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【公益財団法人 中山隼雄科学技術文化財団】 

平成 29 年度 調査研究者募集要領 

 

 

公益財団法人 中山隼雄科学技術文化財団は「人間と遊び」という視点に立った

科学技術の調査研究及び研究助成をすることを主な目的として、平成 4 年に設

立され平成 23 年に公益財団の認定を受けた法人です。 

平成 29 年度の調査研究は、一般から提供された多数の提案の中から選択した入

賞作品 11 件を研究テーマとしました。 

研究者の皆様は、これらの研究テーマ中から研究課題として 1 点を選択し、具

体的な研究開発の企画を作成の上ご提案をお願いいたします。 

研究者の皆様のこの課題に対する挑戦をお待ちしております。 

 

記 

1．研究課題 

 

（1）研究課題決定の経緯 

 

平成 29 年度 調査研究課題は、次の経緯と方法で決定いたしました。 

文部科学省の「科学技術週間」参加プロジェクトとして、一般の皆様から社

会を変える「夢のゲーム」の研究テーマを募集しました。その意味するとこ

ろは、「ゲームの面白さや手法を使って、ゲームを楽しみながら、様々な社

会的課題をみんなで協力して解決していけるような、新しいゲームの創生」

であります。 

本年 3 月 1 日から 3 月 31 日までの募集期間に 286 件の応募があり、当財団

の企画委員会が厳正な審査の結果、最優秀賞 1 点、優秀賞 10 点、ジュニア

賞 9 点を選定しました。 

本年の研究課題は、受賞作の中からジュニア賞を除く以下の 11 件に決定し

ました。 

 

（2）研究課題 

 

以下の「8．研究テーマの表示.」に記載した 11 件の研究テーマから任意の

1 件を選び、調査研究の課題としてください。提出書類には、選択したテー
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マの記号を記入してください。 

 

（3）受賞アイディアの換骨奪胎について 

 

応募者は、受賞者のアイディアの表現や発想などを基にしながら、自由に新

たな創意も加えて、独創性に優れたご自身の作品としていただくことを歓迎

します。 

※ 受賞アイディアをこのように扱うことについては、受賞者の同意を得てあり

ます。 

 

2．募集条件 

 

① 応募資格 

国内の大学院、大学、短大、高専、専門学校及び非営利の研究機関

等に所属する研究者又はこれらの機関に所属する研究者を代表者と

する共同研究グループ。 

※ 研究者には大学院博士課程在籍者を含みます。但し、指導教官・教員の推薦

が必要です。 

 

② 成果要件 

研究終了時の研究報告書（5.調査研究受託者の義務参照）には、プ

ロトタイプのゲームを作成して一定の被験者にプレーさせ、有効性

の確認結果を記載すること及び当該ゲームを提出することを条件と

します。 

 

③ 研究規模 

研究費：総額 840 万円以下 

研究期間：平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日又は平成 31

年 3 月 31 日の 1 年間又は 2 年間 

※ 2 年間の場合は、約 1 年経過後に中間研究成果報告書を提出すると共に選考

委員会に出席して口頭報告していただき、選考委員会がこれを中間評価して

研究継続の可否を決定します。 

 

④ ヒトを対象とする研究 

採択された際には、所属機関の倫理審査を受けること及び採択され

た研究の成果報告の際には、倫理審査を受けた旨を明記することを
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誓約していただきます。 

 

3．応募方法 

 

① 応募期間 

平成 28 年 7 月 15 日～平成 28 年 10 月 1 日  

 

② 提出書類 

調査研究の申込書：指定様式 

研究内容の計画書：指定様式 

研究実績の申告書：（論文・受賞等）代表論文 3 篇以内を添付 

※ 様式・記入方法等の詳細は、当法人のウェブサイトで確認してください。 

 

③ 応募方法 

当財団ウェブサイトの応募ページから申込んでください。 

 

４．審査・採択 

 

（1） 審査方法 

① 企画委員会の審査 

設定した研究テーマとの親和性のみを評価した後、合格したものを

「選考委員会」に送付します。 

 

② 選考委員会の審査 

非公開の学識経験者 9 名からなる選考委員（委員長のみ公開）が、

次の 2 段階により慎重に審査して、事実上決定します。 

ⅰ 事前審査：各委員が 2 人一組となり、分担して応募書類を閲読

して行う。 

ⅱ 本審査：事前審査結果を基に、委員全員の会議形式により行う。 

 

（2） 最終決定及び発表 

理事会は、選考委員会の答申を尊重して平成 29 年 1 月中に最終決

定し、同月中に結果を当財団ウェブサイト上で発表します。 

 

（3） 研究費用の提供 

当財団の指定する「調査研究委託契約書」の締結を条件として、平
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成 29 年 3 月中に全額を提供します。 

 

5．調査研究受託者の義務 

 

① 研究報告書等の提出 

研究(代表)者は、研究終了後 5 月末日までに、当財団の指定様式に

より研究報告書、研究報告書概要及び会計報告書等を提出しなけれ

ばなりません。 

 

② 研究成果発表会への出席及び発表 

研究(代表)者は、研究終了年の 9 月中に当財団が開催する「研究成

果発表会」に出席し、指定された方法で研究成果を発表しなければ

なりません。 

 

6．当財団への連絡 

 

住所：〒104－0061 

東京都中央区銀座三丁目 15 番 8 号 銀座プラザビル 6 階 

 

名称：公益財団法人 中山隼雄科学技術文化財団 

調査研究募集担当 

 

URL：http://www.nakayama-zaidan.or.jp 

☎：03－6226－6161 

e-mail：info@nakayama-zaidan.or.jp 

 

7. 個人情報の取り扱いについて 

 

申込に係る個人情報は、審査のために必要な範囲で特定の関係者に開示する

ほかは公表しません。但し、採択決定者につきましては、当財団ウェブサイ

ト上で氏名、所属機関及び肩書を公表します。 

 

 

 

 

 

mailto:info@nakayama-zaidan.or.jp
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８．研究テーマの表示 

 

1.最優秀賞  

 

記号 氏名 テーマ 職業 

A 三井 一希 教えの達人 教諭 

テーマ説明 

「教える」という行為は，学校の教師に限らず多くの人が経験します。我が子に箸の

持ち方を教える。アルバイト先の後輩にレジの打ち方を教える。引っ越してきたお隣さ

んにマンションのルールを教える。日常生活の中にはこうした多くの教える場面があり

ます。しかし，現状，「教える」ことを教えてもらう機会はほとんどありません。多くの

人が我流で，自分の教えたいことを一方的に伝えるような非効率的な教え方をしている

のです。そんな時に役立つのが「インストラクショナルデザイン」です。これは科学的

な理論に基づいた効果的な教え方の集大成です。   

今回提案するゲームでは，このインストラクショナルデザインを誰もが簡単に学べる

ようになっています。教える内容は多々あれども，教える技術は，「運動スキル」，「認知

スキル」，「態度スキル」の 3 つに必ず分類できます。そして，それぞれのスキルには効

果的な教え方や手順があるのです。ゲーム内では，まず，この 3 つのスキルについて具

体的な場面に基づいた解説動画を見て，基本的な事項を学びます。その上で，「鉄棒を教

える場面ではどんな教え方がいい？」といった問題に答えていきます。全部クリアでき

ると，教える達人として認定されバッヂが付与されます。プレイヤーは 3 つのスキルす

べてについてバッヂを集めることを目指します。そして，バッヂを維持していくには自

分が実際に教えた内容とその結果を定期的に投稿します。この投稿が他のプレイヤーの

参考となり，「そんな教え方があったのか！」「そうやって声を掛ければいいのか！」と

の気づきの場になります。こうして上手な教え方が蓄積され，教え方の道具箱になるこ

とが期待できます。   

ゲームを通じて，日本中に「教えの達人」が増えることを願っています。  
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2.優秀賞  

 

記号 氏名 テーマ 職業 

B 橋本光治 介護シミュレーションゲーム 会社員 

テーマ説明 

 今後、日本はますます高齢化社会となっていくなか、社会福祉施設をはじめ、高齢者

を支える側の人手不足が問題となっています。  

この状況では人材の確保が非常に難しく、たとえ人材が確保できたとしても十分に教育

する時間が不足してしまい、結果として事故などにつながってしまいます。  

そこで、すべての人が手軽に、高齢者介護というものがどういったものかを事前に模擬

体験できるゲームを作製してはいかがでしょうか。  

現在すでにある育成ゲームのようなものをベースにクイズ形式なども取り入れ、介護の

専門家の知識や意見を盛り込むことで、介護を体験したことのない方はもちろん、すで

に介護をされている方への教育・指導にも役立つと思います。  

どうしても介護というと、きつい・つらいというイメージを持たれてしましますが、決

してそれだけではありません。  

突然自分の身に降りかかってしまうと、対応の仕方がわからないために困惑してしまい

ますが、事前にある程度の知識を備えることにより余裕を持った対応ができるようにな

ります。  

これから必ず来る高齢化社会、介護するほうもされるほうも、また社会全体として良く

なっていってくれればと思います。 

 

 

記号 氏名 テーマ 職業 

C 飯尾明日香 僕らはみんな生きている！ エンジニア 

テーマ説明 

"あなたは何歳まで生きられますか？  

2060 年には、日本人の平均寿命は、男性で 84 歳、女性で 90 歳になると言われていま

す。  

死因の多くは生活習慣病によるものですが、生活習慣病のような特定疾患にかからな

かった人は、平均寿命よりおよそ 8 年長く生きられると言われています。  

このゲームは、プレイヤーの生活習慣病の予防と改善を支援するアプリです。プレイ

するためには、あなた自身の身体的特徴をあらかじめゲームに登録する必要があります。

ゲームを始めると、アバターが誕生し、現実よりもとても短い時間軸で生涯を送ります。

このアバターは、あなたの普段の生活をセンサーで認識したり、直接ゲームに登録した
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りすることで、あなたの生活や趣向に見合った健康状態で成長し、やがて最期を迎える

のです。つまり、今の生活を続けると将来どんな病気のリスクがあるのか、寿命はどれ

くらいなのか、アバターを通してあなた自身の状態を把握することができます。もしも、

あなたが生活を改善すれば、アバターの各病気リスクは減少し、アバターは長生きする

でしょう。それはすなわち、現実のあなたの身体の健康状態に直結されるのです。 

このゲームはビッグデータを用いることで、日本人の普段の生活に依存して発症する

病気を確率的にアバターへ再現しています。オンラインで、他のプレイヤーの生活と健

康状態を見て学んだり、コミニュケーションをとることで、アバターを長生きさせる方

法を議論したりすることもできます。   

生活習慣病は予防できます。このゲームがプレイヤーの生活を改善するきっかけにな

ること期待しています。" 

 

 

記号 氏名 テーマ 職業 

D 益田伊織 こころの花畑 大学 2 年 

テーマ説明 

日々感じたことを Twitter、Facebook などの SNS、ブログ等で発信する人が増えてい

る。これらは友人同士、あるいは非常に関心の近い人同士で経験・感情を共有するため

には便利だが、偶然の出会いを誘発する契機にかけているように思われる。この「偶然

の出会い」を、視覚的楽しさを通じてもたらすゲームを提案する。   

参加者は、日々の経験、感情等を短文にまとめ、SNS におけるのと同じように投稿す

る。しかしその際に 2 点特別なことがある。参加者は投稿に対し内容を分類するための

数個のタグをつけ、また選択肢として提示される様々な種の中から自分の投稿に添える

ための一輪の花を選ぶ。   

こうして集められた投稿を、参加者は「花畑」を通じて視覚的に閲覧できる。この花

畑の構成は、タグに基づいた内容別の配列、選んだ花の種に基づく配列を好みで選択可

能である。前者の場合、参加者は他者の似た経験に触れることが出来、また他者がその

経験をどんな花になぞらえているのかを楽しめる。この花畑は視覚的にもカラフルで魅

力に富む。後者の場合、参加者は自分と同じ花の選択をした人がその花にどのような経

験を重ねているのかを知ることで、共感をもって新たな他者の経験への扉を開くことが

出来る。   

前述のごとく本ゲームは参加者がそうでなければ出会うことのなかったであろう他者

の経験に共感、驚きをもって出会うことを目的とするが、副次的効果として主催者側に

は色彩・形態心理学の興味深い材料を、参加者側には植物への関心拡大をもたらすであ

ろう。       
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記号 氏名 テーマ 職業 

E 藤尾豪 美しい地球を後世に残す 会社員 

テーマ説明 

"地球温暖化により人類が地球に生きることができなくなるのはそう遠い未来ではな

いと予想されています。  

この危機を回避するシミュレーションゲームを提案します。   

世界の平均気温上昇を産業革命前と比較して 2℃未満に抑えることをゴールとします。

（現在と比較して 2℃未満に抑えることではありません）   

プレイヤーは最初に、2℃未満に抑えることができなかった場合の 100 年後の地球の未

来をシミュレーションした映像を観ます。プレイヤーはこの 100 年後の暗い未来を回避

するべく、2℃未満に抑えるために誰が何をするかを選択し決定します。そのアクション

が 2℃未満に抑えるために何％貢献したかを即座に知ることができます。アクション対象

は 1 人〜世界人口全員です。（法人も含む） 国や職業（学生、会社員、主婦、首相、法

人、etc）によってアクションの選択肢が異なります。 

また海面上昇や異常気象によって選択できるアクションが変化します。選択肢のなか

には温暖化を促進してしまうアクションや自然現象からの危機回避行動もあります。 

このゲームを通じて地球温暖化の深刻さを知り、どう行動すべきかを自分で考えられ

るようになります。また自分が行動するだけでなく、世の中でどのような活動がなされ

ているかも知ることができます。 

エコを重視し、後世のために美しい地球を残すという価値観が当たり前の世の中が一

刻も早く訪れることを願います。" 

 

 

記号 氏名 テーマ 職業 

F 大西優志 flora - みんなで育てる、まちの花 大学 2 年 

テーマ説明 

"flora は、街のみんながプレーヤーとなって遊ぶ、ローカルコミュニケーションゲームで

す。   

【使うもの・場所・プレーヤー】  

flora：あなたのまちの花です。最初はふたば。特殊なセンサーと電光掲示板がセットに

なっています。 駅：flora の家となる植木鉢を置いてくれる場所です。  

みんな：駅を毎日利用する、あなたたちのことです。   

※このゲームは、現実世界の駅で実際の「花」を不特定多数のプレーヤー＝住民の手で

育てるものです。   

【あそび方】  
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駅に置いてある flora の植木鉢には、特殊なセンサーが付いています。これは、flora の

土が乾くと光ってお知らせし、周囲の人々に助けを求めます。もし、flora の前を通りか

かった時にランプが光っていたら、そっと水をあげてください。みんなの手助けを得て、

flora は毎日少しずつ成長していくことでしょう。 成長するにつれて、flora は少しず

つ言葉を覚えていきます。そばに置いた電光掲示板であなたにメッセージをくれること

でしょう。花が咲き、種をつけたら、また来年遊べます。  

【ゲームの背景】 

スマホの普及、消費の個人化、趣味の多様化に伴い、現代の日本人はより閉鎖的なコミ

ュニティを形成して生きています。そんな「個化」が進む日本でも、みんなが一様に利

用する「駅」。この数少ない「みんなの場所」で、毎日少しずつでも地域の人同士がコミ

ュニケーションをできるゲームはないか、と思い立ち考えたのが「flora」です。直接関

わることは恥ずかしくても、「花」という非人間的な存在を介せば間接的には「みんな同

じコミュニティで生きている」という気持ちを共有できるのではないでしょうか。その

「ゆるいつながり」が暮らしを豊かにすることになれば幸いです。   

僕は今回、「暮らしを豊かにする」という点に着目し、みんなの生活にすでに馴染んでい

るもので、かつ、遊んだ一瞬だけ「楽しい」「嬉しい」のではなく、日々を重ねることで

より「幸せ」な気持ちになれるゲームを考えようと思い、「駅」という場所と「花」とい

うものを使おうと思いました。" 

 

 

記号 氏名 テーマ 職業 

G 野坂 弥信 Thank you for looking 会社員 

テーマ説明 

多くの人は、誰かの役に立ったり、困っている人がいれば助けてあげたいと考えてい

ます。その気持ちを実行するには困っている人を見つける視野と行動力が必要になりま

す。 しかしながら、困っている人の声はとても小さく、日常生活の中で困っている

人を探していない私達は見過ごしている事が多いと思います。  

提案するゲームは、その現状を変革する目的から、困っている人の役に立つことで、

レベルアップしていく育成型ＲＰＧゲームです。  

オンライン対応の携帯・ゲーム機等でアプリダウンロードとアバター登録をします。

すると、運営側から１日に決まった数の「感謝（ありがとう）」ポイントが送られてきま

す。ポイントの数は、年齢が若いほど少なく、高齢になればなるほど多い数が送られて

きます。この「感謝（ありがとう）」ポイントは、お手伝いをしたり・席を譲ったりなど

困っている人に手を差し伸べると、優しさを貰った人が相手に「感謝（ありがとう）」ポ

イントを贈ることできます。この「ありがとう」を受け取り・贈ったりすることでお互

いのアバターはレベルＵＰしていきます。 アバターのレベルアップ（成長）は、プレ
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ーヤー自身の優しさを表し、高い人は社会を豊かにする人格者としてアピールする事が

出来ます。  

子供からお年寄りまで参加することで様々な場所で助け合いのコミュニケーションが

生まれ、プレーヤーは自然と「ありがとう」をもらうための行動が行える人間になって

しまうゲームです。   

また、ゲーム（活動）に賛同してくれる企業・団体とタイアップし、ボランティアや

社会貢献活動（献血や骨髄バンク等）の支援を求める媒体としても活用できます。優し

さの点を線にするゲームとして進化していきます。  

 

 

記号 氏名 テーマ 職業 

H 木村 晟尚 地域復興支援のスマｰトフォン向けゲーム 大学 4 年 

テーマ説明 

都市への人口集積、地方での過疎や労働力不足は日本の経済成長を妨げているとして

大きな問題となってきた。そこで私は今や日本の文化の一つともいえるオタク文化を取

り入れた地域復興支援ゲームを考えた。昨今のゲーム業界はスマホゲームの独壇場なの

で、今回はスマートフォンのアプリとして考えていきたい。また、ここ数年オタク文化

の中で所謂「擬人化」ブームが来ているのでこれを取り入れ地方の特産品、観光地、伝

統文化といった魅力を様々な形で擬人化し、キャラクターとして提示することで地域の

イメージがつかみやすくなり、地方に興味が沸く。擬人化されたキャラクターをきっか

けとしてそのモチーフとなったものに興味を示すケースは数多くある。地方に魅力を感

じない若者の多くは「地方には何もない」などといったマイナスイメージが少なからず

あるため、まずは地方の知識をつけてもらうのがこのゲームの狙いだ。   

登場するキャラクターは多くのスマホゲーム同様、ガチャなどで手に入れる。ゲーム

内では手に入れたキャラクターを育てることでそのキャラクターに関する歴史、背景な

どの知識を読むことが出来る。また、出題されるクイズに正解することで育成ボーナス

を与えることでさらにその地域に詳しくなることができ、楽しみながら知識や興味を深

めることが出来る。   

これに加え、スマートフォンの位置情報機能を利用し、実際にキャラクターのモチー

フとなった地域にいくことで特別なボーナスをつけられる仕様し、実際に観光客として

訪れる動きを推進する。さらに地域の協力を得ることで実際にその地域での伝統行事へ

の参加や工芸品や農業の体験などにもボーナスをつけることで魅力を伝える事が出来、

定住にも結びつくはずだ。    

イラストレーターをキャラクターと同じ県内から選ぶなど地域に密着した工夫をこら

すこともでき、海外にむけて発信することで外国人観光客も期待でき、地方の発展の多

きく貢献できるだろう。  
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記号 氏名 テーマ 職業 

I 瀬川優 小さな幸せは大きな幸せ 大学 3 年 

テーマ説明 

"子供はみんな豊かな心を持っています。よく笑って、よく泣いて、何より、どんな小さ

な幸せにも敏感に反応できる、素晴らしい「目」を持っています。残念ながら、大人に

なるとその目も衰え、幸せに気づきにくくなっていきます。その結果、自ら命を捨てて

しまう人も少なくない社会になってしまいました。そこで私が提案するのは小さな幸せ

を見つけるとてもシンプルなゲームです。     

どんな些細なことでも、小さな幸せをできるだけ見つけていくゲームです。シンプル故

に、派生したルールを作ることが可能なのがこのゲームの最大の魅力です。  

例 

・３分という時間内で、２人以上の人数でお互いの良いところをどれだけ多く紙に書き 

出せるかを競う。   

・自分の良いところを書き出したり、一人で他者の良いところをできるだけ多く見つけ

たり、みんなが協力して一人の良いところを見つけていく。  

・ゲームという名目で、親の前で親への感謝をできるだけ紙に書きだす。  

私は皆さんにこのゲームを通して、自分がどれだけ恵まれているのかに気づき、少しで

も自分自身の心に潤いとゆとりを与える手助けになれることを望んでいます。" 

 

 

記号 氏名 テーマ 職業 

J 伊藤雅子 
災害サポートゲーム〜そのときあなたは

何をする〜 
主婦 

テーマ説明 

"ゲーム内には大きく 2 つの機能があります。防災ゲーム版 災害発生版です。 通常は

防災ゲームを利用し防災スキルをあげていきます。  

･操作者は 1〜複数人  

･日本各地に存在する｢災害灯｣を災害から守り災害灯が全て壊れるとゲームオーバー･災

害灯はその地域が安全である事の目印  

･初期は防災見習いから最後は防災総理大臣を目指す  

･災害が発生すると主人公は災害の種類･程度･発生場所に合わせて対処 

※初期消火･誘導･救護所搬送等を選択･行動します。 

※村を守るとその村のバッジが与えられ増やすと町が守れるようになります。  

※実在するイメージキャラクターがメダルになり仲間になります。  

※終息した災害はカードになり利用できます。そして実際に現実社会において災害が起

こり気象庁から勧告が発令されると災害発生版が自動で起動します。  
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※特徴は 4 つあり防災ゲーム未経験でも利用可  

ナビ機能･GPS 搭載(今いる場所から最も近い避難場所に音声ナビします)  

※防災メールを受信しネットで公表されている全国の防災情報を一元化してあります。･

利用者が地図を上書き  

※複数で情報共有･更新でき火災･倒壊･停電･運行情報･生き埋め発見等、警察･消防が機

能していないとき危険個所を早く把握できます。  

事典機能  

･応急手当･誘導方法のポイント･初期消火活動･救護所への搬送方法、衛生管理、避難す

る判断ポイント等  

非常時出品機能  

･ラジオ、懐中電灯、ホイッスル音搭載･ソーラー機能と手動式で発電  

※ネットが利用できなくてもゲーム機本体は利用できます。  

娯楽機能 

･お絵かき、ブロック、音楽作成ゲーム搭載 ･電卓、時計、メモ、アラーム搭載  

災害後は自助と共助の考えが基本に生活が続きます。人と人との繋がりにゲームを利用

する時代がきました。一家にひとつの避難リュックの中に一台のゲーム機。そしてペー

スメーカー利用者の避難リュックの中にもこのゲームが入っている日が数年後訪れるで

しょう。 " 

 

 

記号 氏名 テーマ 職業 

K 村田 茂雄 私があなたを支える 会社員 

テーマ説明 

" 「私があなたを支える」は、うつ病を患った主人公をあなた（プレイヤー）が看病し

て社会復帰させるゲームです。プレイヤーはうつ病患者に対して、どのような対応をす

るか選択し、その結果の積み重ねによって患者の状態が変化します。最終的にうつ病が

快方し、仕事に復帰できたらゲームクリアです。   

政府の統計データによると、自殺死亡率の一番高い原因・動機が健康問題で、その中で

もうつ病を原因とする自殺者が一番多くなっています。うつ病は患った人だけでなくそ

の家族を悩ませます。うつ病患者に対し、「頑張れ！」といった声をかけてはいけないこ

とは一般的に知られていますが、それ以外にどのようなケアをすれば良いのかは分らな

いことが多いのではないでしょうか？   

これを解決するのがこのゲームです。精神科医および心理カウンセラー監修の下にゲー

ム開発するので、このゲームを通して自然とうつ病患者へどう対応すれば良いのかを学

べます。対処法を学べば、自信をもってうつ病患者へのケアができるようになります。

ゲームのルールは簡単です。始めに主人公（うつ病患者）の設定を行います。年齢、性
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別、性格、職業、家族構成、貯金、生活費を決めます。あとは主人公の生活を見守りな

がら、都度行われる主人公の行動に対して３つ選択肢からの１つの反応を選びます。 

例えば、「朝、主人公が起きてきません。あなたはどうしますか？」に対し「㈰無理にで

も起こす、㈪起きるまで何時でも待つ、㈫時間を決めて起こす」のどれかを選びます。

一つ一つの選択が主人公を快方もしくは悪化に向かわせます。   

設定した生活費が貯金額から一定期間毎に減っていき、貯金が無くなる前に主人公を社

会復帰させればゲームクリアです。また、このゲームはうつ病患者への対処法を学ぶこ

とが目的なので、ゲームを進める過程で選んだ選択肢は「振り返り」という項目で、専

門家のアドバイス付きで復習できるようになっています。 " 

 

以 上 


