
審査のトシ重様より、全ゲームへのコメントをいただきました！
テーマ「スイカ」

●NO.01　怒りのメロン β版
スイカをひたすらクリックする、いわゆるクリッカー。
クリックするたびに降り注ぐエフェクトとボイスとコメントの弾幕。
なんだこれ、と思いながらついつい連打（笑）
ある意味、エンターテインメントとして完成されています。

●NO.02　スイカの達人
シンプルだけど、すごく楽しい！
ゴロゴロ転がってくるスイカをタイミングよく割っていこう。
重要なのは連打ではなくタイミングだ！
動きを見極め、狙ったスイカを確実に割れるようになれば達人。
繰り返し遊んでいくうちに、自然とタイミングがつかめて
まるで心眼の域に目覚めたかのように割れるようになるのが心地よかったです。
ビキニガールがオススメ。

●NO.03　スイカ早食い大会デラックス
女の子がスイカを食べるときのアクションがなかなかスピーディかつシュール。
気がつくと1000個単位で食べてました。
プレイヤーに入力させるキーが直前まで見えなかったり、
ときどき方向キー以外のキーも混ざったりすると、より緊張感が増すと思います。

●NO.04　スイカ割り激戦記
わりとアバウトな理由で伝説のスイカを求め、南の島を冒険するウォルターとダオンのお話。
スイカ割ったり、宝箱開けた時の「やったぜ！」と
メニュー開くときの「OK！」のボイスが耳に残って離れません。
あとツッコミはげしいですね。ダオンの。

NO.05　シュレディンガーの西瓜
浜辺の小ビンに入った手紙からはじまる、夏を取り戻す旅。
戦闘は横スクロールタイプのアクションで、敵に近づいてズバッと斬るのが気持ちいいです。
個人的には攻撃のとき、剣を振るモーションがあるといいな！　と思いました。

NO.06　みぃたんのスイカDEシューティング
起こしても二度寝する謎の地底人みぃたんシリーズ、今度はシューティング！
ダメージを受けると、いちどに撃てるショットの弾数も減るので、
こちらに向かってくる敵以外は避けるのも手かと。エンディングの歌がいい感じです。

NO.07　スイカばらまきパズル
少し変わったルールの対決型落ちものパズル。不思議な見た目のモンスターたちが印象的。
チュートリアルが親切でわかりやすいです。
次に落とすブロックをパスしたり、
落とすタイミングを自分でコントロールできるので、なかなか頭を使います。

NO.08　すいクラ
砂浜に無限に転がるスイカを割るとランダムな性能の装備品をゲットできる、
ある意味ディアブロ系。本来の目的を忘れて、
いい装備を求めてスイカ割りにはまってしまうこと数時間。
延々とガチャを回している感覚がクセになります。

NO.09　スイカの逆襲！？
スイカは割る物じゃない、切るものだ！のフレーズの通り、
スイカをザクザク斬るアクションです。
攻撃以外にもスキルやアイテムの要素もあって、かなり本格的。
斬撃のエフェクトもかっこよく、スイカを斬るのがとって楽しい！

NO.10　スイカ。
ゲームの説明にも書かれているので軽くネタバレですが、
スイカに転生した魔王と勇者たちのお話。
スイカ割りのネタだけで引っ張る、ここまで壮絶なストーリーは初めて見たかも。
なんじゃそりゃ、とツッコミながら読むのがよいかと。

NO.11　決戦！卒業前夜 -remake-
タイトル画面でボカーンってなったときに、そんな気はしてたんだ。
カオスな雰囲気とキャラクター。
作者名で納得。セーブポイントも壊せるゲームは初めて見た。
あと、ダメージがインフレすぎ。バカバカしいけどOMOSHIROI！

NO.12　すいかさがし
シンプルだけど楽しいです。洞窟に埋もれているたくさんのスイカを見つけるのが目的。
町でのスキル選びが超重要！
お金の使い方が、文字通りスイカ探索の明暗を分けます。
宝箱にはカギでなく、ねぎがかかっているのです。

NO.13　スイカは何処へ消えた！？
冷蔵庫から盗まれたスイカを追って異世界へ。
パズルっぽい地形やギミックをクリアしてスイカを回収しまくれ！
いつの間にやらスイカを見かけると意地でも回収せねば！と
使命感にも似た気持ちがこみ上げてきます。
モノトーン調のマップもステキ。

NO.14　空白勇者の物語
名もなき勇者として勇者を演じる物語。無個性化された主人公が印象的。
プレイヤーとして遊んでいるのに、
いつの間にか、この物語の読み手を意識して、
勇者を演じようとしまう感覚がおもしろかったです。雰囲気づくりがうまいですね。

NO.15　Magical Request
キャラクターの絵のタッチに見覚えが……おお、hiroさんのRPGでしたか。
戦闘バランスがちょうどよい感じに調整されていますね。
魔法に必要なSPの管理がけっこう重要なので、殴り合いでは勝てなくなっているのがミソ。
細部まで丁寧に作られたことがわかる作品です。

NO.16　フリゲいせきの８つのスイカ
サクサク遊べるアクションアドベンチャー。よくできてますね。
基本操作はシンプルですが、武器を装備したりギミックを操作したりと本格的です。
ドット絵がいい感じで（クマーも8ビットテイストに！）とにかく画面が楽しいです。
敵の動きはなかなかイヤラシイですが。

NO.17　-新説-HURRY UP！体験版
独自の戦闘システムが、本当によく作り込まれています。戦闘自体はアクションで、
キャラによって戦い方もさまざま。ただし！戦闘で重要なのは敵を倒すことではありません。
ステージごとに与えられた条件を満たすこと、そしてなによりスピード！
タイトルはそこからつけられたんですねぇ。

テーマ「太陽」

NO.01　セゾンの太陽
ソレイユが男前。太陽神の力が失われた村を救うRPG。
主人公の２人は、それぞれ陰と陽の属性をもっていて、攻撃相手の属性を見極めるのがキモ。
強引だけど一途なリューヌがかわいいですね。

NO.02　双子魔道士と天気の精霊
とても丁寧に作られた作品です。双子ならではの、魔法の“ふたりがけ”が特徴的。
メニュー画面、レベルアップ時の演出、戦闘中のカットインなどなど、
至るところに気持ちよく見せるための工夫が見られ、楽しめました。

NO.03　太陽の雫
少年ライルと旅の仲間たちが、それぞれの想いを胸に、太陽の塔の頂を目指すお話。
体験版ながら完成度はなかなか。
セリフやアイテム名がちょっと変わっていて独特の世界観を構築しています。
あと、野良犬がイイ！

NO.04　VALHALLA - 太陽と魔法のクリスタル 
以前より花姫パパさんの作品の完成度の高さはすごいなぁと思っていましたが、
今回はどうしてもそれを言いたくて、トシ重特別賞として選出させていただきました。
個人的な注目ポイントは完成度！
バランスのよいゲーム構成、そしてストーリー、キャラクターの魅せ方です。
遊びやすさ、マップ、戦闘、グラフィックやBGMの選択、メニューの見せ方、
いずれもRPGを構成する要素ですが、どれかひとつが飛び出ていたり、欠けていたりすると
作品のよさが損なわれてしまいます。
バランスをとるという作業は地味ですが、
作者のこだわりやセンスが現れる部分でもあります。
すべてを調和させるためにかけた時間は相当なものだったのではないでしょうか。
ストーリーも短編ながら無理なくまとめられていて、登場するキャラクターひとりひとりに
感情移入できるポイントがあって好きになることができました。

NO.05　サマスト！～SUMMER STRIKER～
開幕から飛ばしてますねー。
ネタに次ぐネタを消化しきれないまま、次のネタが出てくる怒涛の展開。
たまにわからないのがあるのはジェネレーションギャップなのか……。
スシが回っている廊下がステキすぎ。

NO.06　夏至
はっきりしたストーリーはなく、
少ない情報からプレイヤーを自ら洞窟へと誘う雰囲気作りがうまいですね。
ギラギラした太陽を扱った作品の多い中、
夕暮れ時の夕日がテーマの太陽だと気づいたとき、すげーと思いました。

NO.07　Ano Lune Soleil - アノ・リュンヌ・ソレイユ
アノ姫がかわいい！
ステージクリア型のRPGですが、戦う敵の順番も考えないとダメなやつです。
そこで活きてくるのがタイムリープという戦闘を巻き戻せる仕組み…
…ある意味これはパズルなのかも。

NO.08　風と雲と太陽と
風、雲、太陽の３つの属性はジャンケンと同じ関係。
属性の影響力は大きく、精霊の使い分けが重要に。
町やダンジョンのマップはシンプル、
ストーリーを楽しんでもらうことを第一に考えられているのが印象的でした。

NO.09　立夏の月[Rikka no Tsuki]
まるで一枚の絵のなかに飛び込んだかのように、静寂に包まれた雰囲気。
仮面をつけたどこか人外の存在を思わせる住人たち。
その世界に引き込まれました。
アクションもよくできていて、弓を撃つのが楽しい！
すぐに終わってしまうのがちょっと心惜しいですが、見せたい世界、
やりたいことがハッキリ伝わってきました。
最後の景色、好きだなぁ。

NO.10　色なき思い出と白黒の太陽
この手描き感覚は……いや実際に手描きだと思うのだけど、すごくいい味出してる！
ちょっと不思議な世界を探索するこの感覚。
ノートの切れ端を見つけるたびに、少しずつ埋まっていくキーワード。
いつの間にかのめり込んでいる自分に気づかされました。

NO.11　かぱ★くろ
最初はクロスワードパズルの縦横のカギがわからない状態。
ヒントを集めさせるようになっているのがうまいですね。
パズルと探索、２つのゲームが合わさって相乗効果で楽しめます。
これはクロスワードパズルの新しい見せ方かも。

NO.12　Sunshine Sweeper
クレジット表記のセンスがすごく好きです。
マインスイーパーだけど、そこには当然、かはさんアレンジが！
遊びながらなんとなくルールがわかってくるゲーム構成は、いつもすごいなぁ。
いや、まぁ、すぐドカーンでしたけど（オレが下手なだけか）。

NO.13　焼ける砂漠の迎陽花
前回の『天に届ける迎春花』がパワーアップ（タイトルも強い感じに）。
トライアンドエラーで進めていく基本システムは踏襲しつつも、
４人パーティになったりでローテーションも考慮しないと……攻略難度もパワーアップか！
やりごたえ十分でした！

NO.14　リゼットの不思議な冒険 日陰石の迷宮
とてもよくできた3DダンジョンRPGです。
宝箱の中身はランダムなので、プレイ毎に手持ちのアイテムをやりくりする楽しさが！
シナリオは軽めとのことですけど、
キャラ同士のイベントがいいタイミングではいってきてプレイにメリハリがきいてました。

NO.15　梔子館の扉
あたかも実在する館に迷い込んでしまったような、
スッと入っていけるオープニングが秀逸。
ホラーとは少し違った怖さ。
なにかが“いる”のが怖いのではなく、なにも（誰も）“いない”のが怖いのです。
梔子は「くちなし」と読むそうです（かしこさが１ポイントあがった）。

テーマ「おばけ」

NO.01　ホラードットスイカ
ウェルカム・トゥ・ザ・スイカワールド。一瞬で町に戻れる転生の術の存在がユニーク。
術を使用した地点を記憶してくれて次回はそこから探索が続けられます。
このシステムのおかげで、作品独自のプレイスタイルが確立されていますね。

NO.02　デンとメメのおばけ退治！
レトロチックにはじまるアクションゲーム。
ステージ内のすべてのオバケをやっつければクリアだけど、
アイテムの効果を頭に入れておかないと、倒す手段がなかなって詰みます。
アイテムをうまく使いこなせたときの気持ちよさは格別！

NO.03　お化け屋敷ビオレの災難
すごい！本当に超短編でした。
選択肢によっては戦闘無しで、ザクザク倒してしまいます。さすがお化けハンター!?
最後のオチを見ると、お話は続きそうな感じもしますが……
次々と現れるお化けの性格が愛嬌あってよかったです。

NO.04　きらきら星の道しるべ
これはステキなドット絵……！女の子もお化けもかわいいなぁ。
チョコは……ウ○コじゃないよね、チョコだよね!?
うん、狙ってなんかないってわかってたよ（笑）
やさしい色、雰囲気に包まれた世界を歩くだけで心が躍ります。
ひとつひとつの場面の作り方がとっても上手でした！
ちょっと切ないけど、最後に優しい気持ちになれる不思議なお話。
どことなくMOTHERをリスペクトしているのかなと思いました。

NO.05　おばけのモトメルモノ
おばけから麦わら帽子を取り返すため、無人の家を探索。
基本はいたるところに隠された数字とヒントを組み合わせてカギを手に入れ、
少しずつ行動範囲を広げていきます。たしかに怖くないぞ！このおばけ！

NO.06　勇限会社　勇社 
よくできています。ベースはブロック崩しですが、
オリジナルの要素（アレンジというべきでしょうか）がきいていて、
さながらピンボールゲームのような爽快感。
エクセルのファイルを編集する必要がありますが、ステージエディット機能がスゴイ！

NO.07　常夏の世界と異界の悪霊
アクションエディター4という制作ツールは初めて聞きました。
敵を剣で蹴散らしつつ進んでいくのが楽しい横スクロールアクションです。
ステージクリア後にボスが待ち受けていてメリハリもきいていますね。
個人的は水中面でふよふよ泳いでほしかったなぁ。

NO.08　夏暁の空（なつあけのそら）
ちょっと重めの空気のなかで始まる、ノスタルジックで不思議なお話。
主人公の公平が出会った“神様に選ばれた子”天馬には重大な秘密が……。
どこか懐かしいけれど閉鎖的な村の怖さ、友人のために奮闘する子供たちの純粋さ。
いつのまにか、公平の気持ちになって村を駆けずり回る自分がいました。
とても心に残るお話です。

NO.09　あの夕陽が沈む刻
作品に込められた、作者の強い想いが伝わってきます。海辺で出会った女性との交流。
物語は女性との会話を中心に、少しずつお互いを理解していくように進んでいきます。
心の病がテーマなだけに読み手を選ぶかもしれませんが、
最後まで読み進めると、ちょっとだけ優しい気持ちになれます。

NO.10　ななしのおろち 秋 たっぷりお試し版
ゴミの山に捨てられた、テレビが映し出す奇妙な光景。
本作から初めて読まさせていただいたのですけど、
手にしてしまった不吉を映すテレビが怖い！
何者かに追われている感覚、主人公の日常が徐々に蝕まれていく
絶望感というべきでしょうか。じんわりと怖くなっていきます。

NO.11　夏幽霊 -ナツユーレイ-
やっぱりオバケのテーマは怖いのが多いなぁ。序盤からドッキリの連続ですよ！
もう夢に見そう！スイカもったオバケって聞くと笑えそうじゃないですか。
でもぜんぜん笑えない！本当に怖いんだもの。あ、念のためですが、
お化け屋敷とかビックリさせられる系が苦手なひとは覚悟してください。

NO.12　海の底からの呼び声
個性的な冒険者の女の子（含む人間以外）４人パーティが引き受けたのは
オバケ退治する依頼。迷路のような洞窟をうろつくアンデッドを燃やしたり捕まえたり。
タイトルから一瞬クトゥルフかと思ってしまったのは、
H.P ラヴクラフト好きなせいかしら。カザグルマのお話のメニュー画面は必見！

NO.13　デッドラインのその先で
ある日突然ユーレイになってしまった喜一郎さん（50）。
娘を守るため、魔に染まりながらがんばるお父さんの姿がかっこいい！
表裏一体の現実世界と霊界を行き来して、
通れない場所を乗り越えたり味方になってくれるオバケを集めるミニゲームが
おもしろいです。会話はギャグっぽいけど最後にグッときます。。

NO.14　いずれまた森になる 
オープニングがかっこいいですね！
光と影の使い方が絶妙なマップ構成は、うまい！のひとこと。
マペットたちの軽妙な語りをフレーバーに、ミステリアスな探索を楽しめます。
いや、むしろ、この神秘的で美しい世界に迷い込むことを楽しむ作品なのかも。

NO.15　魔剣を継ぐモノ
ああ、わかってたさ。作者名をみて、ひと筋縄ではいかないってね！
初見だとルールはさっぱりだけど、最初の主人公が死んでわかった！
こいつは自分がやられると、強制的に誰かに魔剣が引き継がれるカラクリなんだ。
所有者が代替わりするたびに更新される「その後.txt」がいいね！

NO.16　サマーライズ
始めてみてすぐに思い出しました。『サクラテンション』の続編なんですね！
続きというよりは別エピソードかな。
季節の名前をもった精霊（姉弟）がダンジョンを探索したり、海の家の経営に挑戦したり（!?）
なんかどんどん人間くさくなってきますね（笑）シフト表の「山」が謎でした。「山」って……。

NO.17　ユーレイちゃんと剣士くん
あやしげな女性の依頼を受けて、廃墟のような屋敷の中へ。
鍵のかかった扉を開けると、そこにはベッドで眠る女の子が……。
ちょっと心がほっこりする、少し不思議な幽霊退治のお話でした。

NO.18　おばけくんを探そう！
超かんたん！かくれんぼゲームのキャッチコピーは、ダテじゃない！
少しでも内容を語るとネタバレになるので、語りませんが、
僕はこういう絵本っぽいノリは好きです。探せる部屋がいくつかあるといいかも。

NO.19　廃墟は囁く
ホラー映画をとるため、廃墟に足を踏み入れた女子３人。
ライトが照らす範囲しか周囲見えないシチュエーションは、やっぱりドキドキするなぁ。
２階に上がったところから緊迫感がアップ。本当に怖いのは幽霊ではなく……。
個人的な感想ですが、散乱する書類の束や器具などを調べると、
怖さを盛り上げるようなメッセージが出るとよかったかも。

NO.20　ダストボックス
ふつうのRPGとのことですが……いちおうつっこんでおきます。
ふつうのRPGでは「ヒャッハー！」なモヒカンはあまり出てこないと思うの。
行進する４人のモヒカンたち……時はまさに世紀末と言わんばかり。
これ、普通のRPGじゃないだろ！
ハッ待てよ!?ストーリーがあってマップを歩いて普通に戦闘するから、RPGといえばRPGか！

NO.21　調和ノ物語-古戦の記憶-体験版
タイトル画面の、
草のシルエットが揺れている演出からオープニングアニメまでの流れがステキ。
つかみの部分にこだわっていくのはよいと思います。
マップの作り、アクション的な要素の入ったアクティブタイムバトル、
メニュー画面にいたるまで、すごく洗練されていますね。
キャラ同士の会話イベントも入ったり、テイルズシリーズが好きなひとにはオススメ。
体験版ですが、コアの部分はキッチリ完成したすばらしい作品です。

テーマ「水着」

NO.01　太陽のレフティRX
こいつはスゲぇ！
ほっとくと高速で直進していく水着ギャルを左旋回の操作だけで撮影ポイントに誘導！
超シンプルだけど難しい！だけど、何回もやっちゃう！
シチュエーションがすばらしく明快でバカバカしい！（言い方悪くてごめんなさい）
歌が流れるって罰ゲームかよ！　もういちど言うぜ……こいつはスゲぇ！
あ、R18バージョンできたら、こっそり教えてください。

NO.02　ドラゴンクオリア～そして体験版へ～
こいつもスゲぇ！　完全にパロディなのに、作品から伝わってくるパワーは本物。
どこかで見た設定だけど、ストーリーはオリジナル（サブタイトル長いけどな）。
最初に主人公を選ぶとき、右側の子を選ぶので正解ですよね？

NO.03　うおおおおお
なんだろうね、水着のテーマって、どうしてここまで濃い作品ぞろいなんでしょうかね。
漁師なんだけどポセイドンのうおおおおお（主人公の名前です）さんが魚図鑑を完成させる、
ちょっとイイ話。メニュー画面からして個性的な世界観がうかがえます。
うっかり気を抜くとついていけなくなりそうな、このセンスは大変おもしろいです。
これからも貫いてください。

NO.04　メスケモ姫と海水浴
スタート早々のマンガのクオリティが高くてびっくり。
とても上手で読み入ってしまいました。
ケモノの姫様がお城をこっそり抜け出して海水浴に。
ミニゲームは難しくないので姫様を愛でるのがメインなのかな。
サービスショットもすばらしい。
ときどき転ぶのは、何かのヒントかと思いきや、ランダムなのかしら。いい演出ですね。

NO.05　メイドサマー！
すばらしい。コンパクトでありながらエンターテインメント性高し！ 
お嬢様のために、メイドさんが夏らしいアイテムを３つ集めるのですが、集め方はさまざま。
アイテムでエンディングがちょっと変わります。
ゲームとしてはシンプルですけど、お嬢様やメイドさんのキャラクター、
メッセージの作り方がうまく、遊んでいて楽しい作品です。

NO.06　戦海ディザイア
緊迫感のあるオープニング、マップを使わない移動システムが特徴的ですね。
殺伐とした中、どこで水着が出てくるのだろう……と思っていたら、バッチリでした。
海での戦闘だと、ちゃんとキャラが水着を着てるのか！
移動に無駄がない分、バトルに力が入っている感じですね。
途中でキャラクター同士の会話も入ったりと飽きさせない工夫を感じました。

NO.07　黄昏の砂城（たそがれのすなしろ）
主人公のデフォルト名が「とりあか」さんなのは笑うところですね。
自分探しの旅に出た主人公は田舎町の浜辺にたどり着き、そこで運命の出会いが…
…とりあか（仮）さんが少しずつ女の子に惹かれていく様子に、
ちょっと胸を締め付けられました（花粉が鼻の穴にクリティカルヒットするゲームの作者さん
ですよね？）。いいお話でした。

NO.08　防具屋さんの舞台裏
防具屋のテーマソング、イカしてます（ディーフェンス！　ディーフェンス！）。
RPGでは定番の、防具屋さん（人妻）にスポットを当てたショートストーリー。
テンポよい展開、そしてオドロキのラスト（!?）おもしろかったです！
ビキニアーマーのイベントが神すぎる……ハッ!?　そうか、ここが水着か！
いいぞ、もっとやれ（２回目調べても見られるように）！
ちょっとマジメなコメントもしておきますと、この作品には遊びが感じられます。
通常、作品を作るときって、強いメッセージ性や見せたい要素を全力で表現しますが、
作り手としてある程度の域に達してくると、そこからさらに遊びを入れる余裕が出てきます。
プレイヤーの予想を裏切ってみようという気持ちです。
伏線ほど大がかりなものでもなく、ちょっとしたイタズラ心といってもよいでしょう。
この余裕があることで、プレイヤーは肩の力を抜いて作品を楽しむことができます。
とってもおもしろかったです！

NO.09　ピスカのスムーズスイミング
これはなかなか……いいですね（べ、別に水着がとれちゃうところが、じゃないですよ）。
人魚のピスカは直進するとスピードがアップしていきます。
この勢いを利用して、空中にジャンプしたりできるわけですが、
ゲームの操作と泳いでいる感覚がマッチしていて、動かすのがすごく気持ちいい。
アイテムを集めると水着も増えるので繰り返し遊びたくなります。
水着というテーマをシステムに取り入れて、
それが楽しさにもストレートにつながっている、とてもよい作品です。

テーマ「台風」

NO.01　台風の目
おばけちゃん……見た目はアレだけどイイ奴だなぁ。
突拍子もない展開にアワアワしかけましたが、
おばけちゃんの冒険に出たいという気持ちがストレートに伝わってきて
ワクワクさせられました。
キャラクターのアクが強いのも印象的でしたが、
台風の中、荒れ狂う海に船を出すシーンにグッと心が動いた！
漢（おとこ）を感じる作品です。
個人的にはムンセッセ（人工知能）との会話推し。癒された。

NO.02　水神様が怒っています
開始早々、なにやら穏やかじゃないです。
自分の責任を棚にあげて、水神を倒しに行く精霊と魔女のお話。
￥300でレンタルされた魔女のキャラがなかなかにぶっ飛んでいて、
そこに作者のセンスを感じられました。

NO.03　誤認の上にて
うーん……マップの使い方がうまいですねぇ。
カギを探す主人公と神官の何気ない会話と、壁一枚隔てて見える異常な光景。
このコントラストが、ストーリーの闇の部分を的確に表現していました。おもしろいです。

NO.04　水想歌
台風の夜に廃教会で出会った、吸血鬼と人魚。
作られた存在カミサマの謎とは？
ふたりの女性のちょっと怖くて、ちょっと心が温かくなるお話です。
エンディングを見たとき、ホントによかったねと思える作品でした。

NO.05　LL
タイトル画面がオシャレですね。
情報がまったく与えられず、近未来的な謎の施設を探索することになります。
ところどころ浸水した施設内部、
残された日記から伝わってくる雰囲気にひたって楽しむゲームだなと思いました。

NO.06　台風タロウ君ノ卒業試験
インパクトがすごい作品。
昭和初期テイストあふれるキャラクターたちの頭部が回る！回る！
その光景はシュールのひとこと。
ご褒美のお色気要素は…
…え、ああ、そんなことだろうとは思ってたさ（ひそかに期待してた）。

NO.07　疾走台風大花火隊！
はじまっていきなり100分のカウントダウンが開始…
…このシチュエーション、どこかで見たことあるぞ！
あ、やっぱり！お花見隊のひとの作品か！
例によって戦闘中もカウントダウンが続くので立ち止まるな！

NO.08　人魚時々台風、のち雨の精
人魚が友だちのカタキ討ち（!?）のために台風を追いかけます。
人魚なので移動するフィールドは海、そして次々と蹴散らしていく（戦闘で倒す）、
実にわかりやすいです。
クラゲはお約束通りしびれる攻撃をしてくるので集団で出ると脅威。

NO.09　(中途版)怒りの太陽！！！！うおおおおおおおおーーー！！！！
しょっぱなから怒ってます。太陽が。
バトルがメインでまだ原型という感じですが、インフレ気味に上昇していくパラメータ、
攻撃時のアクション、このあたりに爽快感を秘めていますね。
スキルなど少し攻撃に特徴を出したりしていくと化けると思います。

テーマ「夏休み」

NO.01　夏の安全クイズ
本格的に海でのキケン防止に取り組んだ意欲的な作品です。
意外と知らない知識（クイズ）が出てきます…
…というか知ってたつもりになっていて危なかったです。
海の近くの観光案内所とかに置いてあってもいいかも。

NO.02　BBQやろうぜ
学生のノリでバーベキューのお誘いが。食材はもちろん（戦闘で）現地調達。
キャラクター、モンスターが動き、飛び交うサイドビューバトルに
こだわりを感じられました。
本編に登場するキャラたちが一堂に会する、ファンサービス的な作品かな。

NO.03　Summer Holiday Longest in a Life
主人公の女の子となって夏休みを満喫。
レベルアップしてボスを倒すことでとストーリーが進んでいきます。
コメントにも書かれている通り、2000の機能を無理せずに使って作られていますね。
あ、お店の商品に消費税（8%）かかってる！

NO.04　俺の夏休み
アルバイト店員となって、次々と訪れるお客さんに対応せよ！
接客（バトル）はタイミングをあわせてボタンを押していくアクション！
慣れるまで難しいけど押すボタンは決まっているので慣れれば、けっこういけるぞ！

（でも[S]は押しにくかった！）

NO.05　その傷に触れて
心に大きな傷を抱えた高校生の少女が、
夏休みの出来事をキッカケに思い悩み、友人たちと衝突し、
やがて自分なりの答えを見つけ出していくお話です。
テーマはとても重く、彼女が勇気をもって、行動を起こす姿に心が動かされました。

NO.06　パーティー～SUMMER DIARY～
むずかしい要素は一切なし！
初見でも、ほぼルールがわかってしまうゲーム設計は
相当慣れていないとできるもんじゃありません。さすがですね。
夏休みにちなんだ、さまざまなゲームが用意されていて、
最後まで飽きずに楽しむことができました。

NO.07　最後の宿題
夏休みの学生の気持ちが、そのままゲームになったような作品ですね。
やる気と体力をコントロールしながら、少しずつ宿題（ページ数）をこなします。
一気に進めるとイヤになるので、適度に遊びながら……という、
まさに宿題をやっている感覚。よい再現度です。

NO.08　少年旗戦エンボイズ
キャラクターの表情が生き生きしていてイイですね。
見習い兵の少年を訓練していくシミュレーションゲームですが、
バランスよく育てるよりは、何かに突出させたほうがおもしろいかも。
プリンセスメーカーという昔の作品を思い出しました。

NO.09　終わり逝く星のクドリャフカ
ワタクシ的に大好物のサイバーもの。ハードでしたが、おもしろかったです！
マップの組み方、雰囲気の作り方に、一貫したこだわりを感じられます。
スキルを使うために必要なAPを溜めさせる、チャージの仕組みがよくできていて
戦略的な戦闘を楽しめました。

NO.10　サマサマ！
せっかく海にきたのに嵐で台無し。
ラルフは嵐を起こしている張本人の魔法使いを探しにいくと……
全体に漂う、このノリの軽さ、作品の個性になってる！
王道風のラルフには笑ったけど、
遊んでいるうちにこのままでもいいんじゃね、って思えてきました（笑）

NO.11　トコナツ島の奇跡
まったりスローライフ系ですが、ちまちま作物育てたり、
島中を歩き回って虫集めたり、魚獲ったりするのが、ただ、ただ楽しいのです。
ものすごく基本的なことなのですけど、
自分が起こしたアクションに対してキチンとリアクションが返ってくるのって
ゲームとしては理想的だと思うんです。
島は発見に満ちあふれています。
プレイヤーがアクションを起こすことで、島にはひとが増え、できることも増えていきます。
効率的にプレイする必要なんてまったくないので、
アレコレ考えずに島での暮らしを楽しんでみてほしいです！

NO.12　修道服を脱がさないで！
すげーな、これ、タイトル画面で歌（オリジナル）が流れてるよ！
ロックなシスターのカオスな物語……（ときどき濃すぎてついていけなかったけど）。
BGMもパンチきいててカッコイイっすね！
あとデビルディスクって、悪魔召喚プロ……ですよねー。

NO.13　オミヤゲクライシス
ああ、ダメだ……スペーストラベラー金田が気になって、
ストーリーがほとんど頭に入ってこない（オミヤゲを探し回るお話です）。
オミヤゲはお店で売っているもの以外も調達できます。
渡したオミヤゲで仲間のリアクションが変わるので、
一回クリアしても全部のオミヤゲを試したくなりますねぇ。

NO.14　独裁者のお部屋
文字通り、独裁者が残した開かずの部屋に入ってみようというお話。
部屋のなかにはなんと……開けてみてのお楽しみ（!?）あっさりめですが、
ふたりの女の子の掛け合いがテンポよく、楽しめました！

NO.15　漁師の親父とその息子
手描きのタイトル画面がステキ。夏休みの課題図書のようなタイトルとは裏腹に
がっつりRPGですね。
今回のるいすさんの作品は、いずれもシナリオがよく練られていて、遊び応えがありますね。
さりげなく花粉ネタも盛り込まれていてニヤリ。

NO.16　箱庭のアンインストール
え、この走査線の感じ、どうやってるの……！こんなに雰囲気が変わるんですね！
どこかでみた（ファミコンRPG全盛期のような）画面構成、演出ですが、
ここまで突き抜けていると、かえって新鮮。
ボス戦でいきなりアレになって、え？　え？　といってるうちに死にました（笑）
違うゲームじゃん！

NO.17　レヴァンテル家の夏休み 体験版
キャンプ中の冒険者一家が助けた謎の女性。
女性に隠された秘密、冒険者一家の秘めた目的について語られるオープニングは必見。
体験版だから調整中の可能性もありますが、
キャラクターがレベルアップでどんどん特技を思い出してくれるのはおもしろいですね。
レベルアップを攻略のキモにした演出ができるかも。

NO.18　SUMMERCAST
とりあえず、ランダムでキャラを作ってみたら……
鉄仮面にバニーちゃんの耳がついた、かおるちゃん（仮名）が誕生しました。
村でゆっくり流れる時間を楽しみます。
釣り（魚獲り）のシステムがよくできていてハマります。
いろいろなポイントを探すのに夢中になってしまいました。

NO.19　Oui Mademoiselle～執事アヤカワからの夏休み～
お嬢様のリクエストに、予想を超える形で応える執事さん……ひょっとして天然？
望まぬまま閉じ込められてしまった部屋から出るため、
ヒントを頼りに部屋のアチコチにあるパスワードを探していく脱出ゲームです。
がんばってみましたが、ピアノのヒントがどうしてもわからなかった……。

NO.20　避物語 -ヨケモノガタリ-
女子ふたりによるテンション高い系の会話を楽しむゲームかと思いきや、
えーっと……コレ、アウトじゃないんですか！
言葉を選ぶと、尿意におそわれた女子がトイレを目指す避けゲーです。
お邪魔する連中はオブラートに包みようがないので割愛。プレイしてみてわかった。
このゲーム、ゲームオーバーを楽しむものなんだ（悟り）。

NO.21　ファイナルバトル3
なぜ「3」なのか。いや、それを問うまでもなく、結末がある意味予想外でした（笑）
感想を多く語ろうとするとネタバレになっちゃいますが、なんか魔王がかわいそうだった。

NO.22　おねショタ夏休み
水着お姉さんにドキドキしながら始めたら、
あっと驚く展開が待っていました（ここはぜひ体験してほしいので伏せておきます）。
お姉さんに期待しつつも、こいつは骨太だったぜ……
ゲームブックは大好きなのでおもしろかったです（あ、言っちゃった）。

NO.23　レモネード
レモネード？　不思議なタイトルに心惹かれながらゲームスタート。
うん、これはレモネードだ。最初の訓練（戦闘）の演出がいい！こうきたか！
それぞれが抱えているハンデを克服（？）して協力していく姿、
キャラクターの描かれ方が好きです。
戦闘ひとつをとってもキチンとキャラクターを魅せる作りになっていて
愛を感じられました。

テーマ「全部」

NO.01　おばけスイカタイフーン
お化けにはじまり、浜辺で楽しむひとたちを次々と巻き込んでいく
小気味良いストーリー（？）がいいですね。
アクションパートは動きが速く、ゴリ押しぎみでクリアしたけどな！

NO.02　オナキン・キャノン
これはすごい！　溜め続けることで弾の形状や威力が変わる！
溜め続けることに意味がある！連射を禁じた画期的なシューティング！
狙い過ぎたタイトルに惑わされるなよ!?

NO.03　少年少女夏小冒険
オリジナルで描かれたキャラクターが印象的。
戦争というテーマが織り込まれていて、
RPGとして遊びながらも、少し考えさせられるところもあったりする不思議な作品です。

NO.04　そうだね、その夏の日の話をそっと君にしようじゃないか
ひとりの青年が語り手となって聞かせてくれる話は、
途中の選択しだいでゾッとさせられることも。
独自の価値観を交えた語り口により与えられる奇妙な読後感。なかなか心地よいです。

NO.05　夏色DREAMS
いくつかのアクションゲームを選んで遊べる……と思ったら、
最初の『ドッカン！スイカDEクラッシュ！』しか完成してないじゃん！
位置覚えゲーなのか運ゲーなのか悩みながらも1,000点は無理でした……
カボチャ狙いじゃダメなのかな？

NO.06　双子の剣聖～スカイディアの夏休み～
主人公のスカイディアをはじめ、超個性的なキャラクターが続々登場して開幕から
ニギヤカな感じ。属性の異なる８振りの聖剣を、相手に応じて使い分けるのがポイントかも。
真剣に攻略しないとあっさり負けます（考えないで負けました）。

NO.07　幸せの青い怪獣
タイトル画面で流れる懐かしいBGM……は、さておき。
胡散臭い生物の甘言にのせられ太陽を目指す姉弟。操作もシンプルで快適！
ノリのいい会話で悲壮感もなく楽しく生物にダマされました。敵のネーミングもいいですね。

NO.08　クマーの脱出
クマーのちびキャラがかわいい脱出ゲーム！
あやしい場所を調べたときに、フレーバー的なリアクションがほどよく織り交ぜられていて
思わずニヤリ。パスワードはけっこうむずかしかった！
おなかを空かせるための運動の意味がわからず、
ダッシュで走り回っていたのは内緒……ですよねー、縄跳びですよねー。

NO.09　祈りと望みの塔－俺は蚊－
ひとりずつ登場時のイラストが用意された魅力的なキャラたち、
しっかり描かれた町や学校のマップ……注目すべき点はいっぱいあるけれど、なぜ蚊!?と、
ツッコまずにはいられない。あと、蚊……弱いです。

NO.10　ゲットバック・ザ・タイヨウ
明けることない夜の謎を追って、謎の生物や謎の四天王とのクイズバトル。
不正解でも、ちゃんと正解を教えてくれて（親切にも）解説もあったり。
物知りになれました（笑）クイズ初心者に優しいクイズゲームです。

NO.11　Sweet&Memories
いいか紳士（淑女）ども、この作品はイチゴちゃんを愛でるためのRPGである。
1500ゴールドを握りしめ、サバイバルスーツを買ったところからが（着替え的な意味で）
本当のスタート地点だ！心してかかるように。以上！

NO.12　宝箱人と海
ライフセーバーの帽子をかぶったキャラかと思ったら、宝箱人だった！
シュールかつジェットコースターのような超展開を堪能する短編ストーリーですが、
最後にクリア時間が……え!?　ほとんど読むだけだよね!?

NO.13　広君と普通の夏休み
キャラクターがかわいい！　神（＝スフィンクス）のキャラが立ち過ぎ！
セリフのセンスに独自の世界観がよく表れていて、最後まで楽しくプレイできました。
今後のアドバイスとして、水着のサービススチルなら、真ちゃんだろ！

NO.14　夏楽天祭
陰陽師（女性）の水着姿って、意外にレアなのでは……と思いながらプレイ開始。
敵を弱らせて捕まえておくと、戦闘時にさまざまなサポートが受けられるので、
いかに弱らせるかが最重要。敵の攻撃がキツめなのでゴリ押し禁止！

NO.15　アイノコトダマ
魔族と人間が共存する世界の浜辺で海の家を守るべく、
既視感を覚える人形たちを操り不良魔族を蹴散らすSRPG。
調子こいて単騎突撃すると死にます。わりとガチです。
サキュバス風の女子Cの「それなー」のセリフが耳に残ります。

NO.16　ポンポン!!夏
夏を満喫すべく、次々と現れる個性派キャラとポンポンで対決！
なっちゃんや登場するキャラがとにかくしゃべります！
ボイスやエフェクトのおかげでパズルのシーンも爽快感120％。
ぷよぷよ好きなら超オススメ！

NO.17　メリルとマーリン
ふんわりとしたタッチで描かれたキャラクターがステキ。
双子の女の子（僕って言ってるけど……女の子だよね？）の不思議な不思議な物語。
怖さよりも切なさが胸にくるお話でした。

NO.18　海の家でアイスクリーム大作戦！
このタイトル画面は反則だろ！
気の抜けそうなオープニングに反してゲームとしてしっかりできてます。
安く仕入れる、ビラを配る、売る、残り時間を考慮してバランスをとるのがコツ。
安いからって仕入れすぎると溶けちゃうぞ。

NO.19　がっしゅく！
浜辺で繰り広げられる護身剣術部女子４人の部活動！
合宿を充実させるため、魔物を倒して予算を稼げ!?
戦闘を繰り返すと見られる４人のやりとりがニギヤカ。進めるのが楽しくなります。
アイテムお姉さんは早めに見つけよう！

NO.20　疾風戦記フォースギア外伝・サファイアスピリット！
オーソドックスなスタイルのシューティングゲームですね。
シューティングが苦手な身としては、非弾幕系、ライフ制はありがたいトコロ。
敵の弾がわりと速くパワーアップを切らすと立て直しがきびしいかな。
20万点が限界でした（汗）

NO.21　ホーリーサマーナイト
「真夏にクリスマスを取り戻す」の言葉にすべてが集約されています。
マインスイーパ…じゃなくてマインスイーカなどのミニゲームが３つ。
残りのゲームの開放条件が実績の獲得になっていて、
やり込みにきっちり意味を持たせられてますね。

NO.22　グラトニーテイル
よくできています。戦闘メインで、敵と繰り返し戦って自身強化、
少しずつ先に進んでいくのですが、強くなった分、敵も強くなってくれるので、
最後までギリギリの勝負を楽しめ（!?）ます。ザコ戦闘？
いったいどこにザコがいるのかね。

NO.23　ねこかぺ
このゲームは優しいです。簡単にクリアできるとか、そういう意味ではなく、
主人公の女の子や彼女を助けてくれるネコたちの仕草が、言葉が、温くて優しいのです。
プレイしていて思わずニコニコしちゃいます。ジャンルは脱出ゲームですが、
迷い込んだ不思議な空間をワクワクしながら歩き回るのが本当の楽しみ方だと思います。
プレイヤーを引き込むのは言葉だけではありません。ぜひいちど遊んでみてください。

NO.24　白摘かくれんぼ
たまたま雨宿りで入り込んだ、古びた学校でかくれんぼをはじめた主人公たち。
学校のマップがよくできていますね！
探索範囲を広げていくうちに、見知らぬ子ども、残された血痕、あやしい影……
怖い要素がじわじわと。少しずつ怖い展開になっていくのがうまいです。

NO.25　Escape...from MY HOUSE!?
なんか開始からテンション高いです。トップギアからスタートみたいな。
ヒントもメッセージも濃いめの内容なので、
どちらなのか微妙にわかりにくくなっているのは狙いなのかもしれない……。
脱出ゲームだと思うのですけど、この作品はネタを楽しむほうが正解かしら。

NO.26　ミラさんと僕
誰がなんといおうと、オレはこの作品のタイトル画面を評価したい。
このインパクトはすげぇ。無言でストーリーが伝わってくる（予想は外れたけどな！）。
領主の名前を見つけて、ミラさんの帽子の意味がわかったとき、
そうか！なるほどね！とスッキリ納得できます。

NO.27　夏の記憶～蝉しぐれと共に～
ひとりの少年の記憶を取り戻すお話。
少しずつ明かされていく秘密とRPGの部分とのバランスがよく、
ストレスなくストーリーを楽しむことができました。
あと、菖蒲さんの胸……いや、ここに触れないわけにはいくまい（断定）。

NO.28　空と白おばけ
白と黒と、そして鮮やかな空の色が存在する空白の世界。
ときに美しく、ときにおそろしく見える世界を探索するのが楽しかったです。
白おばけの存在がトリックスター的で、不思議なストーリーにぐいぐい引き込まれました。
最初の赤い人の登場シーンはドキッとしますね。革新的な演出だと思います（笑）

NO.29　召喚士見習い達と英霊の塔
夏休みの日数を賭け、英雄を召喚しながら塔の頂上を目指す！
主人公サモンとメルの絆だけでなく、召喚士見習いたちにもストーリーがあって、
生き生き描かれていますね。
ランダムで落ちている装備の説明文がおもしろいので、ついつい集めたくなります！

NO.30　ディフェンス・オブ・ウォーターメロン
あの……スーパー変態って書いてあるのは……あ、いいんですか、気にしなくて。
ヨネスケさんとか、ちょっと個性的な人々のぶっ飛んだ会話がパンチきいてて
クラクラします。シミュレーションRPGツクール95の機能を活かしてますね。
ステージごとにイヨカンちゃんの絵が変わるのがうれしかったです。


