
●no1.夏の安全クイズ　作者：ななし
●よかった
クイズゲームといっても得点計上等が無い時点でゲーム性は皆無ですが、
重要な情報を得られるエデュケーションソフトとしての意義はあると思います。
というより、大切な話をしているのだから
勝つ事に熱くなり過ぎては良くないかもしれませんね。

●よく頑張りました
夏の安全クイズあそんだけど丸コピペしたみたいで読みにくい
正解や不正解の音すらないってどうなの？
あとどれも危険なら全部を示す選択を混ぜればいいのに

●よく頑張りました
選択肢を選んで「全部危険です」って言われても、「全部」の選択肢なかった...（ ﾟДﾟ）...。
それから、正解ならば、せめて「ピンポーン」って鳴らして欲しかったなぁと思うところも...。
しかしながら、とてもためになるし、
多くの物は知っていてあたりまえなので再確認してほしいものばかりでした。
良いゲームであるとは思います。

●めっちゃよかった
海や山に行く時の注意事項などをクイズにしてあるのか。
答えが分かりやすく説明されていて良かった。
中には、3択のクイズで、どれも危険なんだという答えがあったが、
それはそれで良いんじゃないかッて思いました。
普通、クイズだったら、どれか一つが正解だと思う。
だけど、その盲点を突いているというか、
どれか一つが答えなら、他は大丈夫だと思いこんだ後で、
どれもダメだと言うのは衝撃的というか、
こうやってでも、こういった大切な事は覚えておきたいと思ったので、
このゲームをプレイして良かったです。

グラフィックも、可愛らしいのとかを選んでて、そういうところも良かったと思います。

●めっちゃよかった
流れのテンポが良く、お手軽にクイズできました。
ひねった選択肢等はなく、これからレジャー行く前に
安全確認するってニュアンスのゲームでした。

本格的な解説でしたが、とりあかさんのイラストでとても和みながら一巡できました。
……………………………………………………………………………………………………………
●no2.BBQやろうぜ　作者：riru
●めっちゃよかった
他にこのキャラクター達が活躍する物語があるんですね。
好き放題に動きまくっていてとても楽しそうでした。
スキルが属性複合技が多く、よくわからなかった、かな・・・？

●よかった
キャラクターのグラフィックやアニメーションに作者のこだわりを感じました。
特に戦闘シーンのアニメーションの動きがとても良かったと思いました。

●よかった
キャラクターや世界観がいまいち分かり難いんだけど、
仲間同士が集まってバーベキューをするって事か。
それで、町の北で獣を狩ったり、船の上から釣りをしたり、森で蜂蜜を探したり、
結構楽しかった。
釣りのミニゲーム、最初、意味が分からなかったけど、だんだん分かってきて、楽しかった。
それで、デカいイカが来た時、戦闘かと思いきや、ボスだッたか・・・
それで、倒した後、やっぱ持ってくのか。

グラフィックなどに関しては、歩行グラとか立ち絵とか良かった。
戦闘時にも、サイドビュー形式というのか、敵に攻撃する時に絵が出たり動いたり、
いろんな演出があって楽しかった。

●よく頑張りました
本編を遊んでいないとちょっと入り込みづらい感はありましたが、
自作の戦闘アニメーションは作者さんの熱意と個性が表れていて印象的でした。
……………………………………………………………………………………………………………
●no3.Summer Holiday Longest in a Life　作者：jiroumaru.N
●めっちゃよかった
少女たちが様々な想いを抱きながら戦い抜くシナリオがよかったです。
ステージ制で、ひとつひとつが短く終われるので好印象でした。
クリアレベルが提示されるのもよかったです。
お姉さんが亡くなってしまったのが、うーん・・・？

●めっちゃよかった
アクエリという女の子の夏休みの物語だった。
最初は待ち合わせの場所に行くんだが、
そこでデカいリスのような魔物が出て、それを倒した。
一回負けたが、回復中心で攻めたら何とか。思い出は3くらい。

次は海だった。
レイと一緒に泳ぎに行くという内容だった。
海は思い出7くらいでクリア。
クラゲやトビウオならまだしも、変態が襲ってくるとは思わなかった・・・
変態はアクエリ達に最低な攻撃をして来たが、あれも魔物の一種だったのだろうか？
それで、ボスは、スイカがドラゴンになった・・・みたいな奴で、
レイがスイカ割りの技をしたらあっさりと・・・
でも、スイカ割りが出来たみたいで、面白かったと思う。

次は花火師の試練だった。
思い出は11でクリアだったと思う。
バリアチェンジみたいなのをするボスなのか？
だが、いろいろ試して攻撃してたら、勝てた。
ここは隠し通路があって、あれで時間短縮って事か？
もしかしたら何かあったのかも知れないが・・・

あと、雑魚敵のインプが強かった。熔岩の敵もスキル使われたらヤバかった。
だけど、その分、味方のスキルも強いので、何とかなった。

確か、その次だッたか、姉が死んだというのは。
それで、リューネ姉さんが死んでから、アクエリがおかしくなって
崖から飛び降りようとしたシーンで、レイがぶって正気に戻したのとか、
スミレが、死んでも地獄に行くだけじゃと言ったシーンが心に残りました。
今の時代、生命への軽視の風潮を感じる事が良くあります。
それもあってか、スミレの言葉が凄く響いてきました。

あと、僕自身も、大切な友達に助けられた事があるから、
レイやスミレがアクエリを助けるシーンが心に残ったというか、
心に響いた・・・のかなって・・・そして、やっぱり、友達って、いいなッて思って・・・

このゲームは、雑魚とは別に中ボスみたいなのがいて、
そいつらを倒すと装備が手に入るというのが工夫されていると思った。
中でも、三匹出てる奴は、武器ではなく、全員が装備できる防具を・・・とか、
そんな工夫がされていたので、その部分に関して、凄いなッて思いました。
一匹の中ボス倒して装備を3つとかでも良いとは思うけど、
このゲームでは、装備を3つ手に入れるなら敵を装備の数ほど倒すッていうのが、
思い付かないような内容だったので、凄いなッて・・・

隠しボスはアマテラスと戦って、剣が手に入りました。

あと、アイテム等は売却できないようだ。
駄菓子屋でお菓子を買うんだが、終盤で品が少し変わるのも良かったし、
お金稼ぎとかもする場所があって、いいと思いました。
館内で戦ってると、ゴールドマン以外も、金がまぁまぁあるので、
これで沢山回復アイテム買えて何とかなりました。

クリア時の思い出は、全員19でした。
一回、BADEND2を見て、何とか助けたいと館内をとにかく歩き回ったら・・・

ラスボスは、みんなが助けてくれて、フィーのHPやMP回復とかかなり役立ってくれたけど、
他の二人もダメージがデカかったのでかなり助かった。

夏休みをろくに過ごせなかったからと、
おかしくなってしまったダリアは可哀想だった・・・
それで、それを裏切れないナズナが、ダリアに仕えてるフリをしてて、
何とか彼女を止められないか考えてた・・・
ってのも、両親を失った時に助けていただいたお礼がしたかったのかなッて、
だから、結局、ダリアは、夏休みをみんなと過ごしたかったのだろうけど、
ナズナがいてくれたおかげで、暴走を止められたというか、
それで良かったんじゃないかなって、うまく言えないけど。

でも、僕はこう思っているんです。
ホントは、ダリアは、誰か他の人の夏休みを潰したくなかったのかなって…
ナズナと一緒にいたって事がその証拠です。
でも、人間には、心に正しい部分と悪い部分があります。光と闇があると言った方がいいかな？
それで、ナズナといる事で光の方向に向かっていきたかったのかもしれないけど、
いつの間にか、闇に呑まれていて・・・という感じだったのかなッて。

最後、ダリアが変身した時とか、ここまで憎んでたのか・・・とか、いろいろ思って、
でも、ダリアをここまで追い詰めたのは、
夏休みをもう少し普通に過ごさせてあげなかった周りも悪いと思った。
だから、ナズナも、ダリアを心配しているような事を言ってたのだろうかッて、
僕はそう思ってます。
あと、フィー戦に出る子も可愛かったな。その後が、かなりショックだったけど・・・

キャラクターについては、
アクエリは凄く可愛かった。あと、友達想いなところも好きだ。
レイは空手をやっているようだ。攻撃力が高いので、あと、HPも高いので、結構助けられた。
スミレは尻尾が二本もあるキツネさんのようだ♪
花火師の家系のようで、物知りなトコも好きだ。

フィーは病気がちの女の子だッたけど、
アクエリ達を癒してあげたりする優しさというか、そんなところが好きだ。
あと、大人になった時の、見て、ドキドキした・・・
ヒカリはレイの友達のようだ。初期登場時に大人の状態なんだけど、天使なのかな？
メチャクチャ美人で、決戦時も攻撃魔法で応戦してくれて、いろいろ助かった。

ナズナはダリアの部下のようだが、メイドさんのようだ♪
ダリアを本当は信じてたんじゃないかなって、そう思ってる。
ダリアは夏休みをろくに過ごせなかったせいで自分の闇に支配されてたみたいだけど、
正直なところ、かわいそうというのと、
だからとフィーたちをあんな目に…許せん！と思ったのとあるけど、
今思えば、いろいろ考えさせられたかも・・・

シズクは、リューネがいなくなって、アクエリの事をメッチャ心配してたけど、
日頃から、アクエリの事を心配してたんだなッて・・・
言葉遣いが悪そうだけど、優しいんだなッて・・・

リューネは、一番上の姉のようで、母親みたいな役目なのかなって・・・
ダリアに殺されたのではと思ったが・・・

アクエリのトコの家族はみんな、優しさがあって、いいなって思って・・・
上手く言えないんだけどね・・・

あと、クリア後のアクエリの家でのイベントも見ました。
でも、何て言うか、このゲームは、結構、単純だったので、
僕は単純なゲームの方が好きなので、かなり面白かったです。
ただ、何種類かゲームバランスがおかしい雑魚がいたり、
ヒカリ戦やフィー戦は苦労したけど、
ただ、単純だというのではなく、時には考える必要もある・・・といった感じだったから、
結構良かったッて思います。
5時間くらい遊んだ記憶があります。
プレイ時間が出ないから時計などで見た限りの僕の記憶です。
あと、2000のゲーム、滅多にやらないので、それで操作が上手く出来なかったのも、
プレイ時間が長くなった原因かなって。
でも、2000のゲーム、この作品を遊ぶ事で少し慣れたので、それはそれで良かったです。

●めっちゃよかった
ほのぼのした内容のゲームかなと思いきや中盤以降シリアスなムードとなり驚きました。
またシナリオの結末が気になりました。

戦闘は予想以上にシビアでしたがレベル上げで突破できる難易度でしたので助かりました。
無事に仲間を救って、魔物も島から居なくなりホっとしたエンディングでした。

●めっちゃよかった
クリア時間　約2時間くらいかな。
クリア思い出　18。
女の子3人の夏休みの物語のRPG。
基本的には2000製のよくあるRPG・・・っぽいけど
どこか陰を感じさせる作風が特徴。

女の子の夏休み・・・といえば非常にライトなイメージになるけど
どちらかといえば、この作品の雰囲気はどこかダークなものが
潜んでいるという印象を与えるものでした。
モンスターに襲われる局面とかで
ナイフで戦わなければならない、みたいなどこか痛みを感じる
そういうセリフ回しがいくつかあったのを覚えています。

お姉さんが亡くなったあたりから一気に潜めていた牙を
出してきたような印象ですね。
ちっちゃい子がこういうショックを受け身投げをする。
こういう展開も鬱シーンではあるけど、
それを止める友人二人というその構図が
オーソドックスではあるけど、名シーン。
雨が降っていると演出も極まって、
このゲームといえばこのシーンだろうなと
思うくらい素晴らしいと思います。

ラスダンの友達と戦わさせられる展開。私こういう展開結構好きなんですよね。
しかもここシナリオ的にだけでなく、システム的にも味方の一人が暴走してたり
戦意喪失したりと、非常に凝ったボス戦が多く、
先ほどの戦闘（アクエリの影戦）は最初は勝利条件がよく分からなくて苦戦したんですが
あえて味方を戦闘不能にすることが重要だったり
こういうシステムとシナリオをマッチさせられる作者はなかなか貴重に思います。

余談ですが、ラスダンはレイで人形こわしました。
戦闘面ではレイが結構攻撃力強化しやすいので、かなり頼りになりました。
レアメタルっていう経験値の美味しい敵はいたようですが
閃光花火使う前にこっちが落とされるか逃げられるのであんまり救済措置ではないかも。
開発室の「マスターは元気にやっています。ブタ箱でね！」は個人的にツボです。

システム的にはシンプルな2000作品という感じではありますが
展開やボス戦は非常に凝っています。
意外とダークでシビアな展開好きな人向けかと思います。

●よかった
ツクール2000製でノスタルジックな印象を覚えるRPG。
キャラクターの純真さや時には若干の暗さが垣間見えるのが良い。
難易度が高いので序盤のうちにそれを超えるストーリー面での引きが欲しい。
……………………………………………………………………………………………………………
●no4.俺の夏休み　作者：なつごろう
●めっちゃよかった
主人公の人柄がいい人すぎる！夏休み頑張ってるなーって感じがひしひし伝わりました。
ボタンアクションという事でＺや方向キーなどをタイミングに合わせて押して
クレーマーと戦うストーリーでした。
中盤以降、レーンが２段になって「おおお！！やめってーー！！」って
めっちゃ焦りましたが、程よい難易度でとっても楽しめました。緊張感が絶妙でした！
最後は主人公報われて良かったです。
あとメガネ外すんですね！サービスカット！！

●よかった
得意ではないジャンルですが、優しい判定でグッドエンドを見させていただきました。
バイトの苦い経験を思い出され、心がえぐられているように感じたのは多分気のせいですね！

●よかった
バイト中にきた厄介なお客さんと戦う音ゲーという発想が面白いですね。
出てくるお客さんも色々バリエーションがあって楽しかったです。
作者さんの実体験とかを元にしてるんだろうか(笑)
画面のデザインにもセンスを感じます。
ただ自分には難しすぎました・・キーボードの操作がおぼつかない・・orz
ノーマルすらクリアできず、結局イージーモードでクリアしました。

●よかった
音ゲーは不慣れでしたが、最後まで楽しく遊べました。MVの可能性を見た気がします。
おまけが充実しているのもよかったです。最後のメガネ外しサービスカットがじわるw

●めっちゃよかった
画面の動かし方が好き。あと山田さんが良いキャラ。
そしてまともなお客さんがいない……！
英字キーの配置を覚えられず、評価はイージーでもズタボロでしたが楽しかったです。

●めっちゃよかった
定番リズムゲームでしたが、ツクールMVで経験できるとは思っておりませんでした。
キャラクターも個性的ながら、
こんなお客さんはいそうだと思えるよくある日常を感じました。
難易度はノーマルで挑戦したのですが、それでも後半は大変難しかったです。
何とかクリア出来た時は安堵感と達成感を得る事が出来ました。
山田さんには是非楽しい夏休みを過ごして頂きたいです。

●めっちゃよかった
接客をするゲームだが、キーボード入力をして相手のゲージを
削りきったら勝ちと言ったところか。

正直、最初は、世間からすれば夏休みな時期に、仕事をするっていう内容のようなので、
まぁ、プレイ時間も短いから遊んでみるかくらいの気持ちだったんだけど、
遊び始めると、凄く楽しくて、タイミング良くキーボード操作をして、
相手を説得するッていうのが、今まで見た事が無かったシステムだったので、
なんか、面白かったです。

あと、会話とかも、ややこしくなく、すらすら読めたので、
会話を読むのも苦痛を感じたりしないので、良かったと思います。

キャラクターは、怖そうな顔のオジサン、結構、カッコ良かったなッて思います。
何て言うか、ナイスミドルが出てるぞ！！！って思って、
説得も出来たので、なんか嬉しかった。
説得は、マダムだけ失敗して・・・
でも、楽しかったです。

難易度は簡単で、満足度というのか、スコアが最後に出てて、26699点、星は3つでした。
……………………………………………………………………………………………………………
●no5.その傷に触れて　作者：浦田一香
●めっちゃよかった
とても良く出来ていました。

●よかった
全てが解決したわけじゃない。
ただ一歩だけ前に進んだだけ。
でも、だからこそリアリティが感じられ、印象的な作品になったのだと思います。

●よかった
かなりシリアスで暗い部分もあるノベルでしたが、最後は前向きで希望の見える内容でした。
(以下、少しネタバレを含みます)
実の親と決別するシーンは、ある意味ドライだけど、
正しい選択肢のうちの一つだと思うので、良かったです。

●よかった
重たい物語で驚きましたが
一つのテーマに焦点が当てられたノベルゲームらしい良い作品だったと思います。
主人公の過去と向き合うその心象がリアルで
短い時間の中でも、生々しい現実が見えてくるような内容でした。
言葉の表現が豊かで、読みやすかったです。

●めっちゃよかった
実の両親から性的虐待を受けていた過去を持つ女の子の話だった。
その話を親友や好きになった男子に話す事で過去と決別して、
自分を引き取ってくれたおじさんおばさんを親として受け入れた・・・という話。

自分の過去の傷を相手に話す事で相手ともっと分かり合え、仲良くなれたり、
好きだった男子とも、その事で分かり合えたシーンとか、良かった。

やはり、本当に相手を思うなら、
どんな心の傷があったとしても寄り添ったり、相手を愛したりと、
何かそんなのが伝わってきて、うまく言えないけど、プレイして良かったです。

あと、自傷行為の事も描かれていたようですが、
自分と真剣に向き合ってくれる人達と接する事で、過去の傷を乗り越えて、
また、前を向いて進めるようになるというか、そういうのが、良かったです。

そして、この作品を通して、いろいろ学ばされました。
ありがとうございました。
……………………………………………………………………………………………………………
●no6.パーティー～SUMMER DIARY～　作者：夢幻台
●めっちゃよかった
ストーリーモードで一通り遊びました。
スコアは24900点でした。たぶんもうちょっと伸ばせるかなと思います。
ミニゲーム自体は連打だったり避けゲーだったりで
すごく単純なんですが、だからこそついつい熱くなってしまいました。
1秒でも無駄にしたくない、減点取られたくないとか、
まあとにかくできるだけハイスコア目指して熱中できました。

楽しいゲームをありがとうございます！

●よかった
ミニゲーム一つ一つはごくシンプルなものですが、
夏休みの一日一日に一つのゲームを割り当てる見せ方がユニークで、
作品の個性が生まれていました。連打に始まり連打に終わる構成も好きです。
一部だけでなく全部のミニゲームで二巡目以降はアレンジがかかるようにすると、
なお楽しかったかもしれません。

●よかった
ミニゲームがいっぱいで楽しかった。
ほとんどが短時間のワンキーゲーなので繰り返し遊べる感。

●よかった
ストーリーモードはキャラクターたちが生き生きしていて
他人の夏休みを垣間見たようで楽しかった！
連打だったり間違い探しだったり、ミニゲームも十分に楽しめましたっ！

●めっちゃよかった
学生たちの夏休みを舞台とした夏休みのよくある日常を感じるゲームでした。
学生たちの一日をミニゲームに例えて進むシステムは新鮮でした。
ミニゲームの種類もその多彩には驚かされました。
個性的なキャラクターたちもミニゲームとマッチしていて面白かったです。

●めっちゃよかった
いろんなミニゲームをするゲーム。
いろんな面白いキャラクターがいて、楽しめました。
ひたすら連射とか移動とかして、楽しかった。
左右を交互に入力したりとか、本の整理みたいなのとか、泳いだり、走って跳んだり、喰ったり、
かき氷を作ったり、人をくすぐったり、馬小屋を掃除したり、
様々なのがあって楽しかった。
あと、漢字の宿題を連射でやるッて発想とか、凄かった。

いろんな面白いキャラがいて、ウシミツくんが一番面白かった。
あと、漢字の宿題してる人とか、かき氷の人も面白かったかも。
あと、寝てる女の子を突く奴、やってる事は最低だが、
この二人ってこの後くっつくのだろうかとか考えながら遊んでました。

得点は22080点（8月31日までのモード）
12種目の合計は8260点で、ウシミツくんの種目は920点が、多分最高だった。

それで、8月31日終わったあとの文章見て思った。
「続編が出るなら楽しみだ♪」と・・・

いろんな、面白いミニゲームがあって、
中には、パソコンで連射ゲーム！？とか、マジでビックリだった。
FCとかSFC世代だから連射とか良くやりました。
だから、その分、楽しかったのかも知れません。
だから、いろいろと、ありがとうございました。

●よかった
ストーリーモードをプレイしました。夏休みの30日に起こったことを
ミニゲームという形で追っていくという形式が面白かったです。
また、ミニゲームの合間合間にキャラクターたちのショートドラマがあり、
各キャラの行動が前後のミニゲームのお話と繋がっていたりで、見ていて楽しめました。
ミニゲーム自体は、間違い探しやタイミング、
即答問題などいろいろあって楽しかったのですが、
基本的には連打ゲーが多かったので連打の後にまた連打があったりすると
少々疲れてしまいました（連続でプレイしなければいいだけなのですが笑）。
個人的には、肝試しのミニゲームが
観察力や注意力を駆使するタイプ（とはいえ、さほど難易度は高くない）だったので、
楽しかったです。
あと、気になる点……というよりは、思ったことを幾つか。
例えばミニゲームごとに目標ラインみたいなのを決めて、それを超えるか否かで後の展開が
変わるとかしたら面白そうだと思いましたが
単純に手間が倍になるという一面もあるなぁって書きながら思ったり……。
それとか、ミニゲームで溜めたポイントを消費して物を買ったり町中でアドベンチャーが
できたりしたら面白いんじゃないかなぁって思いました。
何にせよ、楽しませていただきました。ありがとうございました。
……………………………………………………………………………………………………………
●no7.最後の宿題　作者：ゆ～たろ
●よかった
これぞ夏休みゲーム!といえるストレートな作りがすきです。
でも、宿題ってここまで体調管理しなければいけないほど難しかったですっけｗ

●よかった
END1とEND2見ました！
夏の青春…からの15年後のお嫁さんってもしかして…な展開、こういうの素敵で良いですね。
しかしながら笹原さんの衣装が普段着・水着とも大胆な作りなのは一体…

●めっちゃよかった
青春を懐かしむ感じでとても楽しめました。
あっ・・・こんなに計画的に夏休みの宿題やってなかったなーっとかいろいろ思い出しました。

ＵＩ面でも分かりやすいデザインで、とてもプレイしやすかったです。

●よかった
題名が最後っつう事で、ある意味最後までハラハラしてしまいました。
最後ってほら、最後になるのかなぁ・・・と。
システムがよくって、夏休みがお盆過ぎには終わって、
後は遊んでヒャホーイできたので楽しかったです。夏休みってかんじでした。楽しかった

●めっちゃよかった
いかに効率的に進めるかを考えると、かなり頭を使います。でもそこがいい。
ハードモードをクリアしたときの達成感が…ヤバかった…!

●よく頑張りました
単調ながらも、夏休みってこんな感じだよなぁと、少し感慨深かった

●めっちゃよかった
1回目は失敗して、2回目は成功するも、エンディングは2のようだ・・・
得意教科をやったらやる気が増えたりとかあって、
やる気や体力が低いと宿題が進まなかったりもあって、そういうシステムも良かった。
無理をさせずに、何の宿題をするかとかが勝負の駆け引きになってて、そこが面白かった。
あと、不思議な服装の子がいたけど、結構可愛かったな。
……………………………………………………………………………………………………………
●no8.少年旗戦エンボイズ　作者：ガキノハウス
●めっちゃよかった
「少年旗戦エンボイズ」一周目クリアしまし・・・BADエンドでした・・・。
ノベルゲーム部分はうまくいったのですが。
最初はすっごいプ○メっぽい！と思ってましたが
ネタではなく、骨太なゲームです。
メイサさんが女だと途中まで思ってましたすいません。
着替え要素とかあるのかなって思いました（こそっ）

●最高によかった
メイサ教官とユウトくんの線香花火の場面と汽車の別れの場面でウルっときました。
温かみのあるグラフィックが素敵で、キャラクターの個性もあって(特に魔法兵隊長が好き)、
本当に泣ける内容で感動しました。
初回プレイはBADENDでしたが
攻略ページを見て何とかTURENDに辿りつくこともできました。
素晴らしい作品をありがとうございます。

●よかった
魔法兵隊長いいやつ！
全体的にメイサ教官が苦労する話だなぁと、所々笑いながら（孤児院の下りとか）
プレイさせていただきましたっ！

●めっちゃよかった
非常に洗練されたゲームでした。
立ち絵のグラフィックの瞬きなど、細部まで丁寧に作り込まれてました。一枚絵も素敵！！

それだけでなく、キャラの過去や心境をしっかり掘り下げてシナリオに反映されており、
現実チックな描写がとても印象に残りました。
ユウト君、まさに軍人の鑑！！

ゲーム内容と直接関係ないですが、同封の説明書に大変お世話になりました。

●めっちゃよかった
ストーリーの展開は大体予想の範疇でしたが、
それでも心を揺さぶるだけの脚本力がありました。
80,90'sな雰囲気も個性的で良かったと思います。

●めっちゃよかった
最高だった。顔グラが瞬きさせるのは、人物をより生き生きさせるものなんだなぁと実感した。
普通にプレイした時はバッドエンドへ。
しかし、列車のシーンの後にあのエンドが来るのは、凄く胸を締め付けられました。
周囲のキャラクターは皆パンチの効いた個性があり、
中でも悪役をこなしたアルバートは最高のキャラだったと思います。
彼なくしてこの魅力的なお話は成立しません。
このシステムのゲームをやるのはほぼ初めてだったのですが、面白かったです。

●めっちゃよかった
ユウトくんに折り紙セットをプレゼントしたくてひたすらスパルタ教育を施していたら、
無事TRUEENDに辿りつけました。
育成部分はコマンドと上がる能力値の組み合わせ、倒れるぎりぎりの加減がわかれば
すんなりとプレイできた気がします。
イベントシーンは教官とユウトくん二人の心情をていねいに描いていて、
見ていて辛くなる部分もありましたが、
自分の見たエンディングでは無事報われて目頭が熱くなってしまいました。
たぶんあの時の教官とのシンクロ率は尋常ではなかったと思います。
メイサ教官の不器用なまっすぐさ、ユウトくんの芯の強さと優しさ、
どちらも素直に応援したくなる素敵なキャラクターでした。
かわいらしさと凛々しさがあるグラフィックも大好きです。

●めっちゃよかった
捨て駒と呼ばれてる見習兵士のユウトを
メイサ教官が夏の間に鍛えてあげる、そんな話だった。

だけど、ユウトには、周りには無いようなすごい優しさがあって、
それをキッカケになのか、周りが変わっていくというか、そういうところが良かった。
メイサ教官も、最初は情けない奴くらいにしか思ってなかったんだろうけど、
一緒にいる事で、変わっていくのが良かった。
あと、魔法兵隊長って、
ユウトの事で何か気付いてたのかなって思うんだ。良く分からないけど。

メイサ教官もユウトも、過去に似たような傷を持ってて、
上官がおかしいので、救える命を救えず、その結果、救えなかったことを、
お前らのせいだ！ッて事にされて、
周りから情けねェみてぇな感じに見られてて、でも、本当は、上官が悪くて、
最後、上官が悪いのがバレた時、魔法兵隊長が、
魔法をかけてハムスターにした…とか、正直笑ったな。

訓練で、無理をさせ過ぎると、倒れてしまったり、最初は大変だった。
だけど、最初、クリアした時は、ユウトが最後に死んだ・・・という事か。
だけど悔しくてもう一回やったら、今度は、メイサ教官が隊長になってるじゃないか。
ユウトも立派な兵士になってて、友達になった子も、一緒に立派になってて・・・
しかも、トゥルーエンドッてヤツか？

なんか、メイサ教官とユウトが、一緒に過ごす事で変わっていくというか、
そういうのが良かった。
あと、ユウトにも友達が出来て、そこも良かった。

線香花火のシーンとか、いつの間にかメイサ教官が泣いてて、
なんか、何で泣いてるのか何となくわかった気がした。

あと、取説に、魔法兵隊長は口も態度も悪いってあったので、
遊び始めた頃は、コイツ、口が悪いよな！ッて思ってて、出るたびに、
気に喰わねぇッて思ってた。
だけど、孤児院のイベントの時くらいだったか、アルバートがキレた時、
魔法兵隊長が止めてくれる？んだよな。
水ぶっかけて、なんか、すッげェビックリしたけど、
「そういえば、こんな人も居たな。この人も来てたのかァ・・・」ッて思って、
言う事は正しいけど、口が悪いからメイサ教官は彼を嫌ってたのかなって。
だけど、口は悪いけど、本当はスッゴクカッコ良かった。それで、大ファンになった♪
それで、後日、メイサ教官が謝る時の彼の態度見た時、笑った。
こんな謝罪、普通なら受け入れられないかもしれないけど、
魔法兵隊長だから許せるんだよなッて思って・・・
この人には、いろんなトコで笑わせて貰って、元気出て、何か良かった。

このゲームをプレイしてて、何カ所か、2,3カ所だと記憶してる、僕も一緒になって泣いて・・・
どうして捨て駒と言われるようになったのかを知った時や、
メイサ教官の過去を知った時、あとは、最後の日の線香花火のシーン・・・

あと、メイサ教官が処分されそうになった時、
アルバートが助けたっていうの、あれ、本当は、彼の中にも、
悔いる気持ちがあった・・・のだろうかって・・・
良く分からないけど・・・
だからなのかは分からないけど、処刑を免れ、開拓地だッたか、そこに送られたのかな・・・

全てのイベントは見てないと思うけど、
折り紙のシーンや、ユウトが孤児たちに接するシーンとか、良かったです。
ユウトは優し過ぎるから、軍人にもったいない！ッて思った。
だけど、逆を言えば、彼のような軍人も必要なんだろうなッて、そうも思いました。

●めっちゃよかった
プレイ時間　周回して約3時間ほど。
バッドエンド、トゥルーエンド、アナザー（戦場の悪魔、魔法、孤児院）エンドまで。
「捨て駒」と呼ばれる少年を夏休みの間、育成するSLG。

システム面は分かるまでは大変だけど、慣れてくると楽しいシステム。
最初はいきなり剣闘士の仕事させていきなりユウト君が倒れたりもしましたが
慣れてくると訓練を続ければ、体力の最大値が上がり
勉強を続ければ、気力の最大値が上がり、倒れづらくなること、
筋肉を鍛えてから剣闘士の仕事をさせるといいんだな、
ということも分かって来て非常にプレイしやすいシステムでした。
ちょっと曲者だったのが隠しパラメータがあるらしく、最初のプレイでは
これが足りなかったらしくバッドエンドに突入しましたが
交流して体力、気力が減らなくなったら十分な値に達しているのかな、とも
ある程度予測できてよかった。

シナリオ面は非常に良かった。
ユウト君とメイサ教官は同じような傷を持つ者同士だったんだなぁと
しみじみ。二人とも男だけど、その男が見せる涙がまたよかったり。
そして、アルバート隊長はとことん嫌なキャラ。
彼の言う「無能」とは自分の命令を聞かない人間であり、
こういう上司のもとで働くっていうのは辛いものだよなぁと。

あと、ピクチャの豊富さもさることながら
まばたきのアニメーションもするので、非常にこだわって作られたな
と感心しました。

マジカルバカこと魔法兵隊長は特に魅力的なキャラでした。
最初はメイサ教官に面倒臭がられていたのもあって
あんまりいい人じゃないのかな・・・と思わせておいての
後半のキャラのたちっぷりが素敵。
行動的には結構、子どもっぽいところがあるんですよね。
アルバート隊長に水かけたりとか。
ただ思想的には一番大人かもしれないと感じさせるものもあって
それが非常に魅力的。
多分、アルバート隊長にイライラし、
魔法兵隊長でスカッとした人多いと思うんですね。
名前がないのが残念に思えるくらい良キャラでした。

それとエンディング、見た限りではどれもしっくりくる展開なんですよね。
どのエンディングであっても、このゲームの結末としてありうるもので
バッドエンドですら、こういう終わり方も切ない物語になるけど綺麗だなぁ
と納得のいくものでした。
個人的な好みを言うのであれば、孤児院エンドを推します。
ユウト君元々可愛い要素あったけど、あの服装は似合いすぎてて
少年だけど母性的な魅力を感じるという
新しい少年の魅力を切り開いたな、と個人的に悶えました。
トゥルーエンドで満足せずにほかにも条件が厳しめなのがいくつかあるので
そっちも見る価値があると

シナリオの完成度が高く、システムも楽しめる一作で
万人向けと思いますが、個人的には大人の方が楽しめる印象を受けました。
育成ゲームだったらこれがおススメといえる作品だと思います。

●めっちゃよかった
かなりの感動モノストーリー！
…ちょっと心が辛い時期だった私にとって、凄い良い思い出になりました。

あと、グラフィックとかもそうですし、登場人物の心の状態とか、取扱説明書とか、
なんか色々な意味で繊細に作られている感じがしてそこも良かったです。

ゲームを丁寧に作るか、乱暴に作るか、と、
細部まで心が行き届いているかいないかっていうのは、
その方がどれだけゲーム制作に熱情と愛情を注いでいるかだけでなく、
プレイヤーの心をどれだけ掴めるかにもかかわって来るので、
そっちの意味でもかなり良かったです。
素敵な想い出、ありがとうございます！
……………………………………………………………………………………………………………
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●no9.終わり逝く星のクドリャフカ　作者：鍵虫
●よかった
とにかく気になったものをしっかり調べるRPGの鉄則と、
ツクール2000の戦闘に慣れているかどうかで難易度がガラッと変わる印象
気がつかないと進まないので人によっては不親切に感じるかも

個人的には重いというより2度と戻ってこないものがある と理解させられる、
どこか切ないシナリオに感じました。
オープニングの謎が少しずつ繋がっていき
そこから新しい可能性にかける一連の流れが好きです
BGMそのものや使い方、戦闘システム含めて丁寧に作られていたので楽しめました

●めっちゃよかった
とてもハイセンスな作品でした。
ひとつひとつが丁寧に作り込まれており戦闘システムや演出が素晴らしかったです。
装備アイテムも豊富でＡＰフライングの効果にはとてもお世話になりました。
またボス戦前の警告やワープ、
システム面でプレイヤーにものすごく易しい仕上がりになってました。
戦闘は手ごわかったですが、リトライやヒントのお陰で突破できました。
シナリオが洗練されており、世界観に引き込まれて一気にプレイしました。
とても悲しい過去を背負ったオズマ（主人公）とラスボスとの対峙。
最後はとても感傷的になりました。
エンディングではオズマが救われてよかったです。
素敵な作品ありがとうございました。

●めっちゃよかった
「終わり逝く星のクドリャフカ」プレイしました！
密度の濃い短編で、シリアスなストーリーもちょいと難しめの戦闘も楽しかったです。
グラフィックやBGMに統一感があり、退廃的な世界観とよく合っていました。
クリア後のおまけも嬉しかったです。
素敵なゲームをありがとうございました！！(´∀｀*)

●めっちゃよかった
滅びかけの世界観が好きなので、タイトルに惹かれてプレイしました。
倫理観の無い実験が行われていたり、大規模な戦争で人類が衰退したりという
暗い雰囲気が出ていました。
こういう世界だからこそ、オズマを同じ仲間とするカミオカが暖かかったです。
使用されていたBGMはどれも雰囲気と合っていて素敵でした。
特にボス戦のBGMがカッコよくてテンション上がりました！

●めっちゃよかった
感動しました！
音楽や効果音の使い方が上手で、感情移入できました。
台詞に合わせてドット絵の目が動いたり、
細かいところを凝ってるなー、と驚きながらのプレイでした。
モブキャラとの会話が攻略に繋がっていたり、上手な台詞回しで、世界に入り込めました。
戦闘はリトライがあることで、試行錯誤しながら抵抗なく何度もチャレンジできました。
カミオカに希望をもらい、ロボットのオズマといっしょに感動できた、そんな作品でした。

●めっちゃよかった
ゲームをダウンロードしてから初めて戦闘に移った時の
「あ、これちゃんとやらないと死ぬやつだ。」と思ったのを覚えています。
歯ごたえがあるだけでなく、ゲームが進んでチャージしやすくなると
戦闘の幅が広がるのもまた楽しく、様々なEXTRAを選んで撃てるのがとても良かったです。
私はドヤ顔で停滞シグナルやヒールチャージをタイミング良く撃つのが好きでした。

戦闘テンポも戦闘バランスも良く、色々と強化させてくれる場面が多くて助かる後半は
レベル上げも兼ねて敵と戦いまくる事ができ、レベルを上げて夢中になっていました。
ステータス割当のレベルアップ方法も楽しいです。
おかげでラストボスの特大攻撃をガードで防ぐという超人な二人が出来上がりました。

また、言葉選びが度を越えず格好良く、道具の説明欄や名称は勿論のこと、
シェルターの人物の会話も雰囲気と合っていて好きでした。
早くシェルターの人たちの会話が見たいなあ、会話変わってないかな、と
ちょくちょくシェルターに戻ったものです。

ストーリーも終末という雰囲気を残しつつ、決してバッドエンドではない終わり方をされて
とても後味が良いストーリーでした。最初はどうなることやらと思いましたが
綺麗に纏めていて素晴らしいなと思います。
わんこセットなどの適度な隠し要素など、
ボリュームはこのぐらいだと適度に深く遊べてとても好みです。

久しぶりにRPGに没入する感覚を味わうことが出来ました。
とても良いゲームでした、遊ばせていただきありがとうございます。

●めっちゃよかった
SFな終末のその後を描いた世界観で、世界観からどんどんとゲームに引き込まれました。
性別不明なアンドロイドとおっさまとの二人旅！中々見れない組み合わせで良かったです。
戦闘も辛めとありましたが、敵の特徴をつかめれば苦戦もする事無く、対策を取れましたし
ボス戦も負けた場合にはヒントが出るのが非常に助かりました！
シナリオもシリアスで、
ラスボスになっても約束をいつまでもいつまでも待っているのがもう…！
エンディングも未来のあるエンドで、さっぱりと終わったのが良かったです。
わんこユニット、イズ、可愛い。

●めっちゃよかった
洗練されたシステム、そしてストーリーでした。
難易度は丁度良く、強敵は手ごわく、
スイカにはボコボコにされすぎてもう顔がむかついてきた...。
倒した時は爽快でした。AP上げのミントにお世話になりつつ、なんとかという感じでしたが。
シアワセウサギを倒そうと奮闘しましたが、そちらは無理でした。悔しい。
……………………………………………………………………………………………………………
●no10.サマサマ！　作者：It's
●よかった
顔のリアル化が面白かったですｗ
ゲームはとてもシンプルなRPGですね。
仲間を選べる自由度がよかったです。
作者さんのこれからの制作に期待。

●よかった
濃くなった顔を戻しに行くという目的がツボでした。
パーティーメンバーの自由度が高いシステムや戦闘バランスも決して悪くはないのですが、
会話シーンに最もセンスの良さを感じたので、
ストーリーやキャラクターにより重点を置いた作品も見てみたいです。

●めっちゃよかった
最初は海水浴を楽しむ為に台風をどうにかするお話かなと思うと、
主人公が濃い顔になって本格的なＲＰＧが始まって、めちゃウケました。
システム（仲間の加入、ゲームオーバー無し等）の説明がとても丁寧で好印象でした。
作者さんが遊びやすいように配慮されたんだなーって
ひしひし伝わり、とても遊びやすかったです。
……………………………………………………………………………………………………………
●no11.トコナツ島の奇跡　作者：るぼ(Honey＊Serious)
●めっちゃよかった
作り込みが半端なく、やり込み要素が多彩で夏休み気分を存分に満喫できました。
野菜栽培、釣り、昆虫採取、料理、採掘、海水浴、仲間との交流と、
やれる範囲が少しずつ多くなって、毎日楽しくプレイできました。
クリアしても仲間との交流やお化け屋敷の攻略等、まだまだやれる事は豊富！！
作者さんのゲームのキャラを知ってると
（特にお菓子関係のゲームのキャラ）ここにきてホントよかった！！みたいに、
とても温かい気持ちになりました。

ずっとここに居ていいんだよ！！

時間帯によって景色も変わりますし、
マップも綺麗ですし、まさに夏を全力で楽しめるゲームありがとうございました！！

●めっちゃよかった
とっても面白かったです！
お屋敷イベントも全クリしました！

●よかった
のんびり作物を育てながら住人を解放して賑やかになって
できる事も増えて行くのが楽しかった。
ただ、せっかちだとはじめの内はかなり厳しいと知りました。
普段もこんな風にのんびり行きたいですね。

●めっちゃよかった
・全体の雰囲気が素敵ですね
システムもあいまってゆるい感じが幸福感を感じます

・現実時間を使った遊びが楽しいｗ
牧場物語やブラウザの村ゲー好きには堪らない
正直、ゆるやかな遊びを自身が作りたかったのでくやしいですｗ

・ストーリー
やんわりと探索が進む感じが良かったです
仲間全開放ができて好感度上げ中なのですが
屋敷の謎がわからないままなのでゆるりと遊びまする

●めっちゃよかった
メロンと1秒成長肥料で永遠に資金稼ぎする労働ライフを送っていました。
パイナップルを得てからはさらに稼ぎの効率が良く。
労働ライフ、スローライフ含め、とても楽しいです。
キャラクターが徐々に増えていって活気が出てくる島は目に見えて楽しく、
最後の集合写真は感慨深かったです。

●めっちゃよかった
時間の設定の仕方がうますぎです。
現実時間そのままなんですねー

けど私はいいけど、どんどん先に進みたい方とか、
逆に忙し過ぎてもっとゆっくり(細々と)遊びたい方とかいると思うので、
(現実の時間)×(倍率〇)とかにするとより良くなるかも…？
サクサク進みたい方はきっとゲーマーでしょうから、
時間の流れを早くしたら難易度が上がるとかにするとなんかより万人向けで
面白そうな気がします。
でもこういうアイディアすごかったです！
……………………………………………………………………………………………………………
●no12.修道服を脱がさないで！　作者：ZEROSTAR RECORD
●めっちゃよかった
独特の雰囲気で面白いゲームでした。
最初の引きは悪かったのですが店で買ったアップデートでの引きが非常によく
力押しでゴリゴリ進んでいきラスボスもさほど苦労しませんでした。
仕掛けがかなり難しかったです。
強制ゲームオーバーが結構な回数いっていたと思います……（汗）
面白いゲームをありがとうございました！！

●めっちゃよかった
ゲームを起動するといきなりパンキッシュな曲が流れてびっくりしました。
制作者の方はバンドマンなんですね！？
ゲーム内容ですが仲魔召喚という特殊なシステムが面白かったです。
ガチャガチャ引いてるような感覚になりました。
その召喚した仲魔やモンスターのネーミングセンスにもキレがあって良かったです！

●めっちゃよかった
味方の能力上昇のシステムが斬新でした。
ザコ敵シンボル一つ撃破で主人公レベルアップ！（どれかステータス１つを１０アップ）
そしてお金ゲットー！！
アイテム屋さんで能力上昇アイテム購入って味方の能力上昇って流れで
ゲーム進めていきました。
ザコ敵撃破数や宝箱の開けた数もプレイ中に分かりいろいろ判断に役立ちました。

最後のアジトの仕掛けはかなり苦戦しました。敵シンボルなので、
不用意に敵にエンカウントしなかったので助かりました。

最後の最後でタイトル回収！海賊もいなくなりましたしハッピーエンドですね！！
……………………………………………………………………………………………………………
●no13.オミヤゲクライシス　作者：Cotton S
●よかった
良かった点
・ところどころ遊び心がある
・キャラが動くなど丁寧な作り
・右にキャラが居て誰が喋ってるか分かりやすい
・お土産を渡すという斬新なテーマ
・説明書にヒントがある

改善してほしいところ
・選択肢の1番上に「[選択肢]」があり選びにくい
　(間違って[選択肢]を押してしまう)
　→[選択肢]無しで分かるようにすると快適
・売却ができない(多分)
・「フルーティーな香水」を欲しがる人と、筆記用具渡した後の人のクエストが
　クリアできなかった(クエストクリア順番間違えた？)
・歩く速度が速くできると嬉しい(SHIFT+十字キーでダッシュとか)

その他
戦闘は丁度いい感じでした(難しさも敵の出現頻度も。一発でクリアできました)。
ダンジョン内にアイテムがあったり、国王救出がオンパレードだったりｗ
あとゴーレム……良い奴だったぜ……爪楊枝ちゃんと渡したから安心しろよ……。

●めっちゃよかった
さまよってイベントこなすの楽しいなぁとまったりしていたら、
まさかの熱い展開に驚かされました。
強引な伏線？回収好きです。

●めっちゃよかった
アイテムを渡した街の人達がまさかそこまで話に絡んでくるとは……。
個々のものだと思っていたイベントが噛み合って一つの大きな流れとなるストーリー展開。
特に後半で「少年」が助けに来てくれた時は、おお！と思わず声があがり。
「ゴーレム」には不覚にも涙しそうになり。
そればかりに「例の変身シーン」では、えええ！いいの？と思ったり。
主人公の商人だけでなく、街の人までも巻き込んだストーリー展開は意外性があり、
とても楽しむ事ができました。

エンディングはＡを見る事ができました。

●よかった
かわいくって賑やかなゲームでした。
また、ストーリーの後半、ゴーレムの展開はとても熱く、うるっときました...。ゴーレムさん...。

●めっちゃよかった
仲間たちのお土産を探すシンプルなゲームと言うのが、第一印象でした。
実際、単にお土産を買って終わるだけでは第一印象のままですが
より良いお土産を求めて進めていくうちに、そのストーリーの深さに驚きました。

主人公の訪れた村の人たちとわらしべ長者のようにしてアイテムを次々と交換し
村人との交流を深めた数々のイベントが、まさかあんな伏線になっていたとは。
村人たちの助ける展開は非常に熱かったですし、
そしてゴーレムの消えるシーンでは鳥肌が立ちました。

ストーリー自体はどんなに進めても30分程なのですが
狭く深く作られたまさに予想を裏切るゲームだったと感じました。
素晴らしい作品をありがとう御座いました。

●めっちゃよかった
お土産を仲間に買うという物語で、戦闘もあるらしいが、僕が遊んだときは戦闘は無かった。
勇者にキーホルダーだったか、不思議な人にはボールペンをあげて、
戦士に香水、魔法使いには2通り試した。（大人の本とユリの花）
僧侶には上薬草を。

あの何か良く分からない不思議な人は、ボールペンで戦うのか・・・
こんなの見た事が無い（かも知れない）ので、なんかすごいのがいるんだなッて・・・
冗談抜きで、そう思ってます。
そして、マジでメチャクチャ面白かった！！！！！！！！！！！！
お土産買うのがこんな面白いなんて・・・
……………………………………………………………………………………………………………

テーマ「夏休み」感想 no9～13

●no14.独裁者のお部屋　作者：あっぱれ
●よく頑張りました
10分くらいで読み終わりました。
システム面は、あえて違う答えを選んで
二人の反応を楽しむ要素があり、おもしろかったです。
シナリオ面は、オチでは、「へ？　それだけ？」と拍子抜けしました。
厳重な扉の先にあるモノがモノだけに、そう感じました。
二人のやり取りから、部屋の厳重な警備と部屋にあるモノには
もっと深い関係があると推測していいのか、それとも、ヨミコの言うとおりなのか、
どうとらえたらよいのかわかない不思議な物語でした。

●めっちゃよかった
扉の開錠方法がまさかのしりとりでびっくりしました。
キャラ同士の掛け合いがとても可愛らしかったです。
部屋に入ってからのカタカタ音の正体がドミノですごい安心しました。
明りをつけると・・・そこには・・・おびただしい数のＧ（強制終了）
というホラー展開が頭によぎり、ただの思い込みで済んでホッとしました。

友人とふらっと出かける気軽な感じが夏休みっぽくて素敵でした！

●よかった
設定が独創的で、オチも意外なもの。
しかもそのオチが意外性だけでなく、
どこか想像の余地を含んだもので…不思議なプレイ後感がありました。

●めっちゃよかった
独裁者というとイカツイ名前かと思いきやいきなりのネーミング…ワガママー…
ナイスです。
こういう始まり方すごく大好きです。
しかも開錠魔法がしりとり！！！
誰にも触れさせたくないってそういう事！ってオチで良かったです！すごく良かった！
そんなこんなで楽しめました！ありがとうございます！

●よかった
短編のゆかいなアドベンチャーゲームで、
キャラもかわいく、しりとりの掛け合いも面白かったです！
独裁者の宝物って、どんな財宝なのかな！？と思っていましたが、
なんのことはない、ただのドミノでした。
一見すると肩透かしを食らう終わり方かもしれませんが、
毎日コツコツ努力して作っていたドミノは、
ワガママーにとっては財宝以上に掛け替えのない宝物だったのでしょう。
ある人にとってはゴミでも、ある人にとっては宝物だったりすることもあります。
「価値」というものは、そういうものなのかもしれません。
深いですね( ^ω^ )

●よかった
サクッと出来ていい感じ。百合好きには嬉しい微百合要素も！
オチにはあっけにとられたぜ……！

●めっちゃよかった
序盤から始まるプロローグにて語られる内容はダークな設定なのですが
独裁者のワガママーというギャグ塗れの名前にギャップを感じました。

続くストーリーもヨミコちゃんの真面目で冷静な中にあるズレた感覚や
気の良い性格のミツヅキちゃんが実はヨミコちゃん狂なところなど
世界観の設定は何だったのだと言われるようなギャグ展開に笑わせてもらいました。
特に魔法の下りは面白かったです。
裏声でしりとりというよく分からない発動条件に対して失敗すれば存在が消えると言う
リスキー極まりないその魔法をよく二人は試そうと思ったなと驚きました。

そんなダークな中にもギャグで攻める内容でしたが
終わりはダークさを全面に押し出したような印象でした。
結局、部屋にはドミノしかなかったという事でしたが
そのドミノを死ぬまで守り続けたその独裁者が一体どんな人物だったのか、
何故ドミノなのかなど謎を残し、不気味に終わるこのゲームには
独特な奇妙な雰囲気を感じました。

●よかった
独裁者が籠ってた部屋を魔法で開けるという短編で、
しりとりで開けるんだけど、難しくなく、すぐ終わった。
・・・で、何隠してンのかッて思ったんだが、ドミノか・・・
何でドミノか知らんが、やっぱ、独裁者ってヒトリボッチっぽいから、
一人で黙々とやれる事をしてたのかなッて・・・
ヨミコとミツヅキ、二人とも可愛かった。だけど、ミツヅキの方が好みかな。
あと、セーブデータに二人の顔が表示されるトコとか、良かった♪
……………………………………………………………………………………………………………
●no15.漁師の親父とその息子　作者：へたれるいす
●よかった
『漁師の親父とその息子』クリアしました！
RPGの中に、ミニゲーム(避けゲー)が２度あって、
そこで何度かリトライしたけど、無事エンディングまでたどり着けてホッとしました^^;
ミリタリ用語がバンバン出てきて、
作者様は趣味全開で楽しんで作ったのだろうなぁと思わせる作品でした。

(以下、ややネタバレあります)
ストーリーはシリアスめで、父と息子の関係が修復されるところまで、
丁寧にイベントが作られていて、感情移入しやすくて良かったです。
ラスト、あの方々が、お墓参りに来るとはw！

●めっちゃよかった
作者さんの前作である「花粉 de はくしょい！」や
「アキ姫とゆかいな仲間たち」のイメージと
打って変わって硬派のストーリーに驚きました。
こちらはこちらで、とても深みがあり楽しめました。

また、漁師の事情等、物語の背景がリアルチックに描かれており
重厚な展開もとてもよかったです。

回想シーン等イベントに力が入っており、
また、システム面でも、ボス戦前に推奨レベル付きの警告があったり、
とても丁寧な仕上がりのゲームでした。
……………………………………………………………………………………………………………
●no16.箱庭のアンインストール　作者：さわぴょん
●よかった
いきなり別ゲーになる展開好きです。

●よかった
レトロ風に作られており、細かいことを気にせずつけられたであろうザコキャラの名前、
ボス戦で唐突に前触れもなくゲームジャンル変わるとか、
最後のメッセージなど、楽しませて頂きました。

●よかった
ブラウン管演出は逆に目新しく、プレイする時はそこまで気にならないのですが
画面写真を他の作品と並べて見たときに、
悪い方向にギョッとしてしまいとっつきにくさに繋がってしまってるかな、と感じました。

●よかった
アイラという女の子が、可愛らしいネコさんと一緒に、モンスターを倒す話だった。
ずっと動き続けると敵が出て戦闘になるが雑魚だ。ただ、めんどくさいと思った事もあった。
ゲージが貯まってきたら止まってゲージを減らせるのか、
それで戦闘を避けられて楽が出来た。この部分は面白いと思う。
それで、最初のボスはRPG形式で、次はシューティング、
最後はブロックを消すと言えば良いのか、そんなゲーム。
いろんなゲームで敵に勝って倒すッていう、何か不思議なゲームだった。
でも、途中で投げ出そうと思ったけど悔しくて諦めきれなかった。
だけど、何度もやってたら分かってきたので、
クリアできたが、クリアした時はメッチャ嬉しかった♪
……………………………………………………………………………………………………………
●no17.レヴァンテル家の夏休み 体験版　作者：アサヒミズキ
●よかった
とあるように短いお話でしたが楽しめました。
会話多め戦闘少なめのRPG好きなので是非完成版プレイしたいです。
不思議なのが主人公たちはチートっぽいのに最初スキルや魔法が殆ど無く
追手や刺客と戦ううちにそれらを「思い出す」という所。
後々そこら辺の理由も出てくるのかな？続きが楽しみです。
プレイさせていただきましてありがとうございました！

●めっちゃよかった
何か良くワカランが、主人公や、
助けてくれた少年のチカラを欲する悪い奴らとの戦いのようだ。
それで、逃げてばかりじゃ嫌だと、敵のトコに乗り込むッて事か？
少し分かり難い箇所もあったが、体験版なので、続きが楽しみだというところか。

一番笑ったのは、宿屋でならず者どもを倒した後、
女将が剣士を投げ飛ばし、次の日になっても外で倒れてた事。
あと、親分と子分は皿洗いでもやらされてるッて事かな？
こりゃ、ホント、笑った。
でも、一番すごいのが、剣士と分かり合えたりしたってとこかな。
完成版にも、彼らが出るのだろうか？少なくとも、味方として・・・？
まぁ、それは分からないけど、さっきまで敵だったのと分かり合えたりとか、
そういうシーンとかも、良かった。

あと、親父が一生懸命点けた火が・・・
笑っちゃいけないんだろうけど、やっぱり消えたか・・・って、笑った。
何か、この親父、情けないけど、何処か憎めなくて、主人公を護ったりしたシーンとか、
カッコよかったり、何か、良かった。

あと、グラフィック、顔グラ、可愛らしくて好きだ！！！！！！特に主人公が！！！！！！
……………………………………………………………………………………………………………
●no18.SUMMERCAST　作者：もろきゅう味噌
●めっちゃよかった
私の為に作られたゲームかと思うほど好みの釣りゲーム
釣り以外にも坂道で岩を避けて進むミニゲームや
未完成と書いてありますがキャラクターの好感度を上げるためのギミックが
各所にありとても楽しめました。
是非、完成させてほしい作品でした。
楽しいゲーム有難うございました！

●よかった
なんだか牧場物語を思い出した。
時間や何日目かで町の様子や人の位置が変わるので
変な時間に外に出てマップを歩きにあるいたｗｗ
はじめ何をすればいいのかが分からなくて
延々と倒れていたので目的等をちょっと入れてもらえたら良かったかも？

●よかった
主人公の外見を変更でき、色とか装飾品とかも変更できるのか・・・
そして、釣りまでできる！？（というか、釣りばっかしてました・・・）
なんか、凄いと思ったし、釣りも面白かったし、良かったと思います。
なかなか、こんなゲーム無いし・・・

●よかった
まだ全然遊び尽せていないのですが、もう閉幕ということで・・・
プレイしてみて一番印象的なのは、やはり釣りです。新しい種類の魚を釣ったとき、
魚の詳細な解説が表示されるところに作者さんのこだわりが感じられて、
一つ一つしっかり読んでいました。
ところで、このオープニングどこかで見た気がするんだけど、気のせいだろうか…？

●めっちゃよかった
夏休みを田舎村で満喫するゲーム内容で
主人公の容姿が選べたり、部屋に家具を配置したり自由度の高い作品でした。

村の探索も楽しくミニゲームがすごくこだわりを感じました。釣りシステムすごい！
釣りあげたら実写で解説が出てきてびっくりしました。

情緒豊かな作品でした。
……………………………………………………………………………………………………………
●no19.Oui Mademoiselle　～執事アヤカワからの夏休み～　作者：くろまろこ
●よかった
ホラー部が怖いので、その印象がすごく強いのですが…

星座クイズとか難しい漢字とかちょっと
軽くお勉強っぽいのとお受験のお話が絡んでて良かったと思いました。

●よく頑張りました
ゲームオーバーの時にイラッと来ましたがイラストが可愛かったので楽しめました

●めっちゃよかった
奇人だらけの環境下で、使用人のテンションに引きながらも「さまいぇー」と返してあげる
いい子に育ったういちゃんに拍手を送りたいです。
単なる謎解き脱出ゲームで終わらせず、
様々な楽しい（時に怖い？）要素を詰め込んだ作者さんのサービス精神にも拍手です！
……………………………………………………………………………………………………………
●no20.避物語 -ヨケモノガタリ-　作者：結城
●よかった
短時間でクリアできる割には手が込んでる作りでした。
キャラも魅力的で、会話は見ていて飽きません。
すぐに終わってしまうので、もう少しボリュームがあれば嬉しいなと思いました。

●めっちゃよかった
テンション高い会話に、急展開の嵐のようなシナリオ。
それでいてちゃんとまとまってるので面白かったです。
避けゲーですが、難易度が低めならそんなに苦戦しないので手軽に楽しめました。

●よかった
おも●しゲーＫＩＴＡＡＡＡＡ！！と一人テンションあがっていましたｗ
とりあえず難易度ふつうでクリア。相変わらずのハチャメチャテンション。
トイレのドア吹っ飛ばすんかい！！
むずかしいはスキルを駆使しないと厳しいかな。

●よかった
難しくも何とか初見クリアできる良い調整＆切れ味抜群の会話で
楽しませていただきました！
ただ一点だけ気になったんですが・・・これ著作権的にＯＫなんですよね・・・？

●よかった
ハードですぐ漏らしたもう無理ｨ...。
今までに見たことのないタイプの、ワードで作成しましたみたいなカラフルな文字とか、
なんかセンスが抜群でした。
画面がもはやふざけすぎで、それでいてゲームが面白いのが凄い。

●よかった
3分以内にトイレに行くという、変わったゲームのようだ。
それで、途中に変態モンスター共が出て、触れるとダメージを受け、0になると・・・
2回遊んだが、1回目はノーマルでクリア。スコアは1053点。
2回目は、勘違いをしたというか、
この敵は2ダメージだッたな、ごり押ししよう♪って思って触れたら、
あ゛ーーーーーッ！！！！！！！！！！！コイツはダメージ3！？
だが、時既に遅しで・・・
ゲームオーバー画面がどんなか見れたからいっか。
…それにしても、凄いゲームだッたな。

あと、チュートリアルとか、所々に可愛い子が出てて、それはそれで良かった。
あと、モンスター共の顔とか、凄い変態ぶりだったが、
ある一種の芸術の賜物みたいなモンなんだろうなと思った。
……………………………………………………………………………………………………………
●no21.ファイナルバトル3　作者：Master.typeX
●よかった
「はろう★」が最高にウザかったです★
もちろん褒め言葉ですよ！

●よく頑張りました
魔王様が「よく頑張りました」

●めっちゃよかった
プレイ時間5分くらいだとあったが、5分かかっただろうか？
…それはさておき、勇者が魔王城に行ったら、
夏休みで居ないので、また来ると掃除係に言って帰るんか、勇者ッ！？
それで、掃除係も、伝言をしておくとか、
普通に喋ってるなら、仲良くしろ！とか思いながら見てた。
…で、魔王は夏休みで、海に・・・
そこで、水着の可愛い子二人に変態扱いされボコボコに。
魔王、こんな雑魚ならこの世界に勇者は不要なのか！？
ここで倒されて平和が・・・とかではなく、
勇者が再び訪れたら、魔王はしばらく戦いたくないと。
魔王は海で戦意喪失したっぽく、勇者も、そんな魔王を退治してやる！とか、しなかった、
その、勇者の優しさ？とか、何か凄かった。
とにかくすごかった。
だからこれプレイしてクリアして良かった♪

●めっちゃよかった
魔王さん傷心の夏休み・・・。
年１回の休暇が・・・・！！

勇者も２度の魔王城来訪も
すごい微妙な気持ちになってて、ＴＨＥＥＮＤのあとは
「また出直すわー」的な感じで帰ったんじゃないかなーっと想像してしまいます。

てか、水着の女の子強っ！！！！
……………………………………………………………………………………………………………
●no22.おねショタ夏休み　作者：暗森 憂
●よく頑張りました
紹介と全然関係ない感じで始まったので、違うゲームなのかと思いました…

●よかった
ゲーム開始時から「えっ！？」の連続でした。
・・・と言うのも、ゲーム紹介ページのスクショから見えるゲーム内の雰囲気との差が激しいw
 探索要素はありますが、完全に、目的が王道のRPGですよねw
まあ、RPG好きですから、いいですけどw
ゲームを進めるうちに、ようやくお目当てのおねショタが登場しますが、
その先は・・・おねショタ蚊帳の外のRPGでしたw　(ＥＤに少しだけ再登場するけどw)
ですが、なんやかんやでゲームは楽しめました。
ラスボスに囚われていた女性たちの救出時の反応はおもしろかったです。
ありがとうございました。

●よかった
プレイヤーだまし討ちが最大目的のゲームだと思うんですけど、
そのわりにはちゃんとゲームとして作られている点が好感でした。

●よく頑張りました
僕の低スペックPCでも動くMV作品があるのだと感動しました
最後のポイントでつんでしまったのが心残りでしたが友人とわいわいできました

●めっちゃよかった
いい意味で完全にスクショに釣られました！
夏休みを満喫するゆるーいゲームかと思えば
硬派のバリバリのファンタジーＲＰＧでした！！
選択肢がすごい重要で何度もゲームオーバーしましたが、
死んで覚えるタイプのゲームでしたのでそれほど気になりませんでした。

・・・やられるならサキュバスがいいと思って選択肢全部試しました。

気分転換にどうぞって感じの楽しいゲームでした。

●よかった
姉弟で探索とかでもするのかなと思いきや、
その島はヤバい島で、戦士みたいなのがドラキュラを倒す！ッて話で、
マジでもうワケ分かんなくて、でも、なんか、面白かった。一回詰んだけど♪

…で、最後、女の子とか助けて終わったようだけど、
ED、姉弟が海で遊んでて、あの人は、ドラキュラになりかけの子を救う為に
また別の所に行ったみたいな会話をしながらも、
海でのバカンスを楽しんでるというか、なんかすごい状況だけど、
それでも、海で遊ぶのか・・・って思って。

まぁ、うまく言葉に出来ませんが、面白かったです。
あと、お姉ちゃんの方が、何かスッゴク気になった♪

●よかった
おねえさんとショタの夏休みゲーム・・・
たしかにエンディングはそうだった！
だけど　メインは選択肢を選んでどこぞの悪魔の城っぽいものを攻略するADV。

「当たらんよ！」とかデス課長だとか「奪われ○刻印」をプレイしている（あるいはTAS動画）と
ニヤリとできるネタが多め。
個人的にはここまでやるんならおねショタもシャノア、アルバスをもじってもよかったかも。
……………………………………………………………………………………………………………
●no23.レモネード　作者：弟くま
●めっちゃよかった
明るく軽やかな音楽にのせて（戦闘曲までもが軽やか）、
とても可愛らしく個性的な４人組が課題に挑む姿は、
劇を見ているようでとても楽しかったです。

ときおり入る用語解説も好き。
「尺の都合」の解説が気のせいかちょっと長かった気がするのも面白かったです。

音楽がキャラと合っていて最高でした。

●めっちゃよかった
イラストが可愛く、ほんわかした雰囲気に癒されました。
それに反して、所々に入ってくるメタ発言やギャグシーンのギャップがまた素敵でした。
チュートリアルも独特で、先の気になる展開が面白かったです。

ストーリーに関しては、子供たちのほのぼのとした夏休みでしたが
それぞれのキャラクターたちが何かしらの障害を抱えている点や
課題を頑張ろうとする姿が描かれており
エコちゃんとイトハくんの思い出など、しんみり来るシーンと相まって
決してほのぼのだけではない、どこか考えさせられる内容となっておりました。
ただ、最後にようやく迎えたボス戦のカットには笑いを堪えられませんでした。

明るく可愛い、そして一癖あるキャラクターたちがとても魅力でした。
素敵な作品をありがとう御座いました。

●めっちゃよかった
ゆるい…しょっぱなからゆるい…
欠点を補いながら課題を進んでいく様子を見るのが微笑ましかった。

●めっちゃよかった
最初のスイカ戦で全然ダメージが通らなくてビビりましたが、
単にキャラの役割が機能していなかっただけと分かって安心しました。
キャラ同士の会話がとてもほのぼのしていて和みました。左手が使えない等、
キャラ一人一人に欠点があるものの、それを個性として活かした作品。
とても明るい気持ちになりました。
無事に課題も終わり、４人で夏を満喫する爽やかエンドが素敵でした！！
自作イラストも一人一人かわいかったです。

●よかった
ほのぼのとしつつも、障がい者（ですよね）を扱ったデリケートな世界観が独特で、
ただほのぼのとしているだけではない、不思議な魅力を感じました。

タンクやヘイト、ヒーラー等のメタ解説は
知っている人や抵抗ない人には面白いかもしれませんが、
知らない人が蚊帳の外になってしまい（用語を解説で理解した所で面白さがわからない）
またメタネタは人を選んでしまうので、
この世界観では勿体ないかな、と思ってしまいました。

●めっちゃよかった
キャラの設定や世界観がとても良く、食いしんぼうなエコちゃんが大好きです！
あとプラムちゃんのＭＰに笑いましたｗ
初作品との事なので、これからの作品が楽しみです！！
（これに関しては「めっちゃよかった」と「よく頑張りました」を送りたい気分です！）

●めっちゃよかった
4人で夏休みの課題をやろうッて話か。
他の奴らは1人で出来るのを、自分らは4人で…的な事で悩んでいたりしてるッてトコか。

それで、誰にもできないような課題、つまり、ダンジョン攻略をしようっていう事になって、
でも、最初は、スイカの魔物が倒せなくて、でも、戦略とか、みんなで考えて、
それで、何とか倒せるようになって・・・
一人では厳しいかも知れないけれど、4人で協力したら、
凄いチカラが出るッていうか、そういうところが凄く良かったです。

僕自身、プラン以外の3人に当てはまるからか、
何か知らんが、イトハとか見てて、何か気になるというか、
まぁ、プレイして良く分かったけど、僕は彼らに似ているんだって・・・
コンテストのページのスクリーンショット見た時から気になってたんだけど、
直感的に何か感じたッて事だと思います。

僕自身、病気で右半身が不自由になってて、
今は、少しばかり回復してますが油断が出来ない状態です。
ですが、この作品を見て、上手く言えませんが、勇気を貰いました。
だから、ありがとうです。プレイして本当に良かったです。

あと、レモネードの店の人、どっかで見た記憶があるんだ・・・
歩行グラ見ての判断なら、間違いないと思うんだが・・・
昔、プレイしたゲームに似た人物が出ていたと記憶しているというか、
スタッフロールとか見て思ったが、何かの続編あるいは関連作品だったりするのかなッて・・・
でも、ま、気のせいかもしれないから、勘違いならごめんなさい。

あと、イトハの歩行グラ、何度も繰り返し見たが、
左手が動かないのが良く描いてあると思いました。
僕自身、右側が悪いので、なんか、気持ちが分かるような気がするんです。

あと、イトハのセリフに、誰だって欠点がある・・・みたいなのがあったけど、
僕は彼らを見て、それを欠点だとは言わないし、思わない。
なら、何なのか。
うまく言葉に出来ませんし、表現がおかしいかも知れませんが、個性なんだッて・・・
少なくとも、僕はそう思っています。
僕も、彼らみたいなトコがあって、人から見れば欠点なのかもしれない。
だけど、僕も彼らのように、支えてくれる人がいるから、困難が立ちはだかっても、
それを乗り越えられる・・・、イトハたちのように・・・

それに、欠点ッて、悪いトコじゃないですか。
確かに、欠点・・・なのかも知れないけれど、それがあるおかげというと言葉がおかしいですが、
イトハたちは、大切な誰かを支えたりできる優しさがあるのだと思います。

だから、この作品でとても大切な事を教わったというか、
この大切な事を、再確認できたというか、
とにかく、言葉に上手く出来ないけど、ありがとうです。

次に、キャラクター評価です。

イトハは左手が不自由なようだ。
僕自身、右半身が不自由なので、何となくだが気持ちが分かるんです。
まぁ、イトハは先天的なものか、病気なのか、
作中に描写が無かったから何とも言えないけど…
みんなにレモネードをおごってあげたり、
みんなをまとめたりするのがイトハの役目なのかな。
あと、エコと仲良くなった時、いじめられて落ち込んでたエコに
話し掛けた時のイトハが好きなんだ。
スイカの魔物の群れから逃げる時も、
杖をついてるシアを助けてあげながら逃げていたトコも好きだ。
片手で大剣を振り回したいと言ってたけど、結局は、魔法を使う事にしたのか…。
それ、思い付かなかったから、凄いなッて思って…
イトハは、僕に似てるッて思うんです。そして、僕はイトハが大好きなんだ。
だから、多分、僕自身、病気の事で様々な事で自信を失い、自分が嫌いになってた。
だけど、イトハを見て、自分に似てると思って・・・
でも、自分に似てるなら嫌いになるハズなのに、イトハが大好きで、
結局、自分は、自分を好きだッて事なんだッて気付いて、
それも、イトハが教えてくれたのかな？ありがとう。

シアは杖をついてる男の子。ついてる方の足が不自由と言ったところか。
僕も足が悪いから気持ちが分かります。
魔物から逃げる時に走って逃げられないのとか、
僕自身も、歩けるまでに回復したとはいえ、走れないので、
そういうところが共通していると思います。
だから、シアの事も好きなんです。
最初は、短剣を持って戦ってたけど、敵の後ろにうまく回り込めないッて事なのか、
最終的には、回復役になったようだけど、
回復役が遅かったらいけないみたいな事を言ってたけど、僕は、そうは思いませんでした。
逆に、回復のタイミングが遅い方が窮地を脱する事もあるので。
誰がダメージを受けるか予測して、その人をターンの最後の方で回復させれば、
敵はたまったモンじゃないです。ですが、
これも戦術のヒトツなので、それがシアの個性なんでしょう。
決して、欠点などではないですよ。
あと、自分が遅い事で迷惑をかけてしまうかも…と、
考える事が出来るのはシアの優しさみたいなものだと思っています。
だからそういうトコも好きですし、シアはみんなに迷惑かけてるどころか、
支えているのだと思います。
うまく言葉で表現できなくてごめんなさい。

プランは見た目が真っ白という事で、周りから嫌な目で見られているッて事か？
うまく言葉に出来ないけれど。
まぁ、僕はプラン見た時、凄く可愛いッて思ったんだけどな・・・
イトハやシアやエコもカワイイって言ってたようだし・・・
プランは、魔法が上手く使えないようだ。膨大な量の魔力が体内に蓄積されていて、
それで、あの姿って事なのか、この辺、難しくて分かり難かったので、
解釈が違ってたらごめんなさい。
魔法を使っても上手く使えないようで、最終的には弓を使ったようだ。

エコは喋れないようだ。その代わり、手は使えるようなので、
スケッチブックに字を書いて伝えているようだ。
いじめられて落ち込んでる時に、というか、何か書いて、
いじめっ子に伝えようと悩んでいたのだろうか、
その時に、イトハに話し掛けられたんだったな。
回想シーンのエコは、文字を書いて思ってる事を伝えるという事をしてないので、
イトハのセリフから察するしかないが、
イトハに声をかけられてから、変わったのかなって・・・
喋れないので魔法が使えないみたいだけど、手足は満足に動くので、
盾を持って、前衛を護るみたいな戦法をとったッて事か。
まぁ、正直、女の子を前衛にしたくないって僕は思ってたけど、
左腕が不自由なイトハにいつも守られてたから、
こういう時だけでも、守りたいって思ったんだろうか？
あと、イトハの言うように、エコに泣いてる顔なんて似合わない。

ゲームの説明に、おちこぼれの4人組だとあったが、
彼らの何処が落ちこぼれなのか分からん。
世間で一般的に、彼らのような人達をそう言うのであれば、
それは間違いなのであると、この作品が語ってた、僕には、そう見えました。
というか、そうとしか見えなかった。

感想、ところどころ、文章が上手く書けなくてごめんなさい。
あと、僕自身も、イトハたちと共通点があるから、
何て言うか、そこが一番良かったのかなって、うまく言えないけど…

あと、書き忘れるトコだッたけど、このゲームには、戦闘もあるけど、
普通のRPGみたいに、ただ倒すだけじゃなくて、4人で協力して、
しかも、それぞれの役目があって、目的を達成しようと一生懸命なトコが良かったし、
こういった戦闘もある、そんなゲーム初めてだから、凄いと思ったし、勉強にもなりました。
だから、ありがとうございました。こんな素敵な物語を見せていただいて。

●めっちゃよかった
4人のキャラがとても好みでした。
全員いい子で見ていて応援したくなりました！
一番最初の戦闘はこれまでしてきたゲームの中で一番笑われていただきましたｗ
終わった後も、薬草採取をしている4人がみたいなぁと感じました。
メタ発言も含めてギャグテイストで楽しめました！
……………………………………………………………………………………………………………
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