズミたちだと思うけど」

キャロライン 「そうでしたね。それでは三枚目」
「差出人『ツンデレ★シスターズ』さん」
「――放っておいてください」

可奈 「放っておいてください？　それってどういう……」

ハト （グラフィックチェンジ）

可奈 「うわあああぁあぁぁ！？　何！？　どちら様！？」
「さっきまでのかわいいハトさんはどこに！？」

キャロライン 「とうとう本性を現しましたね」
可奈 「本性！？　それってどういう！？」

ハト（本性） 「善良ではない人間には、罰を与えなければ」
ハト 「善良ではない人間に、救いなど必要ないのだから」

キャロライン 「可奈さん、逃げますよ」
可奈 「逃げるって……！　せめて！　せめて晩御飯の材料を取り

に……！！」

ハト（本性） 「善良ではない人間には、罰を与えなければ」
ハト 「善良ではない人間に、救いなど必要ないのだから」

キャロライン 「そんなことをしていては間に合いません」
「増殖したハトさんに食い殺されてもいいんですか」

可奈 「食い……！？　もはやハトさんなんてかわいらしい敬称似合わない
よ！？　むしろハト様だよ！！」

キャロ 「あー、もう。とにかく逃げますよ」

ハト 「善良ではない人間には罰をー」
「罰をーーーー」

背景（屋外）

可奈 「私のばんごはんーーーーーー！！！」
キャロライン 「私たちは何度でも蘇る。何度でもな」
可奈 「うわあああーーーーん！！！　お金返してぇえええ！！！」
キャロライン 「……」



「ぶっちゃけミスキャストでしたよね」
可奈 「じゃあ最初から呼ぶなーーーー！！」

to be continue?


