
キャラクター設定２.１
名前：人物の名称。固有文字の場合はふりがなを付ける。

容姿：人物の服装、髪型、体形等見た目を詳細に書く。

能力：人物固有が持つ技能、機能。

年齢：人物の年齢。人外の場合、人間に照らし合わせた年齢を追記する。

性別：人物の性別。見た目ではなく性的特徴から判別して書く。

性格：人物の性格。性分等出来る限り詳細に書く。

職業：人物の職業。現在に照らし合わせた職業を用いる。ない場合は職業に関する説明を追記する。

所属：人物の属するカテゴリー。民族、国家、身分等。

自称：自分をどう呼ぶか。

二人称：他人からどう呼ばれているのか。人物毎に異なる場合は、人物毎に書く。

癖、性分：態度、言動等。他人から見てどうなのかを詳細に書く。

人物関係：他人との関係。相関を基本とし、人物毎に簡潔に書いていく。変化する場合は、都度書き足していく。

経歴関係

プロフィール

（過去、行動動機）：過去に何があり、何を行動の目的としているのか。

（現在、行動内容）：作中現在の状況。どんな行動をしているのか。

（未来、行動結果）：作中後の状況。行動の結果はどうなっているのか。

（複合して大体２００字以内）

メタ（構成）関係。

（物語上での）役割：主人公、敵対者、協力者、内通者、モブ、ヒロイン（添え物）等のいずれかで、物語上の立ち

回りがどれに当てはまるかを記述する。

モデル：人物のモデル。出来る限り明確に書く。

余談：人物に関する事柄。

２　神楽祭

名前：八想　樹沙羅　（やそう　きさら）

容姿：スカートの丈が長いセーラー服。

黄色いワイシャツに丈の長いスラリとした柄のあるスカート。

緑色がかった千早を纏った巫女装束。痩せ型、胸は余りない。髪は黒く長い。

能力：霊力が高く、強要も高い。巫女舞も徹底的に教えられた。

年齢：１６歳。

性別：女性。

性格：物事に対しきちんと言うタイプで、父親にすら意見する。但し根拠は薄く、いかにも子供がいいそうな勢い

でしかない。行動力が有り、自分の目的や信念のためであれば捻じ曲げない。宮司の娘であるからか、品性は

あり物事の分別をわきまえている。

職業：所沢にある学校の高校１年生。

所属：高校生、八想神社。

自称：私。

二人称：樹沙羅（宮司）、姉様（修道女）、娘（牧師）、彼女（刑事、牧師の妻）。

癖、性分：行動力が有るが思慮が足りないタイプ。その為、現地でも馴染めない所がある。現地ではアバズレ呼

ばわりされている。

　誰に対しても引かない。

人物関係：宮司は父であるが、母の死後経由から嫌っている。修道女とは幼なじみ。

経歴関係



プロフィール

（過去、行動動機）：２歳の頃、母親を神楽祭りで亡くす。母の死を父親が他人事のように対処していた為、父親

に疑念を持ち嫌うようになる。

　高校を地元ではなく遠くの学校にしたのもこの為で、彼女自身の嫌悪感がある。とは言え、修道女とは手紙で

やり取りしており他の関係は良好である。

（現在、行動内容）：神楽祭りに巫女舞を行うと知らせを受け、手伝いの名目で戻ってきた。神楽祭りの再開を巡

り父親と反発するが、母の死から宮司の真意を知る。母の真意をついで全てを断ち切ろうと宮司に訴える。

神楽祭りの日。結界を開放して森に向かい、中枢に向かう。

底で母親の霊と会い、共に舞を踊る。これにより全てを開放し瘴気を消し去る。

（未来、行動結果）：全てが終わり、神楽祭りが再開される。

（複合して大体２００字以内）

メタ（構成）関係。

（物語上での）役割：主人公。

モデル：特になし。

余談：樹沙羅と言う言葉は「沙羅」と言う仏教用語より。主人公であるため、例外として設定している。

名前：八想　逡巡（やそう　しゅんじゅん）

容姿：痩せ型、多少ひげを生やしていてやつれた印象がある。白髪混じりの短髪で、装束を着ている。

能力：八想神社の各催事の取りまとめを行っている。代々に渡り八想家の経由や系譜をまとめている。

年齢：４１歳。

性別：男性。

性格：寡黙で余り話したがらない一方、威厳があり適格な判断を行い、事実は事実として受け入れる。娘の意向

を分かった上で受け入れている。しかし娘として悩む事が多々あり、牧師とよく相談している。

感情面ではなく他人の状況や理性で行動する傾向がある。規則には厳しい方だが押し付ける事は少ない。

職業：八想神社宮司。

所属：八想神社。

自称：私（氏子、禰宜、娘）、俺（牧師、牧師の妻、妻）

二人称：宮司（氏子、禰宜）、神主さん（修道女、刑事）、父様（娘）、逡巡（牧師）、叔父様（姪）

癖、性分：理性的で、物事を細かい所まで調べるタイプ。苦労人といった感じであり、孤独を好むのか人を避け

やすい。

人物関係：娘とは仲違いした状態になっている。牧師とは友人関係で、家族ぐるみの付き合いがある。

経歴関係

プロフィール

（過去、行動動機）：父親を早く亡くした妻の元に入り、宮司の資格を取り職に就いた。婿養子である。代々継い

だ八想家の現実を知った上で厳格に行動していた。

　娘を設けた直後、妻から瘴気を抑えるため神楽祭りの再生を提案されて戸惑う。

　他に手段がないとして牧師を介してＧＨＱに干渉し、特別に許可され実行する。

　森や村を守るために母を犠牲にしたことに負い目を感じ、以降は中止する。

　更に娘には避けられていた。

（現在、行動内容）：知らせを受けた娘に叱責されるも、祭りの準備を進めていた。娘が真相を求めると事件が起

きた真相と森に関する伝承、妻を亡くした理由を話した。

　娘から森の瘴気を食い止める為、中に入りたいと訴えられる。

　当初は拒否するも、押されて巫女装束と魔よけの米を託す。

　神楽祭りの際に漏れた瘴気から守るよう牧師に結界を張らせ、娘達を森に向かわせるように僅かに森の結界を

解いて仕向けた。

（未来、行動結果）：森の瘴気は消え、神楽祭りが再開された。

（複合して大体２００字以内）

メタ（構成）関係。

（物語上での）役割：当初は主人公への敵対者であるが、後に協力者となる。



モデル：特になし。

余談：逡巡は数の単位。森から守る結界の開放を行った。

名前：センティリア＝フェマクス

容姿：金色の肩まであるストレートの髪を結っている。

白いワイシャツに黒を基調とした上着、ロングスカートをはいている。

能力：霊力が有り、父親より解呪の手ほどきを受けている。

年齢：１４歳。

性別：女性。

性格：誰とでも打ち解ける一方で、寂しがりやな面がある。思い込みが激しい。物事に身長であるが、切欠があ

れば思い切った行動が出来る。

英語は余り話せず、日本語が流暢である（というより英語より日本語のほうが楽なのでそちらを使っている）が、こ

れは日本で生まれ育ったためである。背丈は娘より一回り小さい。

職業：中学生。

所属：秩父教会。

自称：私。

二人称：センティ。娘（牧師）。

癖、性分：思い込みが激しく、楽観的でオーバーな面がある。

人物関係：主人公を姉様と呼び慕っていて、手紙でやり取りしている。周囲との仲も良好である。

経歴関係

プロフィール

（過去、行動動機）：ＧＨＱQの占領政策の際、従軍して来日した家族の元で生まれた。現地に馴染むよう若干
奔放な教育を受けていて、性格に現れている。

　ＧＨＱ撤退後は、彼女の影響と布教から日本に残り、教会を借りる形で住んでいる。

　父親からは、解呪を含めた呪術の手ほどきを受けている。

（現在、行動内容）：戻ってきた主人公と再開を喜び、共に遊びに行くように押す。

　家に行った所で捜査の話に苛立つが、終わるなり遊ぶように仕向ける。

　神楽祭りの実態を知った主人公に強力を懇願し、事情を知った父親から解呪の手伝いを頼まれ了承する。

　神楽祭りの際、森の結界を破った娘と共に森の中に入り、子供を保護する。

（未来、行動結果）：森の瘴気は消え、神楽祭りが再開された。

（複合して大体２００字以内）

メタ（構成）関係。

（物語上での）役割：主人公の遊び相手。

モデル：典型的な子供といった感じである。

余談：センティは数の単位。

名前：グーゴル＝フェマクス

容姿：黒を基調としたラフな格好をしている。薄い金髪で、髪は短い。

能力：解呪能力に長けていて、霊力もある。

年齢：４４歳。

性別：男性。

性格：温厚で、他に敵を作らない。文化を強要するような事はせず、尊重しつつ自分の考えを伝えていこうとして

いる。学究肌で、日本の文化を調べている。

職業：牧師。

所属：秩父教会。

自称：私。

二人称：牧師さん（人々）、グーゴル（宮司、妻）、おじさん（主人公）、父（娘）、牧師（刑事）



癖、性分：感情を表に出すことは少ないが、同時に感情で動くことも少ない。日本語はかなりであるが出来るもの

の、複雑な言葉は使えずにフォローを求めることがある。

多少片言で、独特なイントネーションがある。

人物関係：宮司とは日本語や文化を知り合う友人関係で、ＧＨＱにも関係がある。１５年前の神楽祭りの再開に

働きかけていた。娘とは仲は良く、周りからも頼られている。

経歴関係

プロフィール

（過去、行動動機）：GHQの占領政策の際、日本文化の研究や布教の為に妻とともに従軍という形で来日した。
以後地域に関する逸話や民話を調べていくと同時に、宮司が再開を訴える神楽祭り開催の重要さを知る。

ＧＨＱに禁止されていた神楽祭りの再開を進めた。

友人としての付き合いはこの時からの物である。

神楽祭りは宮司の妻の死により中断していたが、再開は１度きりと言う約束だったために周りから責められなかっ

た。

妻の死についてＧＨＱの要請で調査し報告をまとめていたが、地元警察への権利移譲の件もあって曖昧になっ

ていた。

娘が日本で生まれ育ったことも有り、ＧＨＱ撤退後も日本に居座り続けている。

（現在、行動内容）：神楽祭りの再開とともに、手伝いのため詰め所で手伝いをしている。刑事から要請が有り、

妻の死について話をし資料を見せる。その際、居合わせた主人公と自分の娘に話をしている。

　また、神楽祭りの事情を宮司から聞き、解呪を娘に完璧に教え込んでいる。

　その上で宮司と共に境内一帯に結界を張り、事態に備えていた。

（未来、行動結果）：結界により瘴気から守られ、完全に消滅した時に結界を解除して娘を迎える。

（複合して大体２００字以内）

メタ（構成）関係。

（物語上での）役割：主人公の協力者。

モデル：映画『エクソシスト』のメリン神父だが、あくまで人物像であり格好は異なる。

これは牧師に適した格好と言う物が存在しない為である。

余談：グーゴルは数の単位。神父はカトリックの神職の一つで、非婚が条件である。対して牧師はプロテスタント

の神職で、教師としての立場なので結婚して家族を設けても構わない。

上記の通り、牧師は適した格好＝制服と言う物がない。

実在する秩父教会はカトリックである。

名前：八想　京　（やそう　きょう）。

容姿：子供で、ミニのスカートの白いワンピースを着ている。やや丸っこい顔立ちをしている。

能力：人並み以上に霊力が有り、何かの予感を感じ取ることが出来るようである。但し本人に自覚はなく、単に勘

がが鋭いだけだと思っている。

年齢：８歳。

性別：女性。

性格：のんびりした性格かつ素直で、いかにも８歳の子供である。

職業：小学生。

所属：八想神社。

自称：あたし。

二人称：京ちゃん（修道女）、京（娘、宮司）　姪（牧師）、彼女（刑事）

癖、性分：子供らしく、無邪気な性格。周りから可愛がられている。案外真面目で大人の言う事を素直に聞く。

人物関係：宮司の妻の姪に当たる。姪と言うことで神楽祭りの巫女舞を踊ることになった。周りからは素直さから

良い評価を受けていた様である。

経歴関係



プロフィール

（過去、行動動機）：宮司の姪として、普通に育ってきた。神楽祭りの時は手伝いをしていた。

（現在、行動内容）：神楽祭りの巫女舞の踊り子として踊ることに決まった。何かの予感はしていたが、あえて受け

た。

手順を教えてもらい、当日に舞う。

　瘴気が解除されたために流れ込み、霊力の高い彼女に瘴気がなだれ込むも結界によって防がれる。

（未来、行動結果）：神楽殿の結界内で保護される。

（複合して大体２００字以内）

メタ（構成）関係。

（物語上での）役割：所謂モブである。

モデル：典型的幼い巫女である。

余談：京は数の単位。シナリオ版では恒河沙となっているが、響きが悪いので京にした。

名前：霧崎　一夫　（きりさき　かずお）

容姿：灰色のラインの入ったスーツを着ている。短髪の黒髪。

能力：身体能力の高さと飲み込みの早さ。

年齢：２６歳。

性別：男性。

性格：正義感が強く、職務に誇りを持っている。故に傲慢と言われ、上とも衝突が多い。なりふり構わないわけで

はなく、事実に対して謙虚に受け止める事も出来るが、感情が先行しやすいのでそう思われないことが多い。

職業：警察官。

所属：秩父警察。

自称：俺。

二人称：刑事さん（宮司、牧師等）、霧崎（上司）。

癖、性分：焦りが多く、若いのか血の気が多いので何かにつけて揉める。その為、厄介者と思われていて感情が

先行しやすい事件から外されることが多い。

自分から率先して物をやるタイプで、上司の意向を無視する事がしばしばある事が問題視されている。故に秩父

警察署に異動されている。

人物関係：赴任したばかりなので殆どの人物と関係はないが、持ち前の適応性から馴染みやすく、話しやすい。

同い年の妻（正子）と５歳の子供（刹那）がいる。

経歴関係

プロフィール

（過去、行動動機）：持ち前の正義感から警察官になり、秩父警察の横瀬を担当し居を構える。子供が馴染める

か心配になる。

（現在、行動内容）：子供が森で行方不明となり、妻がショックで寝込んでしまう。調査を求めるも宮司達が協力

的でないと断れる。その後宮司に聴き込むなどして、瘴気の事実を知り過去に妻を亡くす事故があったことを知

る。その資料から牧師に行き当たり、牧師から資料や話から神楽祭りの事実を知る。上司が祭りの警護に回され

るも、その警備により結界を解いた森に入れるようになる。そして森に入り込み、子供を救出する。

（未来、行動結果）：子供は救出され、自身も森を出る。以後地元の人間に馴染んでいくも、後の異動により都会

へ赴く。

（複合して大体２００字以内）

メタ（構成）関係。

（物語上での）役割：影の主人公。物事を知らない読者に説明を促すよう仕向けると同時に、行動を示す役割を

担う。

モデル：刑事ドラマに出てきそうな若手の熱血刑事。

余談：一は数の単位。３部では退職した後息子の知らせを受け横瀬に神楽祭りを見に赴いていく。

名前：八想　三末耶　（やそう　さまや）

容姿：巫女装束を着ていて、やつれている。髪は長く、腰まである。目が細く、開いていないと思われるほど。



能力：霊力が非常に強く、見えないものが見える。人には感じられない瘴気の変化すら感じ取れる。

年齢：２９歳。

性別：女性。

性格：感情的にならない一方、余りにも達観している上に言い回しが独特なので他人から何を言っているのかわ

からない。

職業：八想神社巫女。

所属：八想神社。

自称：私。

二人称：母さん（主人公）、三末耶（宮司、牧師）

癖、性分：達観していて、全てのものを無常と悟っている。故に言動に感情の起伏はなく、冷たい印象を与える

が、実際には他人思いであり時折笑みも浮かべていた。折り紙が趣味で、命が少ないことを悟っていたのか娘に

対し大量に物を残していた。

人物関係：宮司の妻、主人公の母親。牧師らとは立場を超えて話をしていた。牧師は聖母の様な人と評してい

た。

経歴関係

プロフィール

（過去、行動動機）：出生から早くして両親を亡くし、更に敗戦で打ちひしがれている所に夫と出会い結婚する。

娘を設けるも、その時点で森に異変がある事が判明していた。

　自分の運命を悟り、娘のために残すものを残そうと夫に話しかけ神楽祭りの開催を宮司を経由して牧師に懇願

する。

　その後、神楽祭りを１度だけという条件で開催し自らの魂を瘴気に溶け込ませる、所謂人柱になる事で固めた。

　しかしながら、娘にほとんどの霊力を引き継いだために力がなく、わずか１５年でほころびが出始めてしまった。

（現在、行動内容）：故人のため、なし。娘の巫女舞により魂を戻し、負の感情を生み出すだけになった彼女を引

き離して開放した。

（未来、行動結果）：全てから解放され、帰幽していった。

（複合して大体２００字以内）

メタ（構成）関係。

（物語上での）役割：主人公の母。

モデル：

余談：三末耶は数の単位。本来は「さんまや」と読む。シナリオ版では阿僧祇となっている。

名前：千葉（ちば）

容姿：黒のスーツを着ている。短髪で白髪交じりの角刈り。

能力：他人を押し付ける圧力。

年齢：４９歳。

性別：男性。

性格：事なかれ主義で、何かあっても現場や担当に任せている。面倒くさがりで、何かにつけて部下に命令を押

し付け、自分は美味しい思いをしたいと思っている。

職業：警察官。

所属：秩父警察。

自称：俺。

二人称：行燈（刑事）。

癖、性分：楽して美味しい思いをしたいと思っているので、周りからは煙たがれている。但し田舎なのでそこまで

ひどい事件は過去になく、それでも何とかやって行っている。

人物関係：上にも下にもいい印象はない。

経歴関係



プロフィール

（過去、行動動機）：何事もなく警察官となるが、当時はＧＨＱの元で権利がなく煮え湯を飲む。解放された時、

何もしない方が楽だと気付き、無難な選択を選び続ける。

（現在、行動内容）：子供が森で行方不明となり、事件捜索を行おうとするも宮司が拒否した為断念する。捜査の

断念を早い段階から示し、一方的に管轄に委ねる。それでも人員を求める部下の刑事に、神楽祭りの警備を行

わせる。

（未来、行動結果）：報告書を目の当たりにし、適当にサインをする。

（複合して大体２００字以内）

メタ（構成）関係。

（物語上での）役割：モブ。

モデル：典型的、自己保身的なＢ級映画に出てきそうなステロタイプの上司。

余談：千は数の単位。

　霧崎、正子。霧崎　刹那（共に３部目参照。

名前：訶魯那（かろな）

容姿：丈の短いワンピースを着ていて、オカッパのような整った髪をしている。

能力：余りない。

年齢：１０歳。

性別：女性。

性格：ガキ大将に反発し、止めようとしているがなかなか止められない。真面目な性格で大人の言うことを聞く一

方、押しが弱いのでガキ大将にはねのけられている。

職業：小学生。

所属：横乃瀬町小学校。

自称：あたし。

二人称：訶魯那。

癖、性分：真面目な委員長タイプ。押しが弱くガキ大将に押されてしまう。

人物関係：ガキ大将達とは、なんだかんだ言って気にかけている。引っ越してきたばかりの刑事の子供に村を案

内しているなど、世話好きな一面がある。

経歴関係

プロフィール

（過去、行動動機）：村で生まれ、育ってきた。ガキ大将とは幼なじみの間柄である。引っ越してきたばかりの刑事

の子供に村の案内をしている時、ガキ大将が絡み森へと案内していく。

（現在、行動内容）：子供が森に入る所を阻止しようとするも、押しに弱く子供が森に入る隙を許してしまう。子供

が森に入り飲まれた後、ガキ大将達は逃げたが彼女は通報し、ガキ大将を突き出した。この後文句を言われる

が、子供が死んだら警察に捕まると言って黙らせる。刑事が父親であることを知り、心配になり率先して謝った。

（未来、行動結果）：子供の救出の際、喜ぶ。

（複合して大体２００字以内）

メタ（構成）関係。

（物語上での）役割：モブ。

モデル：漫画的な委員長であるが、なんだかんだ言ってガキ大将達の面倒を見ている。

余談：訶魯那は数の単位。但し常用漢字ではないので別の当て字を使う必要がある。

名前：厘（りん）

容姿：白を基調としたTシャツに短パン。髪は短くがっしりとした体形をしている。
能力：背丈と腕力が強い。

年齢：１０歳。

性別：男性。



性格：ガキ大将。強気を装っているが実際には臆病で弱気。ガタイの良さだけが取り柄で力の強いものにめっぽ

う弱い。

職業：小学生。

所属：横乃瀬町小学校。

自称：俺。

二人称：厘。

癖、性分：強気を装っているが臆病で、なにか言われるとすぐ力で返そうとする。但しそこで屈しない人間には弱

く、論破されると何も出来ない。

人物関係：取り巻きがいる。体つきから上級生からも避けられるほどである。但し女には暴力は振るわない、嫌わ

れたくないという気持ちから他人に気を使う面がある。同級生の少女には頭が上がらない。

経歴関係

プロフィール

（過去、行動動機）：村で生まれ、育ってきた。ガキ大将とは幼なじみの間柄である。引っ越してきたばかりの刑事

の子供に目をつけ、自分の元につかせようと村の案内を兼ねて森に向かわせ、中に入るように迫る。但し当人も

入れるとは思っていなかった。

（現在、行動内容）：子供が森に入り、飲まれた時に恐怖を感じて逃げ出す。その後少女が警察に通報しガキ大

将を突き出した。この後文句を言うが、子供が死んだら警察に捕まると言って黙る。刑事が父親であることを知り、

本当に逮捕されるのではと思い謝った。

（未来、行動結果）：子供の救出の際、喜ぶ。

（複合して大体２００字以内）

メタ（構成）関係。

（物語上での）役割：モブ。

モデル：漫画的なガキ大将であるが、弱気な所が本当の性格である。

余談：厘は数の単位。ステロタイプなガキ大将ではなく、どことない情けなさがある。

３　白眉語

名前：霧崎　正子（きりさき　まさこ）

容姿：白髪混じりの短い髪、厚めの落ち着いた色で肌の露出が少ない洋服。

能力：落ち着いていて、周りに敵を作らない。

年齢：６８歳。

性別：女性。

性格：温厚で、周りに敵を作らない。

職業：専業主婦。

所属：霧崎家。

自称：私。

二人称：お母さん（息子）、正子（刑事）

癖、性分：落ち着いた物腰で、常に夫を気にかけてきた。

人物関係：息子とは離れていたが、仲が悪いわけではない。常に夫と共に道を歩んできた。

経歴関係

プロフィール

（過去、行動動機）：昭和３０年代半ばに刑事事件を追う夫と出会い結婚、子供を設ける。

　夫が秩父警察署に配属されると同時に、家族で赴任してきた。

　その子供は森で行方不明となり、ショックで寝込んでしまうもすぐに救出される。

　以後、数年後異動により別の署に配属されると同時に村を去る。

（現在、行動内容）：平成の世となり最終的に東京に配属され、そこで夫が定年を迎える。



　夫は疲れからか、徐々にやつれ車いすの生活となるが献身的に世話をしている。

　息子の誘いにより、車いすに座った夫を連れて神楽祭りを見に横瀬町へ来る。

（未来、行動結果）：息子から実績を知り、神楽祭りを見に来る。

（複合して大体２００字以内）

メタ（構成）関係。

（物語上での）役割：３部のサブヒロインと言える。

モデル：典型的な老女。

余談：３部においてさほど。

　名前の「正」は数字の単位。

名前：霧崎　刹那（きりさき　せつな）

容姿：かつての父親に似ていて、黒いスーツを着ている。黒い髪で、歳の割に若くやつれた印象がある。

能力：好奇心旺盛で現場主義者である。

年齢：４０代。

性別：男性。

性格：好奇心が強く、子供に合わせることが出来る。そういう面では子供っぽいが、公の立場では抑えている。

職業：横瀬町職員兼文化研究者。

所属：横瀬町役場。

自称：僕。

二人称：刹那（刑事、母親）、おじさん（子供達）

癖、性分：子供に舐められている印象があるが、実際には慕われている。現場主義で何かと意見するので、周り

と揉めることも多々ある。

人物関係：子供達から慕われている。地元の研究者ともパイプがあるが、捜索の関係上地元の人間から多少の

軋轢がある。

経歴関係

プロフィール

（過去、行動動機）：子供の頃に森に飲まれたが救助される。以後前と同じく子供達とも溶け込んでいたが、異動

により引っ越す。

　以後、異動を繰り返したが子供の頃を懐かしみ横瀬町に向かい職員となる。

　森について調べていくうち、民族的な物に強く惹かれ伝承や文化について研究していくようになる。

　八想神社を含めた一帯の調査により姿の池の伝承の事実や宮司や養子の事、かつての社、宮司の件が判明

しつつ有る。

（現在、行動内容）：退職した父親と母親を神楽祭りに誘い、迎えに行く。

　迎えた所で伝承についての成果を見せる。

　父親と同じく捜査をしていて似ていると母親は返す。

（未来、行動結果）：神楽祭りを見せに行く。

（複合して大体２００字以内）

メタ（構成）関係。

（物語上での）役割：３部の主人公と言える。

モデル：子供っぽい中年のガタイの良い男。

余談：２部では森に飲まれた子供。「刹那」は数の単位。カレが話した事は宮司が生涯独身で、名主の娘を養子

として、彼女が前の宮司の娘と一緒に踊っていた巫女舞を代々伝えていた事実、移転する前の社の跡、前の宮

司や森に関する人々の伝承についてである。


