ー
ー プ イング
ニンジャゴー
ー プ イングゲ ゲームとは？
ームへようこそ！

目次
はじめに

3

プ イヤー

8

プ イヤーがキャ クターになりきって冒険を楽しむ
のが ー プ イングゲームだ。プ イヤーがキャ
クターの行動を決めて、他のプ イヤーと協力して
計画を立てたり、ナゾ解きをしたり、敵と戦ったりす
る。ゲームを進行するのがゲームマスターだ。

ニンジャゴーの世界がさらに楽しくなる、全く新しい遊
びが新登場！お気に入りのニンジャになってパズ を解
いたり、敵と闘ったりしながら、繰り広げる冒険の数
々。では、さっそく始めよう！
ニンジャの掟を知っているかい？それとも自分で ー
を作って、ゲームを展開していきたい？これから遊び方
のヒントやアイデアを紹介するよ。 ー や ー プ
イのアイデアをゲットしたり、キャ クターのスキ や
能力、それからカッコいい戦闘やアクシ ンについて知
りたい？それともス
いっぱいの4つの冒険に今すぐ
出発する？それさえ決まったら、ニンジャの道をどこま
でも進んでいこう！4つの冒険をぜんぶプ イしてもい
いし、お気に入りの部分だけを選んで自作のナゾ解きや
ワナをしかけることもできるぞ。まずはキャ クターシ
ートを印刷して、キミのニンジャがシンタ ーダンジ
ンで生き抜くためのカッコいいワザをチェックしよう！
さあ、サイコ を振って、最初の一歩を踏み出そう！

アドベンチャー 1 11
アドベンチャー 2 15
アドベンチャー 3 19
アドベンチャー 4 21

アドベンチャー
ー プ イングのシナ オはアドベンチャーと呼ば
れる。2つ以上のアドベンチャーがつながると、それ
が「ニンジャ軍遠征」になる。
ニンジャゴーの ー プ イングゲームでは、1つの
アドベンチャーを最後まで続ける必要はない。プ イ
ヤーは自分のキャ クターを別の ートに移動できる
んだ。つまり別のアドベンチャーの場面へスキップす
ることも可能だ。
地図を見てみよう。それぞれのニンジャゴー アドベ
ンチャーの場面にはシンボ マークがついている。

ゲームを始める
前に

キャ クターシート 26

四角は「ド ゴンの日」の場面。
三角は「危険なダンジ ン」の場面。
丸は「甦りしホネホネ・アーミーの墓」の場面。
六角形は「選択」の場面。

ゲームマスターを1人選ぼう。ゲームマスターが ー
の番人で物語の説明役だ（下の説明を見よう）。
他のプ イヤーは自分がなりたいニンジャのキャ ク
ターシートを選ぶんだ。他に必要なのは、ニンジャゴ
ーセット（一部を除く）に付属のサイコ と、ニンジ
ャゴー ー プ イングアドベンチャーだ。

2

たとえば、プ イヤーニンジャは「危険なダンジ
ン」の溶岩の穴をク アした後、別の ートを通って
ドク 天守閣へ向かうこともできる。もしかしたら、
「選択」の溶岩の洞窟にたどり着くかもしれないし、
「ド ゴンの日」の古代の彫刻が刻まれた広間に来る
こともあるだろう。 ゲームマスターは、プ イヤー
ニンジャが ートを変えたり、別のアドベンチャーに
スキップしたりすることを許可できるよ！

3

プ イヤーとゲー
ムマスター

能力
ニンジャゴー ー プ イングゲームのキャ
にはそれぞれ3つの能力がある。能力：

ー プ イングゲームには、ゲームマスターとプ
イヤーがいる。アドベンチャーごとにゲームマスター
とプ イヤーを交代できる。
プ イヤー：ゲームでニンジャを選んだら、キミはプ
イヤーだ。アドベンチャーを進みながら自分のアク
シ ンを決め、サイコ を振って勝負していく。
ゲームマスター：ゲームマスターはゲームの進行役
だ。まず、アドベンチャー全体のストー ーを読む。
そしてプ イヤーのいないキャ クターを担当してサ
イコ を振る。 ー が守られているかどうかの確認
もゲームマスターの役目だ。ゲームマスターが、アド
ベンチャーを進めるために必要だと判断すれば ー
を無視することもできる。プ イヤーのアクシ ンに
よって、その場での判断が必要なこともある。ゲーム
マスターが、ストー ーを語る人だと考えよう！
注：プ イヤーが、アドベンチャーのストー ーを
読むのは禁止！読んじゃうと楽しみがなくなっちゃ
うよ！アドベンチャーを読めるのはゲームマスター
だけ。

クター

体力
走る、ジャンプ、スピン術など、身体を使ったすべて
のアクシ ンを実行する能力だ。身体を使って何かし
ようとする場合は、特別なスキ がなくても「体力」
を使えばできるぞ。
耐久力
プ イヤーニンジャがどれだけのダメージに耐えら
れるかを示すのが「耐久力」だ。ふつうは戦闘に使
うが、特に持久力が必要な状況でも使うことができ
るよ。
知力
身体能力以外のすべての能力だ。手がかりを探す、エ
メントパワーを使う、他のキャ クターを思い通り
に操る、だますなどのときに使うんだ。考えることが
必要なアクシ ンに使えるスキ を持っていないとき
に「知力」を使おう。

サイコ

スキ

戦闘

キャ クターがアクシ ンに使う得意ワザだ。キャ
クターがアクシ ンにト イするとき、そのスキ の
勝負をサイコ で判定する。使えるスキ がないとき
には、使える能力でサイコ を振ろう。
スキ の種類は、走る、登る、説得、エ メントパワ
ー、スピン術、武術、ド ゴン使いなどがあるよ。
スキ 一覧は下の ストをチェックしよう。ド ゴン
のように、他のキャ クターにはない得意ワザを持つ
生き物もいるんだ！

ニンジャゴーの世界を守るため、ニンジャはときに戦
う必要がある。ゲームでの戦いを簡単に早く解決する
ために作られたのが、戦闘システムだ。
戦闘では順番に戦うが、先行のほうが優位だ。公平に
戦いたいなら、戦うキャ クターの両方が1回ずつサ
イコ を振るといい。合計の多い方が先制攻撃をしか
けるんだ！
ハートとドク ：ハートが出たら、攻撃は大成功！敵
をノックアウトしたか、ほかの方法で大ダメージを
与えたぞ！（ニンジャは、絶対相手を殺さないんだ）
ハートが出たら、ゲームマスターが戦いの結果を判定
する。

体力
登る
よける
ド ゴン使い
運転
火を吹く、飛ぶ
隠れる
ジャンプ、案内
走る
スピン術バースト
スピン術パンチ/キック
スピン術ト ネード
忍術
強さ

ドク は、悪い結果だ。標的を完全に外したとか、
壁や別のキャ クターに激突したとか、そんなことだ。
足を滑らせて落っこちちゃって、1回休みということも。
失敗の内容を決めるのは、やっぱりゲームマスターだ。

耐久力
知力
刀づくり
コンピューター
エ メントパワー
工作
発明、言語
メカニック
説得
捜査
だます

ニンジャゴー特製5面サイコ だ。それぞれの面に
は、数字の1～3、ハート、ドク が描かれている。
プ イヤーがサイコ を振ると、下の3つの結果のど
れかになってアクシ ンを完了することになる。
1) 1～3の数字が出たら、任務に関連する能力ま
たはスキ の得点にその数字をプ スする。
足した数が任務の ベ よりも大きければ、
アクシ ンは成功だ！
2) ハートが出たら、アクシ ンはその場で成功
決定。任務をただク アしただけじゃなく
て、予想以上の大成功だ！
3) ドク が出たら、大失敗。とんでもないこと
が起こるかも知れないよ。

4

5

攻撃

戦利品ボックス

奇襲

キャ クターが別のキャ クターを攻撃するときには
サイコ を振る。出た数字は、攻撃側のキャ クタ
ーの「体力」か、使えるスキ の得点にプ スする（
下の説明を見よう）。次に、防御側のキャ クターが
サイコ を振って、その数を「耐久力」の点にプ ス
する。攻撃側の合計点が防御側よりも大きいときは、
攻撃成功！攻撃側の合計点が防御側よりも小さいとき
は、攻撃失敗だ！

ゲームコンポーネント付きのニンジャゴーセット全4
品には、3つのハートが入った戦利品ボックスが付属
している。勝負に負けたプ イヤーニンジャは、戦利
品ボックスのハートを使ってすぐに回復できるぞ。戦
利品ボックスのハートは、1つのアドベンチャーを始
めるたびに「満タン」になるよ。

攻撃側の奇襲が成功したら、第1戦闘
側の負けだ。

ダメージを与える

例：カイが甦りしホネホネ・アーミーをスピン術パ
ンチ/キックで攻撃している。カイのサイコ の目は3
。スキ の点に足したら合計点は15になったぞ。甦り
しホネホネ・アーミーはサイコ で1が出て、耐久力
の合計点が14になった。カイの合計点が大きいから、
攻撃成功だ！

初めての攻撃が成功しても、相手に与えるダメージはほ
んの少しだ。プ イにも影響しない。2回目の攻撃で相
手の動きを封じ込め、相手は1回休みになるぞ。
3回目の攻撃が成功したら、相手は最大4回まで休みだ！

例：ジェイは嘆きのド ゴンをスピン術で攻撃してい
る。ジェイのサイコ の目は3。攻撃の合計点は14に
なった。でも、嘆きのド ゴンの耐久力の点は21だ。
サイコ を振るまでもなく、ジェイの攻撃は失敗だ！

キャ クターがノックアウトされたときにも、4回休ま
なくてもゲームに戻れる方法がある。順番が来たらサ
イコ を振り、ハートが出たらゲームに復帰だ！ハー
トが出なかったら、4回休んでからゲームに戻ろう。

キャ クターは、ふつうスキ （スピン術パンチ/キ
ックなど）を使って攻撃する。でも、使えるスキ が
ないときはサイコ を振って出た数を体力にプ スし
よう。

よける

例：ニャーは甦りしホネホネ・アーミーに戦いを挑
む。スピン術パンチ/キックを使うことに決めた。
その場合、サイコ を振って出た数をスピン術パン
チ/キックの数字に足す。

プ イヤーニンジャは、攻撃をかわすことができる。
攻撃をかわすときは、サイコ の目の数を耐久力では
なく、「よける」スキ に足そう。その数が攻撃側の
数より大きければ、攻撃失敗！でも攻撃をかわしたキ
ャ クターは、次の順番のときに攻撃をしかけられな
いぞ。走る、ジャンプ、登るなど、攻撃以外のことな
ら何でもOKだ。「よける」は、崩落や自然災害のダ
メージを避けるときにも使えるよ。

例：ジェイは敵のニンジャに網投げ攻撃をしかけよう
としている。でも網投げスキ がないため、サイコ
を振って出た数を体力にプ スして勝負を判定する。
同点は防御側の勝利。

6

ウンドは防御

グ ープアクシ ン
複数のプ イヤーニンジャでグ ープアクシ ンを選
んで、成功の可能性を高めることができる。グ ープ
アクシ ンのときはグ ープで1回サイコ を振る。
さらにメンバー1人あたり1点プ スできるぞ。
例：6人のニンジャが、合体スピン術でド ゴンに攻
撃をしかけることにした。サイコ を1回振る。出た
数をスピン術スキ の点が一番高いプ イヤーニンジ
ャの数字に足す。アクシ ンに参加しているニンジャ
は6人。つまり、さらに6点を足して最終合計点を出
そう。
でも、グ ープアクシ ン中にハートかドク
ら、勝負はそこで決まりだ。

が出た

その他のアクシ ン
キャ クター同士が関わるのは戦いだけじゃない。た
とえば、甦りしホネホネ・アーミーの気をそらせた
いなら、ガイコツの知力 ベ に対して「だます」ス
キ で挑戦できる。
こういうアクシ ンは、ゲームマスターが常識で判断
する。たとえば、甦りしホネホネ・アーミーはちょ
っと間抜けなのでだましやすい。でも、ドク 魔法使
いと戦うように説得するのはム だ。だって甦りしホ
ネホネ・アーミーは、説得しようとしても理解でき
ないんだから。
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プ

イヤー

コー
（大地
系ニン
ジャ/
大地マ
スター）

カイ（炎系ニンジ
ャ/炎マスター）
なぜか地下生物ゲック ズ族の ーダーというフシギ
な地位に「選出」されてしまったカイ。しかもゲッ
ク ズたちときたら、カイよりも短気で熱くなりやす
いときてるんだ！ゲック ズたちは、一族が一番大切
にしている神秘の「救いの剣」を別の地下生物ムンス
族に盗まれたと信じ込んで、宝剣を取り戻すための戦
いに明け暮れている。カイは両部族の板ばさみになっ
て、仲直りの仲介役をさせられるはめになった。
さて、2つの部族を団結させて真の敵であるドク 魔
法使いに立ち向かうことができるのか？！

シンタ ーダンジ ンで、自らの過去のあやまちと、
心のしこりとなっているお母さんの死に向き合うこと
になるコー 。小さいときにお母さんの
ーが死ん
でしまったことで、コー はまだ立ち直れないでいる
のだ。「いつか、がんばってお母さんの自慢の息子に
なるよ」と約束したのが、お母さんとの最後の会話だ
った。シンタ ー山の奥深くで、コー はある日気づ
いた。伝説の「スピン術バースト」を練習して、お母
さんの昔の敵を倒せれば、お母さんとの約束を守れる
んじゃないかと。でも、そのためには自分の力で ー
ダーにならなければ。コー はシンタ ー山奥の寄せ
集め軍団アプ イを率いて、スピン術バーストのパワ
ーを解き放たねばならないのだ。

ムンス族に捕らえられ、情熱の女王ム テッサの前に
引き出されたジェイ、 イド、ニャーの3人。ところ
が女王はジェイにひとめぼれ。ジェイも最初は悪い
気がしなかったものの、ジェイと結婚したい女王が、
ニャーに決闘を挑んだから大変！もしニャーが負けた
ら、ジェイはムンス族の王になって地下世界で一生暮
らすはめになるかも？そんなことになったら、地上の
世界とも仲間のニンジャとも一生のお別れだ！

体力 10
登る 11、ド ゴン使い 11、運転 12、隠れる 11、ジャン
プ 12、走る 11、スピン術パンチ/キック 12、スピン術
ト ネード 11、忍術 12、強さ 11

体力 10
登る 11、ド ゴン使い 11、運転 11、隠れる 11、ジャン
プ 11、案内 11、走る 11、スピン術パンチ/キック 12、
スピン術ト ネード 11、忍術 11、強さ 11

耐久力 9

耐久力 9

知力 9
刀づくり 10、エ

知力 9
エ メントパワー 11、
発明 11、
メカニック 11、
説得 12、
捜査 11

エ
炎

体力 10
登る 13、ド ゴン使い 12、運転 11、隠れる 11、ジャ
ンプ 11、走る 11、スピン術バースト 11、スピン術パ
ンチ/キック 12、スピン術ト ネード 11、忍術 11、強
さ 12

ジェイ（イナズマ
系ニンジャ/イナ
ズマ マスター）

メント

メントパワー 11、説得 10、捜査 10

ニャー（ウォータ
ー系ニンジャ/水
マスター）
ニンジャがばらばらになった時、ムンス族に捕らえられ
てしまったニャー、 イド、ジェイの3人。ムンス族の
ム テッサ女王はジェイにひとめぼれし、ニャーは、恋
の イバ として敵視されてしまう。ついに女王はニャ
ーに決闘を挑む。しかたなく決闘に応じたニャーがム
テッサを倒すと、なんとムンス族の新しい女王に担ぎ上
げられてしまった！ニャー女王様、バンザイ！お兄さん
のジェイと同じで女王になるのはイヤなニャー。しかも
女王になるって思っていたよりも大変！でもニャーの努
力で敵対する2つの部族が仲直りし、力を合わせてドク
魔法使いに立ち向かうことになった。

エ メント
イナズマ

耐久力 9

体力 10
登る、ド ゴン使い 11、運転 12、隠れる 11、ジャン
プ 11、走る 11、スピン術パンチ/キック 12、スピン術
ト ネード 11、忍術 13、強さ 11

知力 10
エ メントパワー 11、説得 12、捜査 11
エ メント
大地

耐久力 9
知力 10
刀づくり 11、エ メントパワー 11、工作 13、メカニ
ック 13、説得 12、捜査 11
エ
水
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9

メント

ニンジャゴーアドベンチャー1
イド（グ ー
ン系ニンジャ/エ
ネ ギー マスタ
ー）

危険なダンジ

ン

音読しよう：
ダンジ ンを進んでいくうちに、あたりが熱くなって
くる。オーブンの中にいるみたいだ。先の方がオ ン
ジ色に光っている。ダンジ ンが火事？

ビート将軍：ニンジャは救いの剣のありかを見つける
手がかりを探して、シンタ ーダンジ ンを進まなけ
ればならない。その行く手には、ワナや甦りしホネホ
ネ・アーミーたちが待ち構えている。全力でダンジ
ンを突破するぞ。

王女たち（ハ ミ姫）との過去のいきさつから、ヴァ
ニア姫を疑っている イド。王女がニンジャをだまし
て裏切りをたくらんでいると思い込んでいるのだ。
でも今回は イドの勘違い。ヴァニア姫は友だち思い
の情熱的なお姫さま。 イドは、不信感を克服して、
疑いの気持ちを晴らさなきゃならない！

ここでプ イヤーが次のアクシ ンを決める。みんな
で前に進むか、1人を偵察に送るかのどっちかだ。
プ イヤーがどちらを選んでも、音読しよう：
熱と光の出どころが見えてきた。地面に巨大な穴が開
いていて、中にド ド の溶岩が燃えたぎっている。
たまたま誰かの足にあたって石が穴に転がり落ちた。
灼熱の白い液体にその石が触れるやいなや、一瞬で溶
けてしまう…。
ありゃあ…。穴の横を歩いて行くこともム だ。
飛び越えていくしかない。ここでジャンプとスイング
のどちらかを選ぶ。

場面 1

ゼン（アイス系ニ
ンジャ/アイスマ
スター）

体力 10
登る 11、ド ゴン使い 11、運転 11、隠れる 11、ジャン
プ 12、走る 11、スピン術パンチ/キック 13、スピン術
ト ネード 12、忍術 11、強さ 11

ニンジャ仲間とはぐれてゲック ズ族に捕まり、一族
の ーダーであるガ チ大臣の前に引き出されたカイ
とゼン。大臣からは、ドク 魔法使いに仕える「肉付
きガイコツ」ではないかと疑われてしまう。その真偽
を判断するため、恐ろしい生き物ミノスが住む穴にゼ
ンとカイを放りこめ！と大臣の命令がくだった。とこ
ろが会ってみるとミノスは、そんなに怖い生き物なん
かじゃなく、たんに
イが痛くて困っていただけだ
ったのだ！ゼンが
イを外してやると、ミノスはお
となしくなり、ゼンになついてきた。ゼンは巨大生物
ミノスに乗って、ドク 魔法使いとの戦いに挑む！

耐久力 10
知力 10
エ メントパワー 12、
説得 13、
捜査 12
エ メント
エネ ギー

体力 10
登る 11、ド ゴン使い 11、運転 11、隠れる 12、ジャン
プ 12、走る 12、スピン術パンチ/キック 12、スピン術
ト ネード 11、忍術 12、強さ 12
耐久力 11
知力 10
コンピューター 13、エ
説得 11、捜査 12

メントパワー 11、言語 11、

溶岩の落とし穴！

ニンジャたちはダンジ ンからの脱出を目指し、戦い
始めた。音読しよう：
キミたちニンジャは横に並んで、暗くジメジメとした
ダンジ ンをゆっくりと進む。たいまつがなければ、
真っ暗で何も見えない。まわりからは変な音が聞こえ
る。コウモ かネズミの鳴き声みたいだ。時々、洞窟
の中にド ゴンの大きな唸り声がこだまする。

ジャンプ：
後ろに下がって助走をつけて、穴を飛び越える。
ベ 14のジャンプだ。サイコ を振って、合計点が
14より少なかったりドク が出たりしたら、ジャンプ
は失敗！失敗のときはすぐに体力でサイコ 勝負。ド
ク 以外だったら、穴の縁につかまって、なんとか向
こう側にたどりつける。（誰かが引き上げてくれる可
能性もあるよ。） ドク が出たら、穴の縁につかま
れずに落下だ…。別のニンジャがジャンプに成功した
ら、落ちかけているニンジャを向こう側まで運んでや
ることもできる。ニンジャが死んじゃわないように、
ゲームマスターがちょっとした抜け道を工夫しよう。
アドベンチャーが始まったばかりなのに、溶岩地獄で
釜ゆでなんて、やる気もなくなっちゃう。

臨場感を盛り上げるため、ニンジャたちの行く手にネ
ズミを走らせたり、頭の上に突然バタバタとコウモ
を飛び立たせたりしてみよう。ダンジ ンは迷路み
たいに入り組んでいる。迷子にならないよう道しるべ
をつけるのもいいアイデアだ。道しるべをつけるとき
は、プ イヤーがサイコ を振って知力か捜査スキ
のどちらかの得点で勝負しよう。ドク 以外の目が出
たら、他のニンジャたちが今までに壁につけた道しる
べを見ることができる。でも、そのニンジャたちが無
事だったとは限らないよ。
先に進むときに、捜査の ベ 12にサイコ を振って
勝負だ。ここをク アすると、まわりに散らばってい
るさまざまな道具を見つけられる。道具の中には壊れ
ているものもあるかも。でも、まだ使えそうなオイ
ンプや古びた ープ、ダンジ ンの一部の大まかな
地図、カギ破りの道具などあとで役立ちそうなものも
あるはずだ。

スイング：
ニンジャが ープを持っていれば、突き出た岩に ー
プをかけて、溶岩穴の上を飛び越えられる。 ープ投
げは簡単。スイングは体力 ベ 12のワザだ。サイコ
を振ってドク が出たら、 ープが切れちゃうよ。
スイング失敗のときは、ジャンプ失敗のときと同じ。
でも ープが切れたら、 ープはもう誰も使えない。
全員が溶岩穴を越えたら、音読しよう：
よくやった！でも、キミたちの旅は始まったばか
りだ…

エ メント
アイス

10

11

場面 2

幸いにも、プ イヤーニンジャはなんとか橋にしがみ
つくことができた！でも、地面はかなり上だ。がんば
って上らないと…。それに、割れ目の底に住む気味悪
いヤツらが、壊れた橋にはい出してきたぞ。

運命の橋！
ビート将軍：ニンジャたちは、いつ切れちゃうかわか
らない、古くてグ グ の ープの橋を渡らなきゃな
らない。

橋を無事に上りきるには、登るスキ で3回サイコ
を振って、 ベ 13をク アする必要がある。他のプ
イヤーが、ニンゲン鎖を作るとか、エ メントパワ
ーを使うとか、何か手助けの方法を考えついたら、サ
イコ を振る回数を減らせるよ。ドク が出たら、ニ
ンジャは手がすべって転落！ハートが出たら、エネ
ギー満タンになり、1回で地面まで上ってこれるよ。

音読しよう：
今のところキミたちは順調に進んでいる。でも、ド
ゴンの唸り声はどんどん大きくなってきたみたいだ。
この辺りには人が訪れた跡もない。もしかしたら溶岩
穴に落っこちたのか、あきらめて引き返して帰ったの
かも。

プ イヤーニンジャが上るのに手間取っている間、割
れ目に住むヤツらがどんどん近づいてくる様子を演出
して、緊迫感を盛り上げよう。

ニンジャの前の地面に大きな割れ目が…。越える方法
はただひとつ。古い ープの橋だけだ。

プ イヤーニンジャ全員が橋を渡れたら、次に目の前
に現れたのは、岩に取り付けられた巨大な鉄の扉だ。
扉には鍵がかかっている。場面1でカギ破りの道具を
見つけていたら、道具で鍵を開けよう。体力 ベ 13
で勝負だ。それとも、エ メントパワーで扉を破壊！
サイコ の目がドク 以外ならエ メントパワーを使
えるよ。

読む：
ープの橋はとても古い。触っただけで粉々になりそ
うだ。それにすごく狭くて、1人ずつしか渡れない。
そもそも2人も乗れば、体重を支えきれないかも…。
割れ目を見下ろすと、はるか下には切り立った岩が見
える。あれ、岩の間でなにか動いてるぞ。

エ メントパワーを使う場合は、大きな音を出すと
か、熱風が巻き起こるとか、パワーを発揮しているニ
ンジャに注目が集まる演出をしよう！これが場面3で
重要な意味を持つことになるんだ…。

ゲームマスターは、この場面をちょっと盛り上げよ
う。割れ目の中には、こういう場所が大好きな気味悪
い生き物が住みついている。橋にもそんなヤツらがく
っついているかも。でも、ニンジャに危害を加えるこ
とはない。ただ、気持ち悪いだけだ。
最初はもっとヒドイかと思った橋も、それほどでもな
い。プ イヤーニンジャを無事に通過させよう。
ニンジャが橋を渡る間、橋がガンガン揺れて、いつ
ープが切れちゃうかわからないぞ！っておどかそう。
でも、最終的にはみんな無事に橋を渡れるよ。みんな
が大丈夫だと思いはじめて、最後のプ イヤーニンジ
ャが橋の真ん中くらいに来たら、読む：
パチン！橋を支えていた ープがちぎれ、橋の片方が
真っ逆さまに割れ目へ！

場面 3
根っからの悪者！
ビート将軍：ヒー ー抹殺を狙う甦りしホネホネ・
アーミーに出くわしたニンジャ。
カギ破りの道具を使って鉄の扉を開けた場合は、甦り
しホネホネ・アーミーたちはニンジャの侵入に気づ
いていない。「奇襲」を使うチャンスだ！ エ メン
トパワーで扉を破壊したときは、甦りしホネホネ・
アーミーたちがニンジャを待ち構えている。「待ち伏
せ」を使おう！

メモ：甦りしホネホネ・アーミーは倒されると、骨
の山になる。2回休んだ後、骨が元通りに組み合わさ
って、戦いに復帰できる。甦りしホネホネ・アーミ
ーはあまり賢くないから、だますのは簡単だ。耐久力
でもニンジャに負けるけど、それは問題にならない。
能力が足りなければ数で勝負だ。

1人のニンジャがサイコ の勝負で失敗したら、みん
なが流されちゃう前に別のニンジャが救出しなきゃな
らないぞ。間一髪の救出劇になるよう、ハ ハ ドキ
ドキの展開を盛り上げよう！
甦りしホネホネ・アーミーをやっつけたら、いよい
よニンジャアドベンチャーのク イマックス、場面4
だ！

奇襲！

待ち伏せ！

音読しよう：
角を曲がると大きな広間に出た。10体のガイコツがう
ごめいている。ガイコツはキミに気づいていないら
しい。

音読しよう：
角を曲がると、からっぽの大きな広間に出る。上の
方から小さくきしむ音がする以外は何の音も聞こえ
ない。

ここでプ イヤーたちの作戦タイムだ。突撃をしか
ける？甦りしホネホネ・アーミーを1体ずつおびき出
す？それとも、こっそり忍び寄って（忍術 ベ 15）
奇襲をかける？どれもいいね。でも、骨が残っている
と甦りしホネホネ・アーミーたちは、元通りになる
ことができる。

プ

イヤーが捜査をしてみたいと思うなら、捜査スキ
でサイコ を振って、天井を調べてみよう。ハート
が出たら、天井から ープでぶら下がる甦りしホネホ
ネ・アーミーが見つかるぞ。ハート以外のときは、
真っ暗で何も見えない。

ニンジャの奇襲が成功したので、甦りしホネホネ・
アーミーは最初の戦いで1回休みだ。

ニンジャに見つかったら、甦りしホネホネ・アーミ
ーはすぐに襲いかかってくる。奇襲効果はなしだ。
真っ暗で何も見えないときは、ニンジャがしばらく
周りを見回しているうちに、甦りしホネホネ・アー
ミーが襲ってくる。甦りしホネホネ・アーミーから
の奇襲攻撃にあったニンジャは、最初の戦いで1回休
みだ。

ニンジャがこの戦いで勝つ方法は2つにひとつ。
骨を破壊してしまうか、できるだけ遠くに散らばし
て、元通りになるまで時間かせぎをするか。ニンジャ
はエ メントパワーで骨を破壊できる。でも、ゲーム
の展開にひねりを加えるなら、ニンジャのパワーを奪
う復讐石を広間に置くのもいいだろう。

ニンジャがこの戦いで勝つ方法は2つにひとつ。骨を
破壊してしまうか、できるだけ遠くに散らばして、元
通りになるまで時間かせぎをするか。ニンジャはエ
メントパワーで骨を破壊できる。でも、ゲームの展開
にひねりを加えるなら、ニンジャのパワーを奪う復讐
石を広間に置くのもいいだろう。

ニンジャがエ メントパワーを使えないときや、プ
イヤーがパワーを使うことを思いつかなかったとき
は、捜査 ベ 14にサイコ を振って勝負だ。成功す
ると、ニンジャは水がしたたり落ちてきている壁の割
れ目を発見する。壁に大きなダメージを与えれば、大
量の水が一気に流れ込む。ガイコツの骨が流されてバ
バ になるから、その隙をついて逃げ出すんだ！ニ
ンジャが逃げる方法は、泳いでいく（体力 ベ 11）
か、スピン術ト ネード（ ベ 13）で水を吹き飛ば
すか、どちらかだ。

ニンジャがエ メントパワーを使えないときや、プ
イヤーがパワーを使うことを思いつかなかったとき
は、捜査 ベ 14にサイコ を振って勝負だ。成功す
ると、ニンジャは水がしたたり落ちてきている壁の割
れ目を発見する。

甦りしホネホネ・アーミー (10)
体力 8
登る 10、隠れる 10、ジャンプ 10、走る 10、忍術
10、強さ 9
耐久力 13
知力 2
¨
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壁に大きなダメージを与えれば、大量の水が一気に流
れ込む。ガイコツの骨が流されてバ バ になるか
ら、その隙をついて逃げ出すんだ！ニンジャが逃げ
る方法は、泳いでいく（体力 ベ 11）か、スピン術
ト ネード（ ベ 13）で水を吹き飛ばすか、どちら
かだ。

声が止むと、まわりの壁がギシギシと音を立て始め
る。サイコ を振って知力 ベ 11に勝負だ。成功す
れば、壁が迫ってきているのではなく、実はどんどん
離れていっているということがわかる。プ イヤーニ
ンジャたちがフシギに思っていると、トンネ の両側
からゴ ゴ と大きな音が聞こえ始める。

1人のニンジャがサイコ の勝負で失敗したら、みん
なが流されちゃう前に別のニンジャが救出しなきゃな
らないぞ。間一髪の救出劇になるよう、ハ ハ ドキ
ドキの展開を盛り上げよう！

トンネ が広がった理由がわかったぞ！トンネ の両
端から、ニンジャたちに向かって巨大な岩が転がって
くる！
でも、トンネ はすごく長い。岩がぶつかってくるま
でに何とか助かる方法を考えなきゃ。簡単なことじ
ゃないぞ。力ずくの攻撃では岩を止めることはできな
い！氷の壁のようなバ アを作っても、コナゴナにな
るだけだ。エ メントパワーですら、一人ひとり使っ
たんじゃかなわない。

甦りしホネホネ・アーミーをやっつけたら、いよい
よニンジャアドベンチャーのク イマックス、場面4
だ！

ニンジャゴーアドベンチャー2
ド

ウー先生救出のため、ドク 魔法使いの強大なド
ンを何とかやっつけなきゃならない！

戦いの手がかりはドク 魔法使いの言葉「共に戦え」
だ。 ニンジャみんなのエ メントパワーを合わせ
て、手遅れになる前に岩を打ち砕こう。この場面でプ
イヤーたちが困ってしまったら、知力 ベ 12にサ
イコ 勝負だ。成功したら、ニンジャたちがドク 魔
法使いの言葉を突然思い出す！みんなで力を合わせた
らいいってこと、ひらめくかな。

絶体絶命！
ビート将軍：剣が隠された場所を探すニンジャたち
は、最後の関門を突破しなければならない。
音読しよう：
狭くて長いトンネ を歩くキミ。半分くらい行ったと
ころで、冷たい風がひゅーっと吹き、たいまつの灯が
消えてしまう。でもしばらくすると明かりが見えてく
る。天井に埋め込まれた石がぼんやりと光り、あたり
を照らしているようだ。

ひらめかなかったら？一巻の終わり？大丈夫、もう
ひとつだけ手段がある。ただ、かなり危ないやり方
だ。2つの岩が衝突する前に急いで地面に穴を掘っ
て、一方の岩を穴に落として、もう1つの岩がやって
くる前に穴を飛び越えて（ジャンプ ベ 15）反対
側へ避難するんだ！ヒャー！こんなことをするはめに
ならないことを祈るよ！

たいまつの火をつけようとしても、うまくいかない。
プ イヤーニンジャが進み始めたら、すぐに読む：
「曲者め！」という声がトンネ に響き渡る。それは
ドク 魔法使いの声だ。「お前たちは決して手に入ら
ぬものを求めてここまで来た。お前たちに残されたの
は破滅だけだ。愚か者たちにはわからぬだろうが、生
き残るためのヒントを1つだけやろう。共に戦え。さ
もなければ、ひとりずつ闇に葬られるであろう。」

この難関をク アすると、またドク 魔法使いの声が
聞こえるぞ。
「愚か者めらが！単なる時間かせぎだな。破滅の運命
からは逃れられぬ。ドク 天守閣で待っておるぞ。
救いの剣で叩き切ってくれるわ！」

この言葉で失われた剣のありかがわかったぞ。
音読しよう：
怒りのあまり、ドク 魔法使いキミたちが探している
救いの剣のありかをうっかり明かしてしまった！
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彫刻が消えていっていることに気づく。右の壁か左の
壁か、ひとつしか解読する時間はない。ニンジャは
どちらか一方の選択を迫られる。（チームを2つに分
けて、両方の壁を解読しようとすると、溶岩が落ち
てくる量が増えて、どっちも解読できなくなっちゃう
ぞ。）

ゴ

右の壁

場面 1
ド

場面 4

ゴンの日！

読む：
昔むかし、凶悪なド ゴンがゲック ズ族とムンス族
の暮らす地を破壊した。その時、山のかなたからやっ
てきた1人の英雄の行動によって人々は救われた。
ド ゴンは倒され、平和が戻った。
しかし、ドク 魔法使いはハッザーア・ダ ムのド
ク パワーで、このケダモノをホネホネド ゴンとし
て蘇らせた。ド ゴンはドク 魔法使いのおかげで生
き返ることができたため、その命令に絶対服従する。

ゴンを返せ…

ビート将軍：ウー先生が捕まった。ニンジャたちのミ
ッシ ンは、先生を助け出すことだ。でもその前に、
ドク 魔法使いのド ゴンについて情報を集めよう。
この情報が後で役に立つかもしれないぞ。
音読しよう：
ウー先生が捕まった！ゲック ズたちによると、ウー
先生のところまでたどり着くには、ドク 魔法使いの
凶悪なド ゴンのところを通り抜ける必要があるらし
い。これまでいろいろな難関をク アしてきたキミで
も今度ばかりは無理かもしれない。

左の壁
サイコ 勝負で知力 ベ 11をこえるか、ハートが出
れば、次のことが明かされる。

ニンジャはもうシンタ ーダンジ ンでミッシ ンを
開始しているぞ。ニンジャたちに思いがけないプ ゼ
ントが舞い込みそうだ。情報と道具。このアドベンチ
ャーで生き抜くための重要なカギになるかもしれない
な…。

読む：
ホネホネド ゴンは、生きていた時よりももっと強力
になって、まったく疲れを知らない。その強さだけで
はない。緑の炎を吐き出し、山を震わせる唸り声を発
するのだ。

読む：
アーチ型天井の大広間にやってきたキミ。まわりの壁
は風変わりな彫刻だらけだ。その中に1匹の大ド ゴ
ンの絵が刻まれているのがはっきり見える。これから
キミが出くわす生き物と関係があるのかも…。
ここで捜査 ベ 12のサイコ 勝負。成功すると、ニ
ンジャは溶岩が天井からぽとりぽとりと落ちてきて、

道具を探せ！
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捜査 ベ 11のサイコ 勝負が成功すると、あちこちに散
らばるたくさんの道具が見つかる。使い物にならないも
のもあるが、そのままで使えるものもけっこうあるぞ。
ゴのパーツで同じものを作ってみよう。プ イヤーた
ちが ゴ ブ ックでド ゴン退治の道具を作りたいって
思うなら、ここで一休みして道具づくりだ。ブ ックを
組み立てている間、ド ゴンの唸り声を出してみんなを
ゾクゾクさせちゃおう。ニンジャの準備ができたら、場
面2に進もう。

弱み
1) ド ゴンはニンジャよりもはるかにパワーが
ある。ド ゴンの攻撃をくらえば、ダメージ
は大きい。攻撃中にド ゴンがサイコ 勝負
でハートを出したり、攻撃を避けようとする
ニンジャにドク が出たりすれば、その場で
ニンジャのノックアウト確定だ。
2) ド ゴンが吐く炎で、
イ、道具、武器が
溶けてしまう。
ニンジャが選べる道は2つに1つ。ド ゴンと戦うか、ド
ゴンをだますか。たとえば「ドク 魔法使いは自分の
企みさえ成功すれば、ド ゴンなんかすぐさまバ バ
にされちゃうんだよ」と吹き込むこともできる。
ド ゴンのパワーは強力だが、だますのはそれほど難し
くない。

場面 2
ド ゴン退治成功？
ビート将軍：いよいよニンジャとド ゴンの戦いが始ま
る。ニンジャヒー ーは生き残れるのか？

戦いとなると話は別。みんなで総攻撃をしかける、エ
メントパワーでド ゴンの動きを封じる、スピン術
を使う、のどれかを選ぼう。コー がいて、スピン術
バーストを使う場合は、攻撃が自動的にプ ス10点に
なる。コー がいないと、ニンジャがド ゴンにダメ
ージを与えるのはかなり難しい。ド ゴンの攻撃が
あたれば、戦えるニンジャヒー ーの数が減ってしま
うぞ。

読む：
ド ゴンの唸り声で足元の地面が揺れる。大きな音では
るか頭上の岩が、ゴ ゴ と崩れ落ちてくる。間違いな
い。キミたちはドク 魔法使いのド ゴンのすみかを見
つけたのだ。キミたちがニンジャになって以来、ホネホ
ネド ゴンの姿ほど恐ろしいものを見たことがないかも
知れない。でもウー先生を助けるためには、この怪物を
退治しなくちゃ。

プ イヤーが ゴでニンジャの防御や攻撃に使える道
具を作っている場合は、総動員だ。自作の防衛道具に
ニンジャが自信過剰になっていたら、ド ゴンの炎が
道具を溶かすぞ。もし攻撃道具が強すぎてド ゴンが
すぐやられてしまいそうなときは、自作の道具を使え
なくして、展開を盛り上げよう。

ドク 魔法使いのド ゴン
体力 18
火を吹く 20、飛ぶ 19、強さ 20
耐久力 21
知力 7

戦いの勝負はなかなかつかないほうが面白い。ニンジ
ャが負けそうになってきたら、ド ゴンが弱すぎる相
手にやる気を失ってしまって、2～3回休んでしまう
かも。戦いがニンジャヒー ーたちに不利になってき
たときには、地震や火山の噴火で戦いが中断してしま
うことも。

戦い
戦いのはじめに、ド ゴン退治でのニンジャの強みと弱
みを確認しよう。
強み
1) ニンジャはすばしっこく、動きが速い。つまり、
ド ゴンの攻撃を避けるという選択肢がある（
ー の「回避」を見よう）。
2) 人数が多い。バ バ に広がって攻撃をしかけれ
ば、ド ゴンは混乱してイ イ し始めるよ。
3) エ メントパワーを使えば、離れたところから
攻撃できるから、ド ゴンが吐き出す炎に対抗
可能だ。

逆にニンジャが楽勝になってしまっている場合にも、
同じように勝負を長引かせよう。プ イヤーが「なん
とかして勝った！」と思えるようにするのがゲームマ
スターの役目だ。

牢屋の天井には巨大な砂時計がぶら下がっている。
砂時計の上側にいっぱいだった砂は、どんどん下へと
落ちていく。なんと下側の砂だまりに手足をしばられ
たウー先生が！砂時計の真下は、先をとがらせた金釘
がいっぱいの穴だ。

場面3へ進む。
ニンジャがド ゴンを倒した場合、読む：
ド ゴンは断末魔の叫びとともに石の床に崩れ落ち
た。戦いは終わった。ド ゴンを退治したのだ。でも
本当に？だって、キミ、ド ゴンを生き返らせた魔法
のこと、何も知らないよね。もしかしたら、つかの間
の勝利かも…。浮かれている場合じゃない！今すぐウ
ー先生を助け出して次のアドベンチャーに向かおう！
場面3へ進む。

ここで、知力 ベ 12にサイコ 勝負。成功すればニ
ンジャはワナのしかけを見破ることができる。砂がぜ
んぶ流れ落ちたときに、砂時計が金釘の山の上に落ち
てコナゴナになってしまうのだ。砂の量と落ちる速度
から考えると、ウー先生を助け出す時間はたった4分
しかない。

サイコ 勝負でニンジャが失敗した場合、アドベンチ
ャーの結果を決めるのは、ゲームマスターだ。ニンジ
ャはノックアウトされ、ド ゴンの「戦利品」（と言
っても、ダンジ ンに捨てられたガ クタがほとんど
だ）の山に捨てられてしまう。

そのうえ、やっかいなことに…。場面2でド ゴンに
負けたために1回でウー先生のところに来られなかっ
たニンジャには、2分しか時間がない。ぐずぐずして
いられないぞ！

読む：
キミは、かび臭い広間のガ クタの山の上で目を覚ま
した。おどろいたことに、無傷だ。ド ゴンをやっつ
けて任務を遂行するには時間がかかる。

時間内に先生を砂時計から救出できそうになければ、
落ちたときに金釘に刺さらないようにする方法を考え
るんだ。炎で金釘を溶かすとか…。氷の柱で砂時計を
持ち上げるとか…。ニャーのパワーで牢屋を水でいっ
ぱいにすれば、砂時計が落ちても金釘に突き刺さらな
いかも。
砂時計から先生を救い出すには、まずつかまるところ
を探して牢屋の壁を登り（登る ベ 13でサイコ 勝
負3回）、砂時計に飛び移って（ジャンプ ベ 14で
サイコ 勝負）、それからスピン術キックを何回かし
てガ スを割らなきゃいけない。うまくいったとし
ても、時間がかかる。サイコ 勝負に何度か失敗した
ら、もう救出は間に合わない。
それにウー先生を砂時計から出すことができても、す
ぐに砂時計から離れなきゃ台無しだ。砂時計が落っこ
ちて、コナゴナに砕け散っちゃうんだから。

ニンジャたちが望むなら、まだウー先生を助けること
もできる。ここから先の展開はゲームマスター次第。
ド ゴンとの第2 ウンドの戦いに突入するもよし。
ド ゴンを眠らせておいて、その横をすり抜けるもよ
し。すり抜ける場合は、忍術 ベ 14のサイコ 勝負
だ。ド ゴンの横をこっそり通り過ぎても、ド ゴン
を退治しても、場面3に進もう。

場面 3
ウー先生と一緒

救助が終わったら、読む：
とうとうニンジャたちはウー先生と再会した。
さあ、これでドク 魔法使いがどんな手を使って
も迎え撃つことができる。

ビート将軍：ニンジャは、巧妙なワナからウー先生を
救い出さなければならない。時間との戦いだ。
読む：
ウー先生が捕らえられている牢屋はド ゴンのすみか
の向こうだ。牢屋の中で先生が逆さ吊りになってい
るとか、溶岩がブクブクしてる穴やサメがうようよ泳
ぐ池の上に吊るされているとか思ってた？でも、ドク
魔法使いはもっと面白いことを思いついていたら
しい。

ごほうび
キャ クターニンジャがこれからの「ニンジャ軍遠
征」で使える道具を作れるよう、プ イヤーは ゴパ
ーツをごほうびとしてもらう。

ニンジャがド ゴンをだますことに成功した場合、
読む：
ド ゴンが動揺しているすきに、うまくすり抜けて別
のトンネ に入り込んだキミ。ド ゴンがだまされ
ていたことに気づく前に、首尾よくウー先生を助け出
し、別の道から逃げ出そう。もと来た道を戻ってド
ゴンに出くわすなんて、まっぴらだよね。
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ニンジャゴーアドベンチャー3
甦りしホネホネ・
アーミーの墓！

暴走を止める手段を考える時間をとろう。次の方法は
ナシだ。
1) 丁寧にお願いする。ミノスは賢くない。簡単
な命令しか理解できないから、だましたり、
説得したりもできないんだ。人の話に耳を貸
すような状況でもないしね。
2) 群れの前に立ちはだかる。群れに踏みつぶさ
れるだけだ。
3) エ メントパワーを使う。エ メントパワー
の威力はたしかにすごい。でも、急に炎/エネ
ギー/氷が現れたとしたら、ミノスがよけい
にパニックを起こすだけだ。

ミノスの来襲に追われたニンジャたちは、甦りしホネ
ホネ・アーミーたちが眠る墓を見つけた。甦りしホ
ネホネ・アーミーたちは眠りを邪魔するものを容赦
しない。
読む：
ミノス来襲のおかげで、シンタ ーダンジ ンの牢屋
から脱出できたキミ。さあ、自由だ！でも、ミノス来
襲はまだ終わっていない！

もちろん、やってみるのはニンジャの自由だけど、ミ
ッシ ン成功ってわけには行きそうにない。まずはプ
イヤーの意見を尊重して、ミノスの反応を見よう。

プ イヤーニンジャの選択肢は2つ。ミノス来襲を阻
止するか、そのままやり過ごしてこっそり逃げるか。
阻止してみるなら場面1へ。こっそり逃げるなら場面2
へスキップ。

この場面は、完全なカオス状態だ。狭い空間を巨大な
ケダモノが暴走しているのを想像しよう。1カ所にじ
っとしてたら踏みつぶされてしまう。動く方向を間違
えたら、たちまちぺちゃんこだ。

場面 1

プ イヤーからすごいアイデアが出て、解決できるか
も知れない。そんなアイデアが出れば、さっそくト
イしよう。解決策はいろいろあるはずだ。プ イヤ
ーからアイデアがなかなか出なかったら、「群れの暴
走について何か知ってる？」と会話のきっかけを作ろ
う。プ イヤーニンジャの中にゼンがいたら、サイコ
勝負の必要はない。ゼンがいないときは、知力 ベ
11にサイコ で勝負！

暴走だ！
読む：
ミノスの群れの暴走は、世にも恐ろしい光景だ。狭い
トンネ の中を怒涛のごとく暴走し、雷のようなごう
音がダンジ ンを奥底から揺さぶるのだ。自然界の出
来事の中でも、特に群れの暴走は厄介で止めるのは難
しい。でも不可能に挑戦するのがニンジャだ！

場面 2

ニンジャの中から誰か1人、この危険な仕事をやって
くれる人はいるかな？他のニンジャはバックアップに
回って、最初のニンジャが失敗したらすぐに交代だ！
チャ ンジするニンジャは、暴走するミノスの上を飛
び移って先頭のミノスにたどり着くんだ。ジャンプ
ベ 14に続けてサイコ を振って勝負！ドク が出
たら、ニンジャはミノスの群れの中に落っこちる。残
念ながらチャ ンジは失敗だ。
先頭のミノスの背中にたどり着いたら、方向転換させ
るため強さ ベ 14でサイコ 勝負。勝負の前に、広
間の左右を見て群れが曲がる方向に空間があることを
確かめよう。じゃないと、みんな壁に激突だ！最初の
サイコ 勝負で失敗しても、何回か振れるようにし
よう。ドク が出たらその時点でニンジャはミノスの
背中から振り落とされる。次のニンジャがト イする
番だ。

崩れるぞ！
ビート将軍：ニンジャはミノスの暴走を止めないこと
を選んだ。どんな行動にも結果はつきものだ。
読む：
ミノス大暴走の混乱から何とか抜け出したね。そこま
ではよかった。でも、残念なことに、キミの知らない
うちに、暴走したミノスが支柱をなぎ倒していたらし
い。上を見てごらん。
天井に大きなヒビが入っている！ダンジ ン全体が崩
れ落ちるのも時間の問題だ。ニンジャの選択肢は2つ
に1つ。
1) 天井の崩落を止める。それが無理なら、エ
メントパワーでとりあえず自分の身を守る。
エ メントパワーの ベ を14に設定する。
もし、プ イヤーニンジャが、かなり上手に
能力やスキ を使う工夫を思いついたら、こ
こはちょっと手加減してニンジャたちが成功
するようにしておこう。
2) 天井が崩れ落ちる前に走り抜ける。その場
合、走る ベ 13と、場合によってはジャン
プ ベ 14のサイコ 勝負が必要になる。急
いで急いで！考える時間はない。とにかく急
かせて緊迫感を演出し、プ イヤーのドキド
キ感を高めよう！

先頭のミノスをうまく方向転換できたら、読む：
やった！先頭のミノスの方向転換に成功だ！群れは
ーダーについて大きな広間の方へ向かい、暴走スピー
ドもゆるくなった。ここで大喜びしたいところだが、
そうはいかない。今いる広間と次の広間の間には橋が
ある。…が、橋は壊れている。このままだとミノスと
いっしょに転落だ。
さあ、ここで他のニンジャたちの出番。急いで橋のか
け直しだ！体力 ベ 12のサイコ 勝負をするか、プ
イヤーに ゴブ ックを渡して、猛スピードで橋を
組み立てるか、どちらかを選ぼう。成功すれば、ずい
ぶん落ち着いてきたミノスとともに橋を渡ることがで
きる。失敗すれば、真っ逆さまに落ちる前にミノスの
背中から飛び降りよう！
ニンジャたちが深い割れ目を渡り切ったら、場面3に
進む。

ここで時間をかけるかかけないかはゲームマスター次
第。プ イヤーが興味をなくしたり、疲れ始めたりし
ている様子が見え始めたら、崩落場面を終わりにして
場面3に進もう。

場面 3

成功したら、読む：
先頭のミノスを方向転換させれば暴走が止まるんじゃ
ないかと考えついたね。誰かが先頭を走るミノスの背
中に飛び乗って、頭をつかんで方向を変えさせて暴走
を止めなきゃならない。

ミノス
体力 16
耐久力 18
知力 2

墓の中へ
ビート将軍：ニンジャがたどり着いた墓では、甦りし
ホネホネ・アーミーたちが続々と眠りから目覚め始
めていた。なんてタイミングだ。
読む：
ケガもなく無事に生きのびたようだね。逃げてきた先
の大広間は、どうも墓のようだ。といっても死者が安
らかに眠ってるわけでもなさそうだし、キミもゆっく
りできそうにない。墓穴の中から甦りしホネホネ・ア
ーミーたちが、立ち上がり始めている！しかも、甦り
しホネホネ・アーミーたちは寝起きが悪いらしい。
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甦りしホネホネ・アーミーは、バ バ になっても
元通りになれることが、この戦いのポイントだ。一方
で、それこそが弱点でもある。自分の骨がぜんぶそろ
わないと、元通りにはなれない。つまり、たくさんの
戦士の骨を集めて、スピン術ト ネードかなにかでば
らまいちゃうんだ。元通りになるまで戦士は2～3回
休みになって、ニンジャが時間かせぎできるかもしれ
ない。

ニンジャの活躍のおかげで、もっと手下が必要になっ
たドク 魔法使い。そこで魔力を使って甦りしホネホ
ネ・アーミーを目覚めさせたのだ。戦士はまだちょ
っと寝ぼけまなこ。この隙にニンジャが先制攻撃だ。
数では向こうが有利だけに、このチャンスを生かさな
きゃ。
甦りしホネホネ・アーミー (24)
体力 8
登る 10、隠れる 10、ジャンプ 10、走る 10、忍術
10、強さ 9
耐久力 13
知力 2

とにかく、よほどの失敗がない限り、ニンジャが勝つ
はずだ。ぱっとやっつけられる相手じゃなかっただろ
うけど、頑張って勝ち抜いたという満足感が得られた
だろう。戦いが終わったら、読む：
戦いは終わった。「勝てないかも」と思った瞬間もあ
ったかも知れない。ニンジャチームはよくがんばっ
た。とはいえ、甦りしホネホネ・アーミーたちには
気の毒だった。ヤツらも好き好んで眠りから覚めて戦
いの道具になったんじゃない。戦士たちは、再び永遠
の眠りにつくことがふさわしい。いつの日か戦いがな
くなる日がくるかも知れない。しかしドク 魔法使い
のような悪者がのさばる限り、ニンジャは戦い続け
る。とうとうドク 魔法使いとの決戦だ。

メモ：甦りしホネホネ・アーミーは倒されると、骨
の山になる。2回休んだ後、骨が元通りに組み合わさ
って、戦いに復帰できる。甦りしホネホネ・アーミ
ーはあまり賢くないから、だますのは簡単だ。耐久力
でもニンジャに負けるけど、数で勝負するぞ。
純粋な戦いに突入だ。スピン術やエ メントパワーは
もちろん、考えつくことは何でも試してみよう。協力
して戦うことを考えないと、バ バ になって数で圧
倒されてしまうよ。戦いのペース調整はゲームマスタ
ーの役目。プ イヤーにプ ッシャーをかけて焦らせ
よう。ゲームマスターが「サイコ を振って」と言っ
たときにすぐに振らなければ1回休みになって、甦り
しホネホネ・アーミーの攻撃を受けるぞ。

ごほうび
プ イヤーがこのアドベンチャーを無事ク アした
ら、キャ クターニンジャがこれからのアドベンチャ
ーで使える道具を作れるよう、 ゴパーツをごほうび
にあげる。

ニンジャゴー アドベンチャー４
選択

溶岩の床
ニンジャが洞窟の真ん中あたりまで進んだら、

場面 1

読む：
突然、足元が盛り上がり始めた！岩に小さなひび割れ
が入り、どんどん大きくなって、地中から何か出てき
そうだ。

古い洞窟の熱い戦い
今すぐ、体力 ベ 12でサイコ 勝負！失敗したら、
ニンジャはバ ンスを失って転んじゃうぞ。ゲームマ
スターが ベ 設定して、ニンジャが立ち上がるまで
何度でもサイコ を振ろう。ニンジャたちは激しくう
ねる地面に立っているんだ！

ビート将軍：ニンジャたちは、洞窟の端から端まで行
かなければならない。そんなの簡単？それはどうか
な。危険がいっぱいの熱い戦いがニンジャたちを待ち
かまえているぞ。
読む：
自然の洞窟らしき場所に入り込んだぞ。ダンジ ンも
この大きな洞窟の一部を使って作られたのかも。天井
からは巨大なつらら石がぶら下がっている。足元は、
ごつごつの岩。ワナらしきものもないし、甦りしホネ
ホネ・アーミーの姿もない。

読む：
足元のひび割れが広がると、その下に溶岩が見える！
洞窟はマグマだまりの上にできているらしい。つまり
キミはマグマの上に立っているってこと？
一刻も早くこの場を立ち去らなくちゃ！揺れが本格的
になってきた！急げ！ぐずぐずしていると、天井が落
ちてきて出口がふさがってしまう！足元の岩がどんど
んバ バ になって、もう今じゃ溶岩の海に石が浮か
んでるみたいだ！

洞窟の危険をチェックしたいときは、捜査 ベ 11で
サイコ を振ろう。成功したら、見たとおり、たしか
に何もないただの大きな洞窟だとわかる。出口は前方
に2カ所、背後に1カ所。
ニンジャたちが元来た道をすぐ戻れないよう、洞窟の
奥まで進んでいく。前に進む間、何回でも捜査のサ
イコ 勝負ができる。何かが起きているような気配を
出して、プ イヤーがドキドキするようにしよう。で
も、ニンジャがいくら捜査しても何も見つからない。
とにかくここはとても暑いぞ。

もちろんそんなときも、知恵を働かせて対抗しよう。
たとえば、さっき組み立てた橋の上に甦りしホネホ
ネ・アーミーたちをおびき寄せて橋を壊してしまえ
ば、ヤツらは割れ目に真っ逆さま！そんな想像力いっ
ぱいのアイデアを思いついたプ イヤーニンジャには
ごほうびだ。
戦いの最中に ゴブ ックで役立つ道具を組み立てら
れるようにするのもいいね。プ イヤーが協力して
組み立てられるよう、 ゴパーツを近くに用意してお
こう。

ニンジャに今できることはなんだろう？
走る – 出口まで走るには、a) 岩と岩の間をジャンプ
し、b) バ ンスを崩さない。2つをいっぺんにこなす
のはニンジャでも難しそうだ。それに失敗したら火
だるまだ。走る、ジャンプ、体力の ベ をどんどん
上げながら、何度もサイコ を振ろう。ハートが出て
も、すぐには走り抜けられないぞ。
ジャンプ – 天井のつらら石に飛びついてぶら下が
る。やってみたいというプ イヤーはジャンプ ベ
14でサイコ 勝負。つらら石に飛びついた後、さあ
どうする？つらら石からつらら石に飛び移るには、連
続ハートが必要だ。しかも、地面が揺れているせい
で、つらら石にもヒビが入り始めている。
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場面 2

組み立てる – ゲームマスターが洞窟内にいろいろな
道具をばらまいておくのもいい。この恐ろしい状況を
乗り越えるために、ニンジャが何か組み立てることも
できる。 ゴパーツとすこしの時間があれば、何か役
立つものができるかも！
もちろんニンジャの脱出方法はこれだけじゃない。こ
こに書いていないアイデアやテクニックを思いつくか
も知れない。なにか思いついたら、やってみよう。
成功か失敗かは、サイコ の目とみんなの知恵、それ
からゲームマスター次第だ。

勇敢なヒー

ーたちをたたえよう！

ビート将軍：ドク 魔法使いを倒したニンジャたち
は、ヒー ーとしてみんなから祝福されている。
でも、ニンジャたちは全く何も覚えていない。
読む：
出口を出たとたん、真っ暗闇の世界。目が回るし、オ
エッとなって立っていられない。いったい何事だ？し
ばらくしてやっと気分が良くなり、あたりが見えるよ
うになった。
そこは美しいダイニングホー だ。長いテーブ に
は、おいしそうなごちそうがいっぱい。窓の外からキ
ミたちの名前を呼ぶ声が聞こえる。やっと意識がはっ
きりしてきたところへ、ヴァニア姫とシンタ ー護衛
隊が駆け寄ってくる。

火を燃やし続けるには？
サイコ 勝負がうまく行きすぎて、簡単に脱出できそ
うなときは、ちょっとヒネ を加えよう。
• ニンジャたちの頭上で洞窟の天井が崩れ始める。
• 足元から炎が噴き出す。
• 溶岩の海に浮かぶ岩にひとり取り残されたニンジ
ャを助け出す。
• 崩れ落ちた壁の中から復讐石の鉱脈が出てきて、
ニンジャのエ メントパワーが奪われてしまう。
• 洞窟から脱出したニンジャが、なんとゲームマス
ター自作のアドベンチャー内に飛び込んだことに
して、新しいニンジャ軍遠征を始めることもでき
るよ。

ヴァニア姫は心配顔だ。姫は「大丈夫？座ってすこし
休んだら？」とニンジャに声をかけてくれる。ニンジ
ャたちは、激しい戦いを勝ち抜いてきたばかり。
ここでニンジャたちの状況を説明しよう。ニンジャの
1人は足を引きずっている。もう1人は腕を三角巾で吊
っている。頭に包帯を巻いているニンジャもいる。
みんな疲れきっていて、とにかくいろんなところが
痛い。
ニンジャたちは意味がわからず、困っていると、ヴァ
ニア姫が「もう大丈夫」と安心させてくれる。ドク
魔法使いを退治し、シンタ ー王国を解放したが、大
きな犠牲も払った。戦いの最中にウー先生は行方不明
になり、ニンジャたちも深手を負った。シンタ ー王
国はニンジャたちに大きな借りができ、とても恩返し
できそうにない。姫はニンジャたちに王国にとどまっ
て国を治めるのを助けてほしいと言う。

ニンジャが洞窟の反対側にある2つの出口まで安全に
たどり着いたら、読む：

よくやった！もう蒸し風呂体験はたくさんだ！って思
っているだろうけど、とにかく生き残った。もう後戻
りはできない。ここで決断を迫られる。この洞窟には
左右にひとつずつ出口がある。キミはどっちへ行く？
右の出口を選んだら、場面2へ。左の出口を選んだ
ら、場面3へ進む。

何がどうなってるんだ？
今度ばかりはドク 魔法使いがうまくやったらしい。
ニンジャたちに勝利を信じ込ませるため、まるで現実
のような世界を作り出したのだ。ニンジャのプ イド
と感情を利用して思いのままに操り、ニンジャたちを
自滅に追い込もうという企みだ！

ニンジャたちがこの話を疑い始めたら、知力 ベ 13
のサイコ 勝負だ。成功したら、ニンジャは変なこと
にいろいろ気づき始める。たとえば、みんなが食べて
いるのに皿の料理がなくならないこと。外の人々を見
ようと目をこらしてみても、ぼんやりして見えないこ
となどだ。
ニンジャたちが「変だぞ」と言い始めても、ヴァニア
姫は「まだ戦いの疲れが残っているせいよ」と言う。

プ イヤーの戦利品ボックスにハートが残っていれば、
それを使って生き残ろう。ないときは、ゲームマスター
が運命を決める。ギ ギ のところで救いの手を差し伸
べる（落下の途中で何かつかまるものが見つかるとか？
）。そのニンジャは永遠に落下し続けるので、新しい
キャ クターを選んでゲームを続ける。ニンジャたち
の落下もまぼろしだったことにする。などの選択肢があ
るよ。
ニンジャがヒモを引っぱることにした場合、アドベンチ
ャーのごほうびはなし。生き残っただけでも ッキー
だ。敵を許したときには、アドベンチャーの最後にごほ
うびがもらえる。
場面4へ進む。

読む：
ちょうどその時、1人の護衛が走り寄ってきてヴァニ
ア姫に何か耳打ちをした。姫はニンジャたちにこう
告げる。「ウー先生をだまし討ちした裏切り者のゲッ
ク ズが捕らえられました。シンタ ー王国の法律で
は、ゲック ズの運命はキミ次第。ひどい裏切り行為
を許して自由にしてやることも、天井から下がってい
るヒモを引っぱって、底なし穴に落としてやるのもキ
ミの気持ちひとつ…」

場面 3
なじみの町はどこへ？

ここでもう一度、知力のサイコ 勝負するのもいい。
成功すれば、まぼろしを見破るチャンスだ。でも、も
しかするとニンジャの人格が試されているのかも。
ニンジャたちが敵を許したら、まぼろしは消え去る。
ニンジャたちがヒモを引っぱったら、たちまち足元の
床が開いて奈落の底だ。

ビート将軍：ニンジャたちはニンジャゴーシティに戻っ
てきた。しかし、町の人々はニンジャたちを偽物だと決
めつけている。
読む：
出口を出たとたん、真っ暗闇の世界。目が回るし、オ
エッとなって立っていられない。いったい何事だ？し
ばらくしてやっと気分が良くなり、あたりが見えるよ
うになった。でも、見ない方がよかったかも…。見渡
す限り、がれきの山だ。ダンジ ンにいるんじゃない
ことはわかる。じゃあ、いったいどこ？こんなに荒れ
果てていても、見ているうちに、気づくはずだ。見慣
れた建物…知ってる地形…。そう、キミの街、ニンジ
ャゴーシティだ！

ニンジャがゲック ズを許すことにしたら…
読む：
ヴァニア姫やダイニングホー の招待客たちと一緒に
部屋全体がぼやけ始める。次の瞬間、ダイニングホ
ー はぱっと消え失せ、キミはダンジ ンの広間に立
っている。ケガもみんな消えてしまった。すべてはま
ぼろしで、消え去ってしまったのだ。部屋中にドク
魔法使いの声が響き渡る。「ニンジャよ、お前たちは
生き延びた。しかし、それも自分たちの弱さを証明し
たに過ぎん。お前らを倒すことは、この上ない喜び
だ。」

ここで捜査のサイコ 勝負だ。ドク 以外の目がでた
ら、地面に散らばった新聞紙が現れる。日付は今から2週
間後。どういうわけか、ちょっとだけ未来に来ちゃった
らしい。

ニンジャがヒモを引っぱることにしたら…
読む：
突然、足元の地面が消えた！真っ暗の中をどんどん落
ちていく。もう止めようもない！とんでもないことを
やらかしてしまったのか？！

何がどうなってるんだ？
これは、ドク 魔法使いがニンジャをがっかりさせるた
めに作り上げたまぼろしだ。シンタ ー王国でのニン
ジャたちの行動のせいでこんなに荒れ果ててしまったの
だと信じ込ませて、降伏させようと企んでいるのだ。ま
あ、お手並み拝見としよう。

裏切り者にふさわしい結末！
盛り上がりを見せる場面。シンタ ー王国の人々に祝
福されるニンジャたち。食べ物はおいしいし、外の人
々は喜びでおおはしゃぎ。ニンジャたちは世紀のヒー
ーになった気分だ。ただ、一緒に喜んでくれるはず
のウー先生がいない…。
ヴァニア姫によると、ウー先生は一人で甦りしホネホ
ネ・アーミーたちと戦ったものの、裏切り者のゲッ
ク ズに背後から攻撃されたらしい。先生は英雄とし
て死んだのだ。
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再会…ほっとした？
読む：
がれきの中をゆっくり進んで行くと、人々が食べ物をあ
さり、崩壊した建物の中からできる限りのものを回収し
ている。何でこんなことに？最後に見たニンジャゴーシ
ティは、活気に満ちた街だったのに。すっかり廃墟にな
ってしまった。
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遠くからお年寄りが近づいてくるのが見える。近づい
てきたその人は、ウー先生だ！でも、ウー先生は喜ん
でいるようには見えない。むしろ怒っているらしい。

読む：
ウー先生は続ける。「ワシが悪かった。悪との戦いに
備えて修行をさせ、最後には必ず勝てると教えたのじ
ゃが…。周りを見てみろ。これが勝利に値するか？ニ
ンジャが何もせず、突っ立っていたほうが、世界にと
ってはマシだったのかも知れんな…」

足を踏み鳴らしながらニンジャに近づき、「お前らは
いったい何者だ？！」と声を荒げるウー先生。ニンジ
ャが答えても、まったく信じてくれない。ウー先生に
よると、ニンジャたちはシンタ ー王国でドク 魔法
使いに負けたんだから、プ イヤーニンジャたちはニ
セモノだというのだ。
ニンジャたちは自分たちが本物だと証明しなくちゃな
らない。スピン術を使ったり、エ メントパワーを見
せたり、ウー先生とニンジャの間のヒミツを持ち出し
たりて、証明しよう。きっとウー先生は信じてくれる
はず。ところがウー先生もまぼろしなのだ。ウー先生
がニンジャたちの質問に答えられなければ、ドク 魔
法使いの魔法も効果なしだ。
ニンジャたちが本物だと納得したウー先生。今度はニ
ンジャたちがどうやって生き延びたのかと考え込む…
。そこであることがひらめいた。ウー先生は、ニンジ
ャたちにシンタ ー王国での最後の戦いについて尋ね
る（当然、ニンジャたちは答えられない）。

ここも、知力のサイコ 勝負でまぼろしを見破るチャ
ンスだ。ここでのポイントは、プ イヤーニンジャが
良心に従った選択をすること。こんな未来が来ること
がわかっていてもドク 魔法使いと戦うのか、それと
も戦いをあきらめるのか…。悪を阻止するために、ど
んなに大きな犠牲を払うのだ？
読む：
辺りがぼやけ始めたぞ。まるで、後ろから引っぱられ
るみたいな感覚がして、気がついたらダンジ ンに戻
っている。これからドク 魔法使いとの大決戦が待っ
ているのか、それとも？
どうしよう？
ニンジャは自分たちの身に起こったことが本当だった
のかまぼろしだったのか、わからない。どちらにし
ても、ニンジャたちにとっては考える種になったはず
だ。次のアクシ ンへの作戦会議の時間を作ろう。
なんとかしてドク 魔法使いを退治しようと決まった
場合、ニンジャたちはごほうびをもらえる。場面4へ
進む。
退治をあきらめた場合は、ウー先生救出（もちろんま
だ助け出してない場合だ）と、ニンジャゴーシティへ
の帰還に全力を傾けよう。ここで、ニンジャたちにご
ほうびだ。といっても、使いみちがあまりないかもし
れないけど。ニンジャたちは場面4には進まない。

読む：
「それしか考えられん」とウー先生は言う。「キミら
は過去からやって来た。どういうわけか知らんが、
キミたちは時間を飛び越えてしまった。もう一度過去
に戻って、間違いを正せば、世界を救えるかもしれ
ん。」
間違いって？正すってどうすれば？
あらら….
ウー先生によると、救いの剣を見つけたニンジャたち
は、ドク 天守閣でドク 魔法使いと戦ったらしい。
しかし、ニンジャたちはドク 魔法使いの力を見くび
ったため、戦いはさんざんな結果だった。シンタ ー
王国の戦いはニンジャゴーシティにも及び、何もかも
破滅してしまったのだ。ニンジャたちは戦いに敗れ、
命を落とした。ドク 魔法使いは行方知れずだ。

場面 4

どちらの結果になっても、音読しよう：
ドク 魔法使いの声が響く。「こんなのは遊び事に過
ぎん。時間を無駄づかいさせたまでのことだ。まあ、
もうどうでもいい…。誰も地球の自転を止められない
ように、お前らも私を止めることはできん。」

玉座の間のような部屋に入ってきたプ イヤーニンジ
ャたち。おどろおどろしいドク 魔法使いの肖像が玉
座に座っており、その手には地球が握られている。地
球は時計回りにゆっくりと回転している。
玉座の間を進むニンジャたちに、ドク 魔法使いの最
新のワナが襲いかかる。先頭のプ イヤーニンジャが
標的だ。先頭のプ イヤーに向けて

地球は回る
最後の言葉を手がかりに、玉座のドク 魔法使いの肖
像と手中の地球をじっと見るニンジャ。捜査 ベ 12
のサイコ 勝負に成功すると、手中の地球からドク
魔法使いの肖像へと向かうエネ ギーの流れが見えて
くる。ニンジャが地球をつかむと、自分の順番が来る
たびに電気シ ック（エネ ギー ダメージ13）を受
ける。6周分のあいだニンジャが地球の回転を止めら
れたら、ドク 魔法使いの叫び声が聞こえる！

読む：
突然出現した水晶の壁に取り囲まれたぞ。とっさの反
応をする間もなく透明の牢屋に閉じ込められ…空気も
薄くなってくる。
他のニンジャたちが見守る中、水晶の檻に文字が現れ
始める。ニンジャたちの頭上に現れたのは光を放つ文
字で「己を知れ」。
一体何が起きているんだ？この文字が水晶の檻の ッ
クを解除するカギかも。「己を知れ」が手がかりとな
ると…答えは当然…「ニンジャ」だ。

音読しよう：
再び口を開いたドク 魔法使いの声は弱々しい。「今
回のところは…敗北だ。でも…ちょっとした…時間か
せぎに過ぎんぞ。最後の…自由を思う存分楽しむがよ
い。」 と言い残して、ドク 魔法使いの肖像と地球
が徐々に消えていく。
その瞬間、キミは自分の手柄に気づく。ドク 魔法使
いは、悪だくみ成功まであと一歩だったのだ。とにか
く、ここで肖像を消し去ったというのは、たとえ短時
間でもヤツに痛手を負わせたのだ。今こそ、ドク 天
守閣へ行って、ドク 魔法使いを完全に退治するチャ
ンスだ。

簡単に解けちゃった。ところがそう簡単にはいかない
らしい。この4文字を入れちゃうと、捕らえられたニ
ンジャもろとも檻が地中に沈んでしまう。
ニンジャたちは、ナゾが解けるまで何回でもト イで
きる。やり直す間、ドク 魔法使いの声で「何度でも
やり直すのだ！」という声が聞こえてくる。ニンジャ
が正しい答えを見つけたら、その知恵に感心するドク
魔法使い。その上「手遅れになる前に、仲間を連れ
出して逃げろ」と言うのだ。なぜ、ドク 魔法使いが
ニンジャの成功をそんなに喜ぶんだろう？まるで早く
正解が見つかってほしいみたいじゃないか。
「ニンジャ」という文字を全部打ち込む前に、ニンジ
ャたちが「何かおかしいぞ」と気づけばいいんだけ
ど…。 もし気づかなければ、プ イヤーニンジャが1
人消え、敵の思うつぼだ。
文字を全部打ち込む前にだまされていることに気づい
て止めれば、檻が開いて仲間を助けられるぞ！

ごほうび
プ イヤーがこのアドベンチャーを無事ク アした
ら、キャ クターニンジャがこれからのアドベンチャ
ーで使える道具を作れるよう、 ゴパーツをごほうび
にあげる。

落ち着け、あせるな
ビート将軍：ドク 魔法使いの進撃を止めるチャンス
は、たった1回だけだ。
音読しよう：
永遠に続くんじゃないかと思うような急な坂道を進ん
でいるキミ。こんなに歩いたら地球の中心まで来ちゃ
ったんじゃないかと思うほどだ。ここまで来る間、ず
っとドク 魔法使いの声が響いていた。「お前たちは
たくさんのワナを逃れてきた。しかし、もはや手遅れ
だ。あとわずかで私は強大な力を手に入れる。そうな
れば、誰も私を止めることはできん！」

24

25

キミの名前
イフ
体力

知力

登る
よける
ド ゴン使い
運転
火を吹く、飛ぶ
隠れる
ジャンプ、案内
スピン術キック/パンチ
走る
スピン術
スピン術バースト
忍術
強さ

刀づくり
コンピューター
エ メントパワー
工作
発明、言語
メカニック
説得
捜査
だます

キミの道具 スト

