
------------------------------------------------------------------------------------------------
●no01/見桜デン！　ナルミ
カタコトで話す獣人たちが、お約束ながらもお話に独特の雰囲気を添えていますね。
イベント中のアクションなど、動きでキャラクターを魅せる部分にコダワリが感じられました。
コメディタッチで進むストーリーもキレイにまとまっていたと思います。
------------------------------------------------------------------------------------------------
●no02/看板娘、春子を探せ!Ver1.00　除虫菊はなた
なんというか、ものすごい作品を見た気がします。
脳が理解できないうちに急展開していくシュールなストーリー、そして濃すぎるキャラクター。
最初から最後まで勢いで押し切ったところが、作者のセンスと言えると思います。
------------------------------------------------------------------------------------------------
●no03/Young Nilda　第３章　四季の迷宮　アリヒコット・イアカス
作者のコメントにも書かれていましたが、本編となる作品の外伝的な位置づけ。
遊んでみると、コンパクトながらも本格的なRPGでした。
確実にレベルを上げながら行動範囲を広げていくようにすれば、サクサク楽しむことができます。
本編のメインキャラクターの魅力を掘り下げる狙いとして、成功しているのではないでしょうか。
------------------------------------------------------------------------------------------------
●no04/春のお団子祭り　kentari　★だんごで賞
ものすごくシンプルですが、ハマります。
串を左右に動かし、降リそそぐだんごを受け止めて“串だんご”を完成させていくわけですが、
動きに慣性が働いているので一筋縄ではいきません。
それだけに、うまくだんごを受け止められたときの気持ちよさもひとしお。
いちど始めると没頭してしまうこと請け合いです。
------------------------------------------------------------------------------------------------
●no05/桜が咲く頃に偶然会いましょう　がんてつ
お花見の場所取りゴザを、制限時間内、侵入者（！？）から守るタワーディフェンス型ゲーム。
マジで１分が長く感じる！　コツは、相手の動きの一歩先を予測して、排除に向かう……なのかな？
本気でやっても侵入されまくりでした（汗）　シンプルなようで、なかなか歯ごたえのある作品です。
------------------------------------------------------------------------------------------------
●no06/SAKURA UNDERGROUND　花姫パパ
開始早々、夜の街を疾走するバイクのシーンに心を奪われました。
近未来モノが好きなワタクシとしては、
サイバーな世界観、スタイリッシュな展開にどっぷりハマらせていただきました。
戦略性のあるボス戦闘、マップの組み方、そしてメニュー画面のデザインに至るまでの細部へのコダワリ。
コダワリのすべてがひとつになって作品の魅力につながっている、とても完成度の高い作品です。
------------------------------------------------------------------------------------------------
●no07/スプリングナイトと姫 ver1.0　ayatam
歌声つきのオープニング、曲とシーンのタイミングがバッチリはまっていてかっこいいですねぇ。
芝生を刈ったり、ツボをもって投げられたりと“あの”緑の帽子の青年を彷彿とさせるアクションに
びっくりさせられました。
敵の動きも凝られていて、こちらの攻撃をガードするなど、ただ武器を振り回しているだけでは勝てません。
爽快感、ギミックを使う楽しさ。アクションRPGとしてもよく完成されていて、ここまで丁寧に作り上げるのは
相当がんばられたのだと思います。
------------------------------------------------------------------------------------------------
●no08/お花見大騒動！　りんこ
やばい、このタイトル画面好きだ。
いままで数百作品のタイトル画面を見せていただいてきましたが、作品の色はタイトル画面に現れます。
タイトルに描かれたキャラクターたちを見ているだけで、とってもにぎやかそう！
と思って始めたら、やっぱりにぎやかでした。キャラクターを見せ方がとてもいいですね。
あれ？　これって錬金術というより、お料理というのでは……おっと誰かきたようｄ（お察し）。
------------------------------------------------------------------------------------------------
●no09/俺に任せて先に行け　七進法
ええ、今回も初見で見事にやられましたとも。
戦闘スキルのほとんどが補助系とか、死亡フラグそのままな名前のスキルとかある時点で気づくべきでした。
つまるところ、誰を残し、誰を犠牲にするか、究極の選択の連続なのですが、
そのジレンマがハンパなく心地いいです。
前作の『なにもみえない』もそうでしたが、プレイヤーの予想の斜め上を目指す“裏切り方”がとてもうまく、
システムにまで昇華するセンスが秀逸です。すごい！
------------------------------------------------------------------------------------------------
●no10/桜がやってきた！　riru
会話時の口パクや動きを感じる戦闘など、アニメーションによる演出がとても効果的で、
キャラクターに躍動感を与えていたと思います。
短めのストーリーでしたが、桜の花びらが舞い散る世界、１本の桜をテーマにしたお話を
楽しまさせていただきました。
エンディングで流れるイラストも、物語の余韻を感じさせてよかったですね。
ちなみに、ワタクシのお気に入りは、戦闘終了時にピョンピョン飛びはねるリオナちゃんです。
------------------------------------------------------------------------------------------------
●no11/あるひぐらし-脆弱なる洞窟の王-　献科(正午の夜)
作品に漂う、ちょっとシニカルな空気がいいッスね。
コンパクトにまとめられていますが、
探索型RPGとしての基本が押さえられていて、大変密度の濃い印象を受けます。
何かアクションを起こすたびに新しい発見があるので、ゲームを進めるのがすごく楽しい！
あと、キャラクター（特に女性キャラ）の絵がすごく魅力的！　フェロモンを感じました。
------------------------------------------------------------------------------------------------
●no12/春壊譚～しゅんかいたん～　今夜宵樹
春を壊すってなんだ！？　と思いながらプレイ開始。
レベルアップはなく、敵がインフレ気味にドロップするアイテムで自己強化していく漢らしいシステムです
（主人公は女の子ですが）。斧を振り回すイトラちゃんすげええええええ。本当に壊しにきてるよ！
個人的には、命中率が低めの斧という武器の、ギャンブル性を思い知らされる作品でした。
クリティカル出ると脳汁あふれるんですがね！
------------------------------------------------------------------------------------------------
●no13/春一番！裁判　ゆわか
平和な森で突如始まる、「異議あり！！」の描き文字がでっかく表示されそうな裁判モノ。
何気ないトラブルを発端に、お話をここまで広げられるのか！　と純粋に感動しちゃいました。
わりとどうでもよさそうな出来事（表現が悪くてごめんなさい）なんだけど、
みんなで真剣に話し合うスタイルはまさに裁判。
その中に、キャラの個性と人間ドラマ（！？）がほどよくブチ込まれていて、
ストーリーの転がし方がうまいなぁとニヤニヤさせていただきました。
------------------------------------------------------------------------------------------------
●no14/天に届ける迎春花　moto
アイテムを拾い集めながら、障害物となる敵を排除しつつ進めていくフロア攻略型ローグ……というよりは
パズルというべきですね。
扉は同じ色のカギで開く、敵との戦闘は半自動、などシステム自体は極力シンプルにまとめられています。
その分、プレイヤーは、敵を倒す順番、アイテムを拾うタイミング、開ける扉の選択などに頭を使わないと
いけません。繰り返し遊ぶことで少しずつ先へと進むコツがつかめるようになる、
遊びごたえ十分な作品でした。
なかなかに玄人好みだと思います。
------------------------------------------------------------------------------------------------
●no15/桜花幻視　unknown
祖母を亡くした主人公の前に現れた、青い瞳の女性との交流を描いたショートストーリー。
そのなかに、桜、だんご、花粉、たけのこ、おたまじゃくし、すべてのテーマを盛り込んだ、意欲あふれる
デジタルノベルです。どこにキーワードが出てくるのだろうと期待しながら読んでくると、突然、言葉遊びの
ように現れるテーマたち。テーマにこういう使い方があったのか！
と感心しながら、ちょっと切ないお話を楽しまさせていただきました。
------------------------------------------------------------------------------------------------
●no16/くろいおへや　ほりん
ひと筆書きの要領で黒いパネルをすべて白いパネルにひっくり返してゴールを目指す、
なかなか手ごわいパズルゲーム。
ステージ１からヒネリが利いていて、いきなり詰まるひとも出てきそう。
ステージ構成が実によく練られています。
慣れてくると通るべきラインが見えてくるのですが、そこでワープやブロック、アイテムなどの
特別なギミックが登場。冷静にラインを読んでもよし、繰り返し挑戦してステージのクセをつかんでもよし、
さまざまなプレイスタイルでチャレンジできるのがいいですね。
------------------------------------------------------------------------------------------------
●no17/百人一首RPG　れんら
100人近い（100人以上!?）主人公を、ひとつの作品に盛り込んでしまう発想にびっくり。
相手の読んでくる上の句にあった、下の句を選択することで仲間になってくれるので、小学校のときに
百人一首を暗記したひとならスムーズにクリアできそう。
いざ主人公メンバーに加わると、彼らは自身の歌を魔法として使えるのですが、なんと詠唱がフルボイス！
（これってAquesTalk？）。ここまで作り込んだコダワリに敬意を表したいと思います。
------------------------------------------------------------------------------------------------
●no18/スプリングパーティー　夢幻台
夢幻台さんといえば、おなじみのパーティーシリーズ。今回もにぎやかでした！
ゲームオーバーの無いゲームというコンセプトがすごくいいですね。
操作するキャラと相性の良い敵を倒すとスコアがプラス、相性の悪い敵を倒すとスコアがマイナスになると
いうシンプルなルールなので、いちど遊べばゲームシステムがすぐに理解できます。
ゲームオーバーはゲームクリアと表裏一体、必要悪のような存在ですが、そこを逆手にとって、プレイヤーの
モチベーションを下げない工夫につなげているのがすごいと思います！
------------------------------------------------------------------------------------------------
●no19/４月１日　うさまる
プレイ時間にすると、約10分前後のショートストーリー。
……しかしながら、その短い中に凝縮された、嘘つきの少年と病気の少女のドラマに惹きつけられます。
4月1日といえば、嘘をついても許されるエイプリルフール。
その結末はなんとなく予想していましたが、意外な裏切り方に「やられた！」と思いました。
------------------------------------------------------------------------------------------------
●no20/ふらっと寄り道　のんびりカメ
これは、なかなかおもしろいアイデア。
お使いの帰りに、人気のだんごを買って帰ろうとする若者の奮闘を描いた作品ですが、
ファーストプレイではグッドエンドで終わられないかも。
人に話しかけたり、建物に入ったりすることで時間がカウントされ、
時間が経つほど、だんごが売り切れる可能性が！
敵と戦ったり、トラブルに巻き込まれたりするストーリーではないのですが、
たまにはこんな感じのお話もいいかなと、親近感を覚える作品です。
------------------------------------------------------------------------------------------------
●no21/へたこれ物語　MINAKI 2424
キャラの見せ方、動かし方がうまいですね。
イベントや演出から生命の宿ったキャラを感じることができました。
クルクル回るコマンドサークルから行動を選ぶのが気持ちよく、
ボタンを押すことに爽快感をもたせたところが心にくいです。
戦闘はジャンケンを利用したシンプルなシステムですが、敵のセリフによる行動予測を加えることで、
戦略性が深まっていますね。システムを形にするだけでなく、その味付けまでもキッチリ考えられた、
非常にセンスを感じる作品です。
------------------------------------------------------------------------------------------------
●no22/みぃたんの春うららかうら　Silver Hearts
ルールはカンタン、制限時間内に、謎の人型生物（！？）みぃたん達を起こしまくれ！
起こしたみぃたんは、うろついてプレイヤーの邪魔になるだけでなく、
しばらくすると二度寝します（もういちど起こさないといけない）。
普通に進めるだけでは、時間ギリギリになったり、スコアを稼げないので、
そこでパーツを買ってパワーアップ。パワーアップアイテムの存在により、交換のためにスコアを稼ぐ必然性
とゲーム攻略にアクセントがつき、やり込み要素をうまく引き出せていると感じました。
あと、みぃたんの声がすごくかわいいです。
------------------------------------------------------------------------------------------------
●no23/四天桜克 体験版　Felt Moon
おてんば姫の気まぐれで、鬼退治のお供をすることになった配下の五人衆。
いざ鬼の住む洞窟に入ってみると、わらわらと歩き回る鬼たちが……シンボルエンカントか!?　と思ったら
ボス戦闘以外はぶつかるだけで撃破可能。
いまのところ、ぶつかり方でダメージを受けるといったこともないようですが、
完成バージョンだとアクション要素が入るのかな？
黒い化け物がわらわら出てくるシーンで、ザコを一気に蹴散らす爽快感はなかなかのものでした！
------------------------------------------------------------------------------------------------
●no24/桜ノ戦記　神鏡 学斗
VX AceでシミュレーションRPGが作れてしまう、
あの神鏡 学斗さんのスクリプト素材『SRPGコンバータ for Ace』。
本作は、そのパワーアップ版“NEXT”のお披露目用ゲームという位置づけかな？
強化されたポイントはいくつかあるようですが、マウス操作に対応したのが大きいですね。
操作性が格段にアップしています。ちょっと気になったのは、キーボード操作でカーソルを動かしたとき。
レスポンスが良すぎるのか、狙ったマスを過ぎてしてしまうことがありました。
ゲーム本体の完成度は文句なしで、今回も本格的なSRPGを堪能させていただきました。
------------------------------------------------------------------------------------------------
●no25/スプリングオブスプリング～春の撥条～　サニーシャ＝ブネ
シリアスなオープニングで始まる、硬派なSFロボットものかと思いきや……。
物語の主人公は、ダメさ加減から左遷されてしまった、いわくつきの開拓部隊員たち。
本作品は、シミュレーションRPGが簡単に作れる、Simulation RPG Construction（SRC）で作られています。
彼らの個性的な性格とお気楽なノリを楽しみながら、SRCについて知ることができちゃいます。
あと、何気にゲーム中にお題のテーマが全部出てますよね！？
------------------------------------------------------------------------------------------------
●no26/雪解けの後に　鳴神あおい
雪女の集落に迷い込んだ旅の若者と、ひとりの少女との出会いと交流を描いたノベル作品。
とても読みやすく感情移入しやすい文章なので、
自分の気持ちにそって選択肢を選んでいくことを楽しめました。
絵本の挿絵のようなイラストも印象的で、
にじみの効いた着彩が、物語の透明感にぴったりあっていたと思います。
いままで「なんでノベル作品のオプションに［テキストを隠す］の機能があるのだろう？」と思っていましたが、
この作品をプレイしてその意味がわかりました。
------------------------------------------------------------------------------------------------
●no27/まほかつ！　～まほうしょうじょかつどう！～　彩野ひなた
可愛く描かれた魔法少女のふたりがとても魅力的ですが、
漢（おとこ）らしいまでに彼女らに対するキャラ付けやストーリーがなく、そこにむしろ興味を惹かれました。
高低差のあるダンジョンはなかなか凝った組み方で、
これに仕掛けやギミックが加わると、すごくいい感じになりそう。
もう少しだけ、キャラクターの性格付け、ストーリーに厚みをもたせてみると、プレイヤーをより惹きつける
作品になると思いますよ！
あと、攻撃スキル「ネギ」の上位が「ネギマ」「ネギラマ」だということを知り、大変勉強になりました。
------------------------------------------------------------------------------------------------
●no28/このオタマジャクシは何の子！？　あっぱれ
ある日、神様の杖を拾ってあげた主人公は、
お礼に食べるエサによって姿が変わるおたまじゃくしを授かります。
おたまじゃくしをぴちぴちギャルに育てたいという欲望に忠実な動機が、プレイする側としてわかりやすく、
キャッチーに響きました。
マルチエンディング（！）なので、なかなかぴちぴちギャルに育ってくれないわけですが、
そのもどかしさ、試行錯誤する余地も楽しめました。
レベルアップ、武器や防具の設定に関しては少しユルめの印象を受けましたが、
繰り返しのプレイを楽しむ意味ではちょうどよかったと思います。
------------------------------------------------------------------------------------------------
●no29/はなさかわんこ戦記　みすてぃれいん
鬼にさらわれたおばあさんを救うため、ワンコが桃太郎や金……（ゲフンゲフン）たちと鬼ヶ島を目指すSRPG。
人間と妖怪と神、三つの種族がじゃんけんのように三すくみの関係にあり、
相性によっては一撃で倒してしまうことも。
本格的なSRPGの中に、花さかじいさんというジョーカー（弱い上に勝手に動くNPCのくせに、やられると
敗北条件に含まれる）が加わることで、おそろしくスリリングに仕上がっています。
最後になりますが、ゲームオーバーのときの画面も超コワイ……です。
------------------------------------------------------------------------------------------------
●no30/春のタケノコ大感謝祭（略称：春タケ）　あず　★たけのこで賞
未曽有のタケノコ不足から、政府にタケノコの確保を要請された少女たちの物語……と説明すると
マトモなんですが、さにあらず。
なんだろう、この疾走感とカオスあふれるテンションは……！？
一見するとオーソドックスな作りながら、アクの強さを感じる展開にワクワクさせられました。
開けようとすると踊りだす宝箱、倒すと骨が残るシンボルエンカウント（グラフィックはなぜかネコ）。
極めつけは、とりあかさんのキャラに、毒舌はかせてこれほど違和感ないこと。なんだこれ!?
いや、これこそがセンスのなせる技と称えるべきなのでしょうか。
------------------------------------------------------------------------------------------------
●no31/Spring Spring Spring　秋月ねこ柳　★トシ重賞
できる操作は至ってシンプル。勝手にビヨンビヨン跳ねてしまう、バネに乗ったカエルを左右に動かすだけ！
ジャンプのタイミングはコントロールできないので、うまくタイミングを合わせて操作しないと、
なかなか思うように動けません。
最初は不自由な印象を受けるかもしれませんが、バネで飛び跳ねる感覚が気持ちよく、ストレスなくすぐに
慣れることができます。
ただし、正確な操作を意識しないと、あっという間にコントロールが乱れてダメージまみれに……（笑）
ステージ内に配置された障害物やギミックによって攻略に深みをもたせ、攻撃アクションに頼らず地形を
使ったボス戦闘まで演出！
シンプルな動作をゲーム性に昇華させた、このセンスはすごいです！
------------------------------------------------------------------------------------------------
●no32/タンカツくん外伝～アミューの誕生日～　制作：ゆい　イラスト：るるが
本編が気になるところですが、タンカツファイターであるタンカツくんのネーミングに妙に惹かれるものを
感じました。誕生会をプロデュースするため、三色だんごの材料をそろえたり、お祭り会場を貸し切ったり、
花火を探しに行ったり……じわじわと大きくなっていくお話が楽しかったです。
マップに落ちている素材を拾う時のエフェクトがとても気持ちよく、理由もなく集めまくっちゃいました
（その結果、攻略にも役立ったワケですが）。るるがさんの描かれたキャラクターも魅力的で、作品の雰囲気に
とても合っていたと思います。
------------------------------------------------------------------------------------------------
●no33/桜鬼　生米　★桜で賞
これは……とても美しい和風RPGですね。タイトル画面で風になびく主人公の髪、舞い散る桜に、
思わず目を奪われてしまいました。
ゲーム画面、イベント、メニュー、それぞれのシーンの構成、その見せ方にセンスとこだわりが感じられます。
主人公の生い立ちや彼を取り巻く因縁が徐々に見えてくる展開が絶妙で、
特に個々のキャラクターの魅せ方がうまいですね！
クエストの設定もバランスよく、エンカウントする敵を倒していくようにすれば、
レベル上げもあまり意識せずに進められますが、新しい武器を買いたくて敵を倒しまくってしまいました（笑）
「あとちょっとがんばると、もうワンランク強い武器買えるんだよなぁ」と思わせてしまう
絶妙な価格設定がニクいです。
------------------------------------------------------------------------------------------------
●no34/Spring Killer　nono nenne　★特別賞
みんなから「世界一かわいい」と言われたい女の子が主人公のRPG（アドベンチャーといったほうがいいので
しょうか）。ひかるちゃんは、いつも不敵な笑みを浮かべて意地悪そうな言動が目立ちますが、
どこか憎めず魅力的に描かれています。
彼女が嫌な子に見えないのは、作者さんのキャラクターへの愛情の強さ、そしてそれをいかにプレイヤーに
伝えるか、努力された成果だと思います。
なぜ、ひかるちゃんは春が来るのを阻止したいのか！？
その理由を追わせるストーリー展開も大変すばらしかったです。
あと、キャラクターの顔や立ち絵がドット絵で描かれていて、個人的にはとても親しみを感じられました。
------------------------------------------------------------------------------------------------
●no35/だんごおやじ　ぴけ
今度の親父シリーズは、なんとオンラインでほかのプレイヤーと対戦することができます。これ、すごいよ！
ゲームの特徴は、ひとりひとりが自分の駒を動かすわけではなく、みんなでひとつの駒（親父）を動かすところ。
散らばっているだんごを集めることが目的ですが、プレイヤーそれぞれが選んだカードはターンごとに
まとめて実行されるので、なかなか狙ったところに親父を誘導することができません。
ポイントは、自分以外のプレイヤーの動きを先読みして（といっても運に頼るところも大きいですが）だんごの
回収に向かうか、相手の邪魔をするかを判断させるところ。
チャット機能がついているのでプレイヤー同士の心理戦も想定されているのでしょうか。
実によくできていますね。
------------------------------------------------------------------------------------------------
●no36/スマイルまで１マイル！　広背
主人公を元気づけるため、封じていた魔法の力“マジックギャグ”を解放することにしたヒロイン。
魔法をダジャレの発見に使うという斬新なシステムにびっくり。
「変身させる」「吹っ飛ばす」といった基本的な動作（魔法）を、街の中にあるいろいろな物にかけてダジャレを
探すのがゲームの目的！
なのですが、これがなかなかムズカシイ。
そのぶん、見つけたときの感動はなかなかのもの。
見つからなくても、町の人や、街中のオブジクトにかけまくって、そのリアクションを楽しむという脱線的な
プレイもアリです。
プレイヤーに自由度を与えて“発見”を体験させようという着眼点がユニークな作品だと思いました。
------------------------------------------------------------------------------------------------
●no37/外界からきこえる詩　oowatakeru
とても不思議な作品です。
何回かプレイしてみたのですが、ハードモードでは結局、町に入ることすらできず……。
敵無しモードでプレイした場合とでは、ストーリーが違うのかな？？？
主人公の成そうとしていることが、果たして正義なのか？
二律背反を感じさせるような、独特の空気感がいいですね。
物語の結末をプレイヤーの解釈に委ねる、余韻ある終わり方が印象的でした。
ひょっとしてトゥルーエンドとかあったの！？
------------------------------------------------------------------------------------------------
●no38/さくらもちのつくりかた　かっぱびと
マップ上でのアニメーションが素敵です、カッパさん。
スゴロク形式で進んでいき、さくら餅の材料をそろえるのがゲームの目的。
ルーレットを回せる回数は限られていて、止まったマスによってさまざまなイベントが発生します。
ルーレットの目は運任せですが、固定の数を出せるカードなど支援アイテムがあったり、
集める素材も一筋縄ではゲットできなかったりと、トライ＆エラーのしがいがあります。
町中に散りばめられたマス目と、たくさんのキャラたちがにぎやかで、視覚的に楽しめるのもいいですね。
見た目で与える楽しさ、インパクトは、ゲームを作る上でとても重要だなぁと実感させられました。
------------------------------------------------------------------------------------------------
●no39/行列のできるオタマジャクシ　J-tr
これはおもしろいですね。操作はとってもカンタン。眠っているおたまじゃくしたちをマウスで誘導して
ハルカエルのところまで連れていくだけ。
たくさんのおたまじゃくしがカーソルの動きにあわせてついてくる様子がとっても気持ちいい！
ステージによっては、起こしたおたまじゃくしをいちど眠らせてから仕掛けを作動させるなど工夫が必要に
なります。インターフェイスはシンプルなのに、ステージに設定されたギミック、お題（達成するとボーナス）が
あることで攻略しがいのあるゲームデザインに仕上がっています。
------------------------------------------------------------------------------------------------
●no40/イースタービレッジの事件簿　おばけ
なんとも豪華なメインキャラフルボイス作品。声優さん、みなさん上手ですね！
イースターラビット（バニーガール）と武闘派シスターのキャラを入れ替えることで、村人からもらえる
ヒントが変わったり、アクションができたりします（破ッ！）。
会話を中心にイベントが進みますが、リアクションを試すのが楽しく、オブジェクト調べまくって、
登場人物全員に話しかけちゃいたくなります。
エフェクトを巧みに使った幻想的なマップなど、シーンの見せ方がとても魅力的。
特に気球のシーンは、すごくワクワクさせられました。
これから遊んでみようと思った人は、ボイス有りのプレイをオススメします！
------------------------------------------------------------------------------------------------
●no41/鏡の国 Episode-春の精霊-　うの/小僧
黒魔法が得意な兄と、白魔法が得意な弟。
彼ら双子の兄弟が、王様に頼まれて氷漬けにされてしまった春の精霊を助けに行く短編RPGです。
ゲームスタートしてすぐに感じたのですが、BGMのチョイスがセンスいいですね。
特徴的なフォント、フキダシ風のメッセージウィンドウ、壊すと割れるツボ（当たり前に聞こえますけど
実際に見ると新鮮です）、特に氷の洞窟の仕掛けはよくできてました！
細かい演出、こだわりが組み合わさって、世界観にどっぷり浸ることができました。
------------------------------------------------------------------------------------------------
●no42/忘却の桜　名無しの案山子
主人公は記憶をなくした魔術師の青年という設定で始まりますが、キャラクター描写や導入部分の構成が
丁寧で、すんなり世界に入っていくことができます。
主人公以外もキャラ立てがしっかりされており、キャラ同士の掛け合いにもアクセントが利いていました。
物語は、記憶をなくしているのは主人公だけではないかもしれない、という含みをもたせながら、
手がかりを求めて森の最奥部を目指すことになります。
このあたりが伏線のようになっていて、謎めいたストーリーを、より魅力的に見せていたと思います。
------------------------------------------------------------------------------------------------
●no43/サクラメント　はしもと(Lv.29)
これは考えつきそうで、なかなか実現できないアイデア。
ひとことで表すと、ファミコンのゲームでよくあった、ふたり同時プレイをひとりでやる感じ。
ひとりで２体のキャラを動かしてスイッチなど操作し、お互いの進路を確保していくのですが、
慣れないとけっこう混乱します。
ここにモンスター（男性キャラが触れるとステージやり直し）が加わると、まさに阿鼻叫喚。
モンスターを倒せる女性キャラの立ち回りが重要です。
２キャラ同時に動かして協力させるというアイデアをうまく料理した、すばらしい作品だと思います。
------------------------------------------------------------------------------------------------
●no44/MILK（体験版）　桜くま
うさちん、かわええええええ!!　失礼、取り乱してしまいました……ゲフンゲフン。
すぐにジャンル分けしてしまうのは、少し野暮ですが、本作品は異世界召喚モノ。
しかし、定番とはなんか違う。個性豊かなキャラクターたちがちゃんと作品の中で“生きて”います。
そして、どこかヘンなんだけど、みんなとても優しいのです。
この独特すぎる空気感に、肩ひじ張らずに身をゆだねてしまうのが心地よかった！
ほかにも特筆すべきアイテム合成とか、ゲーム的な要素も多々あるのですが、まずはこの世界を覗いてみて
いただきたい。話はそれからだ！
あと、このシンプルなステータス画面のデザイン、とってもいいですね。
------------------------------------------------------------------------------------------------
●no45/忘却のリリィ　綾野ゆう
キャラクターのイラストがすごくいいですね。
一見すると無表情なようだけど温かさを感じさせる瞳が魅力的で、
優しい雰囲気に包まれたストーリーにぴったりでした。
おばあちゃんのお見舞いに行った主人公は、出会った幽霊と一緒におばあちゃんの心の中を旅することに。
そこではおばあちゃんの記憶の欠片を探すため、パズルを解くことになるのですが……
これがなかなかムズカシイ！もう脳みそフル稼働です。
マップ内のキャラの動きの細かいところまできっちり作られていて、
特にバスに乗る演出や遠景を使ったシーンの見せ方がいい感じでした。
なにげにテレビの前に置かれているゲーム機がスーパーファミコンなのが◎（笑）
------------------------------------------------------------------------------------------------
●no46/花粉消滅大作戦！　イッツー山田
現代風のビルの表現が。RTP素材をうまく使って表現されています。この見せ方はとってもユニークですねぇ。
デパートのフロア構造も、まさかこんな表現方法があったとは……！
脱線してしまいましたが、本編はふたりの女の子が突如大量発生した花粉を止めるため、
あやしげな裏山を探索するRPGです。エンカウント戦闘から逃げずにきっちりとこなして、
こまめに町に戻って装備やアイテムをそろえていけば、無理なく進めていくことができます。
タイトル画面や、イベントで大きく表示されるキャラのブラフィックが、とっても元気でいいですね！
------------------------------------------------------------------------------------------------
●no47/たけのこ王国の伝説　マックス
RPGツクール2000の機能を無理せずに使った、直球ストレートなRPG作品ですね。
ストーリーにやや省略される部分が目立ちますが、目的がわかりやすく（フラグ立つまで、次の目的地に続く
道が通行禁止になっていたり）まず迷うことはないと思います。
普通に戦っていればレベルもすぐ上がるので、サクサク感がハンパないです。
たけのこ王国が舞台なだけに手に入るアイテムがたけのこ尽くし、ダンジョンの中にマリオのコインのように
お金が落ちていたりと、ところどころに斬新というか、新鮮な驚きを覚えました。
------------------------------------------------------------------------------------------------
●no48/黒猫のあんまり関係ないダンゴ　あっと寿司
着眼点がおもしろいですね。遠くから飛んでくるボール（ダンゴ？）を落下地点を予測して拾っていく
シンプルなルールですが、直感的にわかりやすく、本能的に追いかけたくなります（笑）
コツとしては、野球でフライをキャッチするときの感覚かな？
カメラを斜め上に固定して、あとは方向キーで位置を微調整するといい感じでした。
FPS視点ですが、このゲームの場合、サードパーソンの視点のほうがいいかも。
あと、飛んでくるボールを、たとえば黒猫に置き換えて、
うまくキャッチしないと勝手に着地して逃げていってしまうとかどうでしょう。
ちょっとした演出が加わるだけでも、おもしろさがパワーアップすると思います。
------------------------------------------------------------------------------------------------
●no49/たけのこハンティング　りね
かなり思い切りのいいゲームデザイン。
主人公は、たけのこハンターのライセンスの更新料を稼ぐため、
竹林でたけのこ狩りに勤しむことになりますが、マップ画面は一切なし。
探索コマンドをひたすら連打して、たけのこたちとのエンカウントを発生させます。
拠点に戻ると日数が経過してしまうので、回復アイテムとしても使えるたけのこをかじりながら、
とにかく探索を継続させるのがコツ。
ライセンスを更新する以外の目的（隠し要素的なものがあるようですが）が
プレイヤーにわかりやすくなっていると、やり込みがいがアップすると思いました。
------------------------------------------------------------------------------------------------
●no50/毒薬のシルエット体験版　時雨屋
体験版とのことですが、システム部分はしっかりできている印象を受けました。
コンフィグ機能やショートカットキー、イベントの場所にマークが表示されるなど、プレイアビリティを
意識した作りがいい感じですね。
主人公や主要キャラだけでなく街の人のグラフィックまで、しっかりオリジナルで描かれている気合の
入りっぷり。
オープニングが終わると、本格的な推理アドベンチャーが始まります。
十分な調査が済むと、主人公が自動的に推理を始めてくれますが、ここでの推理はプレイヤーに委ねても
いいかもしれませんね（選択肢で選ばせるような感じで）。
ちなみに、第二話の途中でギルドの場所がわからなくて先に進めなくなってしまいました。
何かフラグが足りなかったのでしょうか……？
------------------------------------------------------------------------------------------------
●no51/桜と巫女と少年と　Kota
お目にかかりそうで、なかなかお目にかかれない、巫女さんが主人公の和風RPG。
仲間になる犬のポチの顔グラフィックが、とってもかわいいですねぇ。
経験値によるレベルアップがないので、戦闘にほどよい緊張感が残ったままプレイすることができました。
短編にまとめるにあたって、主人公の強化を装備だけに絞った選択はよかったと思います。
物語を通じて、犬と少年の関係を匂わせる演出が、うまい見せ方だなぁと感じました。
------------------------------------------------------------------------------------------------
●no52/花咲五秒剣　寿かは
いつも、ワンアイデアをうまく膨らませて見せてくれる、かはさんの新作は、やはり安定のおもしろさ。
５秒の時間経過を体感で“つかんで”敵にダメージを与えていく独自のバトルシステム。
敵はリアルタイムで攻撃を仕掛けてくるので、じっと５秒数えてタイミングを合わせる攻略はできません。
コツは、常に時間のカウントを発動させながら、敵の攻撃を避け、より５秒に近いタイミングで攻撃を叩き込む
動作を身体に覚えさせること（笑）
冗談のように聞こえるかもしれませんが、やり込んでいくとこの意味がわかると思います。
大事なことなので繰り返し言いますが、これ、ホントにおもしろい作品です！
------------------------------------------------------------------------------------------------
●no53/路地裏おとぎ話～春風を探して～　ノラ
実写を加工した背景と、割りばし人形風のキャラを組み合わせた画面構成がいいですね。
ときどき選択肢が出てくるのですが、選択肢のイメージにあわせたアイコンになっていて、
これがすごく楽しそうで◎。
細かい部分ですが、ゲームのおもしろさって、
こういうちょっとした演出の積み重ねからも生まれると思います。
選択によって、すぐにお話が終わってしまうこともありますが、ストーリーをうまく進めていくと、
ややエキセントリックな展開を楽しむことができます。
とりあえず春風の奥さんには会えたので無事クリア……なのかな？　とってもおもしろかったです！
------------------------------------------------------------------------------------------------
●no54/花粉 de はくしょい！　へたれるいす　★花粉で賞
開始早々、なにやら物騒な会話が……一見するとファンシーなハル姫とハナグマ参謀総長ですが、
街に花粉を届けようとする陰謀（？）は、花粉が苦手な身としては断固阻止したいトコロ。
なのですが、悲しいかな、プレイヤーは花粉軍団。街からの対空砲火を回避しながら町に潜入、
そして住民たちにくしゃみをさせることがミッションです。
花粉を操作してミニゲームをクリアすると、
いよいよ相手の鼻の穴への突入にチャレンジできます（花粉だけに）。
相手の背後をとるためのミニゲームがよく考えられていて、独自のルートで動くキャラを避けるだけでなく、
イベントや時間の経過を利用する必要があります。
冷静な目で見ると、ものすごくバカバカしいのですが（言葉が悪くてすみません）
「鼻の穴にクリティカルヒット！！」のメッセージには大笑いしました。
------------------------------------------------------------------------------------------------
●no55/散る桜 残る桜も 散る桜　地獄カバ
手描きタッチのグラフィックがすごく新鮮！しかも、この絵柄でキャラまで動いてしまうとは！
独特の雰囲気をもつ一枚絵マップと、活き活きとした森の住民たち（アニメーションもよく動きます）。
森を歩き回り、いろんなキャラクターと出会うのが本当に楽しい。
主人公のいろはちゃんは、神の使いである狐の妖怪。困っている動物や妖怪たちを助けていくことで、
少しずつ森に春が訪れます。　難しい謎解きはありません。
さながら動く絵本を読むように、その雰囲気、お話を堪能することが一番の楽しみ方ではないでしょうか。
ストーリーと絵がカチリとはまることで増幅される作品の魅力。
いままでプレイさせていただいた地獄カバさんの作品の中でも「新たな境地を拓きましたな」と実感せずには
いられない作品でした。
------------------------------------------------------------------------------------------------
●no56/扉の大樹と春の絵本　cf_u
こ、これは……あの紳士向けゴーレムゲー作者さんの作品じゃないッスか！
ゴーレム（主人公）が女の子に見えるようになるメガネは、ゴーレムファン的にフクザツな心境だったですが、
すごくかわいくなったので、そのへんは瞬時に気にならなくなりました。
実際、メニュー画面やマップイベント上のキャラ絵はゴーレムのままなところに確信犯的な作者の狙いが
見えたのでとても満足しています。個人的に。それにしてもドット絵すげぇ……ドット絵を活かすために、
あえてRPGツクール2000選んだのだろうか、とか勘ぐってみたり。
ゲーム部分は、惜しくもあっさり終わってしまいますが、
キーワードとなる動詞を入力させる謎解きアイデアは、なかなか可能性を秘めていますね。
本当は、いろいろな場所に謎解きが用意されていて、それぞれにいくつかの正解があって、
そのリアクションを楽しませたりするゲームなのかなぁと勝手に想像してました。
------------------------------------------------------------------------------------------------
●no57/春のために・・・　夜月明
オープニングからあっさり魔王が仲間になってしまうんですが、
そこに違和感を感じさせない独特の空気感がすごい！
オーソドックスなRPGを目指したとのことですが、戦闘中、敵も味方もセリフをしゃべりまくり、
ダメージを受けると表情が変わったり、演出面へのこだわりに作者なりのオリジナリティを感じます。
また、戦闘に敗れたときに送られるコンティニュー部屋のアイデアはなかなか新鮮。
アイテムがここでしか買えないなど、部屋の存在意義をきっちり出していますね。
全体的に遊びやすさへの気配りを感じる、短編ながらも完成度の高いRPG作品だと思います。
------------------------------------------------------------------------------------------------
●no58/緊急！だんご製造劇！　なまもの
開幕から全身包帯に松葉づえをついたオニ（だんご屋店主）登場がインパクト大です。
ルールはとても簡単で、見本の串だんごと同じ組み合わせになるように、
桜だんご、白だんご、草だんごのボタンを押していくだけ。
慣れると無意識的に指が動くようになりますが、それゆえに指先の誤反射（うっかりミス）で
ちがう色のだんごを押してしまうことも。
たとえば、お客さんがやってきて彼らが注文するだんごを用意する、といったストーリー的な演出をつけると、
もっと楽しい感じが出せるかなと思いました、
------------------------------------------------------------------------------------------------
●no59/春のミニゲーム　さとちー
さくらの花びらのピースをパズルのように組み合わせる「さくらパズル」と、
お手本と同じ組み合わせになるように飛び交うだんごを集めていく「お団子ツクール」。
２つのミニゲームがセットになった作品です。
パズルは、形と向きまで合わせないといけないので、シンプルなようでけっこう悩みます。
お団子ツクールは、緩急織り交ざったスピードで流れてくるだんごを、お手本通りの組み合わせに
そろえないとカウントされないので、だんごの色を瞬時に見極める目とだんごが流れてくるラインまで
正確に移動する精度の高い操作が求められます。
どちらのゲームにも言えることは、制限時間にあせらずに確実にそろえていく冷静さ。これに尽きます。
そうは言っても、ワタクシはすぐ頭に血が上る性質なので「キーーーッ！」ってなってしまいましたが。
クリアすると（失敗してもですが）結果をツイートできる機能が、ツクール作品としては珍しくて、
おもしろいですねぇ。
------------------------------------------------------------------------------------------------
●no60/オタマよ、大海を抱けっ！　マグマ　★特別賞
この作品には、ひと筆書きの要領で春の欠片を集めていくパズルと、ステージごとのボスと戦う戦闘の２つの
パートがあります。パズルには制限時間がありますが、すべてを集める必要はないので、
クリアすること自体は難しくありません。
ただし、集まった春の欠片によってタマオと仲間がレベルアップするので、
続く戦闘パートを勝ち抜くためには、より多くの欠片を集めなければなりません。
キッチリ集めればレベルも上がり、スキルもたくさん覚えるので、当然戦闘も有利に。
集め具合で戦闘を補助するアイテムももらえたりします。戦闘はなかなかシビアなので、
必然的にパズルをスマートにクリアしてレベルアップすることが求められます。
この動機づけのバランスが、非常にうまいと思いました。
背景にある、井の中のおたまじゃくし・タマオが初めて井戸の外の世界に出て冒険していくストーリーも
いい感じでした。
------------------------------------------------------------------------------------------------
●no61/はなどき　とーぐる
突如、校舎の入口をふさいでしまった大量の花粉を取り除くため、
同級生のユキノちゃんと一緒に探索を開始！
グラフィック面の演出にこだわりを感じられます。
マップを敵がトコトコ歩いていたり、戦闘時にはダメージを受けた敵の表情が変わったり。
特にレベルアップ画面の背景は、かなり新鮮でした。普段はなにげなく見送ってしまう画面ですが、
「レベルアップしたっ！」という達成感がたまらないです。
ダンジョンの地形にクセがあるものの、全体的にサクサク進める難易度でまとめられているので、
ストーリーや演出を純粋に楽しむことができます。
なんとなくですが、作風から神無月サスケさん作品へのリスペクトを感じられました。
------------------------------------------------------------------------------------------------
●no62/春の風物詩　ダークアイビス
花見にきた酔っ払いたちを、ひたすらしばき倒すカオスゲー。
最初から使えるノーコストの“泰キック”の使い勝手がよく、連打してるだけでもわりと勝てます。
画面を大量にうろつく酔っ払いたちを蹴散らし、適度にレベルアップしつつ、奥にいるタチの悪い酔っ払いも
倒していく、無双系の展開。コメントを読む限り、ひたすら敵にエンカウントして戦っているだけに感じられる
かもしれませんが、たぶんその通りだと思います。
より正確に表すと、敵を蹴散らす合間にストーリーが入ってくるゲームでしょうか。
酔っ払いのリアクションもわりとカオスです。
------------------------------------------------------------------------------------------------
●no63/春のネコバアクション　乱場乱数　★テーマ全部使ったで賞
これ、すごくないですか！　マシンガンを撃つのが、バズーカをぶっ放すのが、すっごく楽しい！
アクションゲームで、もっとも重視されるのは爽快感です。ゲームの中でメチャクチャできる、
このフリーダム感。
最初に操作を試そうとしていたら、うっかりバズーカ発射。
敵や車もろともネコバさんも吹き飛び、やり直しになった瞬間、悔しさを感じる前に大笑いしてました。
この作品には、間違いなく爽快感があります。
オープニングのネコバさんといぬ氏（しかも喫煙所トーク）のやさぐれ感にも圧倒されましたが、
本編の突き抜け具合が、ホントすごくよかったです！
今回、テーマをすべて使いこなす猛者が数作品現れたので、急遽、賞を追加させていただきました。
------------------------------------------------------------------------------------------------
●no64/春のヨシノ山　～二人で探せ山の幸～　門倉　伸志
門倉さんの新作はタケノコとり。
去年のフリゲ展秋の『秋の魅夜島』で登場した、ルーファスとエリーヌも（ちょっとだけ）出演してくれます。
今回もキャラクター同士の会話が軽快で、テンポのよさが心地よかったです。
リアルタイムで経過していく時間、重さのあるアイテム、そして、攻撃するたびに耐久力が減っていく武器。
ちょっとした演出が積み重なって、まるでその世界で生きているかのような体験をさせてくれます。
話が進まなくなったら、先頭のキャラクターを変えてみる！　は、基本でありながら盲点でした（笑）
------------------------------------------------------------------------------------------------
●no65/サクラテンション　ＨＩＤ
四季をつかさどる精霊の４姉弟のお話。
冬が終わらないという深刻な状況の中、ゆるめのノリで物語は始まります。
舞台は雪の降る森。ダンジョン探索がメインとなります。
エンカウントする敵は、レベルの低いうちは、少し固めの印象。
回復アイテムの入った宝箱や回復ポイントが用意されているので、
レベルをあげるのはそれほど大変ではありません。
ただ、すぐに最大レベルに達してしまうので、最後のボス戦だけちょっときびしい感じだったかも。
キャラクター同士の会話も楽しい、サクサクあそべる短編RPGですね。
------------------------------------------------------------------------------------------------
●no66/Musiquest -little spring-　ホワイト　★おたまじゃくしで賞
これはすばらしいアイデア！　プレイヤーは、春妖精となってオタマジャクシの歌を集めることになります。
最初、なんでBGMが無音なんだろう……？　と思っていたのですが、その秘密はすぐにわかりました。
マップの中を飛び回っていると、オタマジャクシが近くにいるときに歌（BGM）が聞こえてくるのです。
歌は、近づくとボリュームが大きくなって、遠ざかると小さくなって聞こえなくなります。
つまり、オタマジャクシを探すヒントになっているわけですが、この演出のおかげで探すのがとても楽しい！
ひとつひとつのBGMを、こんなに丁寧に扱った作品には初めてお目にかかりました。感動しました。
------------------------------------------------------------------------------------------------
●no67/Hurry Up外伝～春に訪れたダンジョン達～　みどり
モンスターがワラワラいる迷路で制限時間内に目標を達成すればクリア！
なのですが、そうヌルくはありません。
達成すべき目標はステージごとにさまざま。
敵に当たらないように宝石を集めつつ、敵を閉じ込めて、味方も助けないといけない感じ。
初見では目が回っちゃうこと必至です。よく見れば、それぞれのモンスターの動きにはパターンがあるので
落ち着いてやれば避けられるものの、とにかく数が多い！
繰り返しチャレンジしないと、クリアするのも大変かも。
ステージ１、２あたりではスイッチなどの仕掛けは置かずに、少しずつギミックを増やしていって、
段階的にルールを覚えてもらうようにしてはいかがでしょう。
------------------------------------------------------------------------------------------------

デジカ様から、エクストラ枠含む73作品にコメントいただきました！
頼んでおいてなんですが、あまりにも数がおおいので、ｗ 感想同様pdf形式にしてます！


