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タイトル Pokémon UNITE ポケモンユナイト

対象年齢 CERO：A（全年齢対象）

価格 基本プレイ無料※⼀部ゲーム内課⾦あり
（ダウンロード専用）

開発・販売 ポケモン、 TiMi Studios

プラットフォーム Nintendo Switch , Android , iOS

プレイ人数 1～10人

発売日 2021年7月21日

ジャンル チーム戦略バトルゲーム

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
©Tencent.
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「ポケモンユナイト」は、大人気の「ポケモン」の
キャラクターで戦うバトルアクションゲーム。以前の
ゲームタイトルやアニメでもよく知られたポケモンの
世界観で表現されたゲーム空間で、プレイヤーはポケ
モントレーナーとしてポケモンバトルに参加。相手
チームとの対戦形式で、決められた時間内に最も多く
のポイントを獲得することを目指す。

チームで作戦を立てて戦う「チーム戦略バトルゲー
ム」。Nintendo Switchとスマートフォン端末にゲー
ムをダウンロードして無料でプレイ可能。
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操作方法や遊び方はとても分かりやすく、初めて
ゲームに触れるプレイヤー向けのチュートリアルも
充実。新しいことが起きるたびに、丁寧に説明が入
るなど、低年齢のお子さんにもわかりやすく、プレ
イしやすいデザインが施されている。

ゲーム内では残酷表現や暴力性を助長する表現をし
ないよう配慮されており、ルールに基づいた競技
としての世界観で表現されている。
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どんな遊び方をしているか、ゲームに出てきたイベ
ントや出来事の様子について聞いてみる、他のプレ
イヤーの様子や、苦労していることなどを話題に会
話を楽しむ、などスポーツの話題などと関連付けて、
このゲームの競技性について問いかけてみると良い
気付きにつながりやすい！
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身に付くチカラ各項目の解説はP54
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★競技スポーツのような感覚で安心して遊べるバト
ルゲーム。わかりやすくすぐに楽しめる⼀方、チー
ムで勝利するためにトレーニングして腕を磨いたり、
他のプレイヤーから学んだり出来る。

上級プレイヤーとの対戦で勝利するには複雑な戦略
性と操作技術が求められるので、上達を目指して地
道にプレイする必要がある。遊び方や上手い人のお
手本になる情報などをネットで調べながら遊ぶの
も楽しい。

1回当たりのバトル時間は
5分や10分と短く、プレイ
時間の区切りをつけやす
いところも良い点。無料
ダウンロードでプレイでき、
課⾦しなくてもゲームが進め
られる設定なので、費用面でも安心。
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©Nintendo

タイトル あつまれどうぶつの森

対象年齢 CERO：A（全年齢対象）

価格 6,578円（パッケージ版／ダウンロード版）

開発・販売 任天堂

プラットフォーム Nintendo Switch

プレイ人数 1～8人

発売日 2020年3月20日

ジャンル コミュニケーションゲーム／アドベンチャー
ゲーム／育成シミュレーションゲーム
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「あつまれどうぶつの森」は、島に移住してきたどう
ぶつたちと交流しながら、島で自由に生活するゲーム。
「たぬき開発」の無人島移住パッケージで新生活を始
めるところからスタート。住宅ローンを組んで自分の
新しい家を建て、島の様々な野生動物を捕まえて観察
したり、道具を使って家具を作ったり、釣りや花を育
てるなど、島での楽しみ方が豊富に提供されている。

動物学者、考古学者、漁師、家具職人、ファッション
デザイナー、インテリアデザイナーなど、ゲームの中
でいろいろな仕事を体験できる。他の島を訪れて、探
索したり、新しい動植物を発見したり、友人を招待し
て島に遊びに来てもらうことも可能。
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操作方法や遊び方がとても分かりやすく、ゲーム内
で新しいことが起きるたびに丁寧に説明が入るので、
低年齢のお子さんでも楽しむことができる。

暴力や恐怖表現、不適切な言葉遣いに触れないよう
に配慮されており、安心して遊ぶことができる。

Nintendo Switch本体1台にこのゲームソフト1本で、
本体に登録されているユーザー最大8人が⼀つの島を共
有して遊べる。同じ島の住人同士で4人まで⼀緒にプレ
イ可能。離れた場所同士でも最大8人までオンラインで
いっしょにプレイできる。
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どんな遊び方をしているか、ゲームに出てきたイベ
ントや出来事の様子について聞いてみるのも◎。

ゲーム内で出てきた魚や植物が他の場面で出てきた
ときに、「あつ森で出てきたよね」とゲーム内の知
識と生活の知識をつなげて話題にしてみて。
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身に付くチカラ各項目の解説はP54
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★勝ち負けや暴力的な要素のない平和で楽しいプレ
イ環境で、とても多くのコンテンツが用意されてお
り、さまざまな遊び方ができることがこのゲームの
特徴。友達を作る楽しさや、他人に協力したり、助
け合ったりすることの大切さを経験できるプレイ内
容になっている。

ゲーム内で出てくる生き物やアイテムの多くは実在
しており、ゲーム内で得られる知識も、図鑑に書い
てあるような実際の生活に役立つ知識が豊富に含ま
れている。また、ゲームに関する情報がネット上に
豊富にあるので、上手く進めている人の情報などを
ネットで調べる、などの楽しみ方もある。
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©Mojang

未編集

タイトル MINECRAFT マインクラフト

対象年齢 CERO：A（全年齢対象）

価格 3,960円
（Nintendo Switchパッケージ／ダウンロード版）ほか

開発・販売 Mojang Studios , マイクロソフト

プラットフォーム PC , PS3/4 , Xbox , Nintendo Switchほか

プレイ人数 1～8人

発売日 2011年11月

ジャンル サンドボックスゲーム
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「マインクラフト」は、プレイヤーに明確な達成すべ
き目標やストーリーを用意せず、提供した世界観の中
で自由に行動する、サンドボックスゲームと呼ばれる
ジャンルのゲーム。広大なゲームの世界を自由に探検
したり、家を建てたり、さまざまな遊び方で楽しめる。
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操作方法や遊び方がとても分かりやすく、低年齢の
お子さんでもすぐにプレイできて楽しむことができ
る。ゲームの難易度も、ピース、イージー、ノーマ
ル、ハードという四段階に分けられており、調節は
随時可能。

低年齢のお子さんも安心して遊ぶことが可能。しか
し、創作物に暴力表現や性的表現など不適切なコン
テンツを取り込んで遊ぶプレイヤーもわずかに存在
することに注意が必要。
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ゲームの中で何かものづくりをしていたら、どんな
ものを作っているか聞いてみる。作りたいものにつ
いて話題にして、他のプレイヤーの作品を参照した
り、どうやって作るか話しあったりしてみると親も
楽しめる。
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身に付くチカラ各項目の解説はP54
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★ゲーム内での遊び方はとても多様で、遊び方の工
夫次第で多くの学びを得ることができる。アイテム、
生き物なども現実生活にあるものが多いので、お子
さまの知識と繋がりやすいという特徴も。
多くのプレイヤーがネット上に攻略情報サイトやコ
ミュニティサイト、プレイ動画などを提供している
ので、ゲームに出てくる知識をネットで調べたり、
他の人の遊び方を参考にしたりといった、ゲームか
ら派生した活動で学ぶ機会がたくさんあることも優
れた点。また、他の
プレイヤーと⼀緒に
オンラインでプレイ
することができ、協
力して拠点を作ったり、
世界を探索したりと、
チームワークの機会を
たくさん提供しているゲーム
でもあり、教育現場での活用も多く事例がある。
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タイトル ナビつき! つくってわかる はじめてゲームプ
ログラミング

対象年齢 CERO：教育・データベース

価格 •2,980円（Nintendo Switchダウンロード版）
•3,480円（Nintendo Switchパッケージ版・

ノードンふりかえりカード付き）
•500円（ノードンふりかえりカード)

開発・販売 任天堂

プラットフォーム Nintendo Switch

プレイ人数 1人（ローカル通信 1～8人）

発売日 2021年6月11日

ジャンル プログラミングゲーム、学習・教育ゲーム

©Nintendo
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任天堂の開発室から生まれたゲームを作るプログラミ
ングソフト。初めての人でもプログラミングできるよ
うになるゲームで「はじプロ」とも呼ばれる。ゲーム
内の「レッスンモード」では、ナビに従って簡単な
ゲームを作りながらプログラミングを楽しく勉強でき
るので、知識がなくても安心してプレイできる。
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本作におけるプログラミングの方法は、⼀つ⼀つの
「コード」に相当する『ノードン』というゲーム内の
キャラクターの数値を設定したり、ノードン同士をつ
なげたりして進めていく。
レッスン１をクリアすると「フリープログラミング
モード」で自由にゲームを作ることができる。
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わかりやすいチュートリアルが用意されているので
安心。ナビゲーターに従えば楽しくゲームをつくる
ことができる。わからないところは、ゲーム内の
ノードンガイドやレファレンスなども随時参照可能。

プログラミングのコードを『ノードン』というかわ
いい「生き物」として表現。暴力、性的表現が⼀切
ないので、安心してプレイすることができる。しか
し稀に創作物に暴力表現や性的表現など、子どもに
は不適切なコンテンツを取り入れて遊ぶプレイヤー
がいるのも事実。お子さんがひとりで遊ぶ際は、た
まに様子を見てあげる必要が。
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お子さんが行き詰まった時に、「わからないところ
がある？⼀緒に調べよう！」と声をかけ、必要な情
報の探し方を教えたり、⼀緒に探すのを手伝うと◎。
どんなゲームを作りたいか、作りたいものについて
話題にして、他のプレイヤーの作品を参照したり、
どうやって作るか話し合ってみるのもコミュニケー
ションにつながる！
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身に付くチカラ各項目の解説はP54
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★レッスンは、ナビに従って画面上の『ノードン』
を生成したり、動かしたりしながらゲームの作り方
を主体的に学ぶ形になっている。また「チェックポ
イント」というパズルゲームが毎回のレッスン後に
用意されていて、勉強したプログラミングをもう⼀
度復習できるようになっている。プログラミングに
興味があるが初めて、または苦手でも自分のペース
で学び、遊ぶことが可能なゲーム。

Nintendo Switch Onlineに加入すると、作ったゲー
ムをネットで公開したり、他のプレイヤーが公開し
たゲームをダウンロードしたりできるので、プレイ
ヤーが作ったゲームを試しながら自分のゲームの参
考にすることができる。
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タイトル Overcooked!®
オーバークック王国のフルコース

対象年齢 CERO：A（全年齢対象）

価格 •4,100円（Nintendo Switchダウンロード版）
•5,280円（Nintendo Switchパッケージ版） ほか

開発・販売 Team17

プラットフォーム Nintendo Switch ほか

プレイ人数 1~4人

発売日 2021年3月23日

ジャンル パーティー／アクション

©Team17
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このゲームは、最大4人のオンラインマルチプレイで遊
べるクッキングアクションゲーム。『Overcooked® -
オーバークック』と『Overcooked® 2 - オーバークッ
ク２』の本編に加え、これまでに発売されたすべての
追加コンテンツがセットになっており、以前に発売さ
れたこのシリーズのゲームをすべて遊べるお得なタイ
トル。

ビーチ、高速道路、サーカス、雪山、海賊船など様々
な場所に設置されたキッチンを走り回って料理を作る。
オーダーに従って食材を取り出し、包丁で刻んで調理
して、皿に盛り付けて料理を届けるまでの⼀連のアク
ションをコミカルに表現。ステージが進むにつれて、
危険で困難な環境に直面しながら料理を作り続ける。
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最初は簡単なレベルから始まり、徐々に難しくなっ
ていくので、プレイしながら遊び方が理解できるよ
うにデザインされている。アクションゲームになれ
てないプレイヤーには少し操作が難しいところがあ
るが、その操作の難しさのバランスの良さがこの
ゲームのハマる魅力にもなっている。

暴力や性的表現のような子どもに適切ではないコン
テンツは含まれず、お子さんが安心してプレイする
ことができる。
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お子さんが家のお手伝いをする時に、オーバークッ
クのプレイを思い出すような問いかけをしてみるの
も面白い。このゲームが、作業の分担や、複数の作
業を同時に進めることを考えるきっかけづくりにな
るので、お手伝いしてもらいやすいかも。
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身に付くチカラ各項目の解説はP54
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★シングルプレイで技を磨く楽しさも魅力だが、こ
のゲームの特徴は、協力したり競争したり、みんなで
プレイする楽しさにある。家族や友達とのマルチプレ
イは、必要な役割を考えて、声を掛け合いながらゲー
ムを進めると、分業の仕方や協力のコツをつかむ楽し
さを経験できる。

役割分担や手順の工夫が短時
間で目に見えて成果の違いに
現れるので、達成感を味わい
ながら次々に挑戦する面白さ
がある。上達すると以前は思
いも寄らなかった手順に気付
いたり、制限時間内にこなせ
る作業が増えることで面白さ
が増したり、上手くなる楽し
さをわかりやすく経験できる。
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タイトル スプラトゥーン２

対象年齢 CERO：A（全年齢対象）

価格 •6,578円（Nintendo Switchダウンロード版）
•6,578円（Nintendo Switchパッケージ版）

開発・販売 任天堂

プラットフォーム Nintendo Switch

プレイ人数 1~8人

発売日 2017年7月21日

ジャンル アクションシューティングゲーム

©Nintendo
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「スプラトゥーン２」は、チームに分かれてインクを
撃ち合いながら地面を塗って競う対戦型のアクション
シューティングゲーム。プレイヤーは特徴の異なるブ
キを選んでインクを撃ち合い、イカに変身してインク
の塗られたフィールド内を素早く泳ぎ回りながら、相
手チームより広い面積を塗って勝敗を競う。

ローカル無線やネットで繋いで、身近な友達や世界中
のプレイヤーとオンラインで遊べる。ステージの特性
や対戦相手のスタイルに応じた作戦や戦い方の工夫の
仕方も幅広く、遊び方も多様。
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操作方法や遊び方がとても分かりやすく、初めて
ゲームに触れるプレイヤー向けのチュートリアルも
充実。新しいことが起きるたびに丁寧に説明が入る
など、低年齢のお子さんでもプレイしやすい。

38

ゲーム内では残酷表現や暴力性を助長する表現をし
ないよう配慮されており、ルールに基づいた競技と
しての世界観で表現されている。



どんな遊び方をしているか、ゲームに出てきたイベ
ントや出来事の様子について聞いてみる。
他のプレイヤーの様子や、苦労していることなどを
話題にしてみる。スポーツの話題などと関連付けて、
このゲームの競技性について問いかけてみると良い
気付きにつながりやすい。
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身に付くチカラ各項目の解説はP54
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★チーム対抗でプレイするオンラインゲーム。オン
ラインでマッチングしたプレイヤーと⼀緒にプレイ
できるので、⼀人でも気兼ねなく楽しめるし、友達
と⼀緒に困難なバトルを戦い抜く楽しさを共有する
こともできる。1回当たりのバトル時間は短く、プレ
イ時間の区切りをつけやすいところも良い点。

わかりやすくすぐに楽しめる⼀方、チームで勝利す
るためにトレーニングして腕を磨いたり、他のプレ
イヤーから学んだりする要素が豊富に含まれている。
上級プレイヤーとの対戦で勝利するには複雑な戦略
性と操作技術が求められるので、上達を目指して地
道にプレイするのに適したゲーム。遊び方や上手い
人のお手本になる情報などをネットで調べながら遊
ぶのにも適している。
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タイトル 桃太郎電鉄～昭和平成令和も定番！～

対象年齢 CERO：A（全年齢対象）

価格 6,930円
（Nintendo Switchダウンロード版／パッケージ版)

開発・販売 任天堂

プラットフォーム Nintendo Switch

プレイ人数 1~4人

発売日 2011年11月19日

ジャンル ボードゲーム、ストラテジーゲーム

©さくまあきら©Konami Digital Entertainment
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このゲームは、鉄道会社の社長になってサイコロを
振って日本全国を駆け巡り、土産物屋、飲食店、レ
ジャー施設のようなご当地の物件を買い集め、総資産
日本⼀を目指すボードゲーム／ストラテジーゲーム。
「桃太郎電鉄」シリーズで遊んだことのあるプレイ
ヤーにはおなじみのすごろくのようなゲーム形式で、
ゲームに慣れてない人でも気軽に楽しめる。

※

※ストラテジーゲーム＝勝利のために熟考して計画を練ることに焦点を置いたもの。
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サイコロを振って、ゴールを目指してマス目を進み
ながら進行する、すごろく形式のボードゲーム。初
めて遊んでもわかりやすく、遊んでいるうちにすぐ
ルールを理解して楽しめるようになる。

残酷表現や性描写のような不適切な表現は出てこな
いので、お子さんが安心してプレイすることができ
る。
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ゲームに出てくる地名や名産品を話題にして、どう
いうものが出てくるか聞いてみるとコミュニケー
ションが広がる。知らないものがあったら、ネット
で調べてみるように促して、実在する知識とつなげ
てお子さんに考える機会を作るのも◎。

どのような物件が高いか、なぜ高いかなど、ゲーム
内の経済的な要素を題材にして、経済的な関心を高
めるきっかけも作ることができる。
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身に付くチカラ各項目の解説はP54
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★この「桃鉄」シリーズに共通する優れた点は、日
本の地理や各地の魅力を知るきっかけを与えてくれ
ること。学ぼうとしなくても、普段は聞く機会のな
い街の駅の位置や名産品の知識が身につき、地域へ
の関心が高まるようなプレイ経験ができる。

目的地に向かうための手段が複数あり、相手に勝つ
ために作戦を立てて、素早く状況判断しながらプレ
イすることが求められる。サイコロで出る目の運の
影響も考慮しつつ、途中で入手できるカードの使い
方を工夫することで、ゲームの展開が大きく変わる
楽しさがある。
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タイトル スーパーボンバーマン R オンライン

対象年齢 CERO：A（全年齢対象）

価格 基本無料※⼀部有料コンテンツあり

開発・販売 KONAMI

プラットフォーム
Nintendo Switch , PlayStation4
PlayStation5 , Xbox One
Xbox Series X/S , Steam 

プレイ人数 1~64人

発売日 2021年5月27日（Nintendo Switch版ほか配信日）

ジャンル オンライン対戦アクションゲーム

©Konami Digital Entertainment

48



ステージの状態や相手の位置に目を配りながら、爆風
の向きやタイミングを読んで爆弾（ボム）を設置し、
相手を倒すオンライン対戦アクションゲーム。

ソロまたはチームで対戦する。 1985年に初回作が発売
されて以来、多くの作品が世に送り出されてきた人気
シリーズ。このゲームの特徴は、世界中のプレイヤー
と生き残りをかけて戦い抜く「バトル64」モードで、
最大64人でプレイして最後の⼀人を目指して戦う。
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操作方法や遊び方が分かりやすい。最初はすぐに負
けてしまうが、何度かプレイしているうちにゲーム
のルールを理解できる。動きの速いアクションゲー
ムだが、アイテムの特徴を理解して、爆発のタイミ
ングを覚えると、すぐにプレイのコツをつかめるよ
うになる。

ゲーム内では残酷表現や暴力性を助長する表現をし
ないよう配慮されており、ルールに基づいた競技と
しての世界観で表現されている。
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勝った時と負けた時の様子を振り返って、どのよう
なところを改善できるか⼀緒に考える、次の作戦を
立ててプレイした結果をまた話題にすると◎。
世界中でプレイされているので、プレイヤーがオン
ライン対戦する状況について考えを巡らせてみるよ
うな問いかけをしてみるのもおすすめ。
（例えば、どんな国からどんな環境でプレイしてい
るか、ネットの接続は他の国でどんな様子なのか、
など）
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身に付くチカラ各項目の解説はP54
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★オンラインでマッチングしたプレイヤーと⼀緒に
プレイできるので、⼀人でも気兼ねなく楽しめ、友
達と⼀緒に困難なバトルを戦い抜く楽しさを共有す
ることもできる。

1回当たりのバトル時間は数分
で目まぐるしく進行する為、
プレイ時間の区切りをつけやす
いところも良い点。無料ダウン
ロードでプレイでき、課⾦しな
くてもゲームが進められる設定
なので、費用面でも安心。

短い時間で楽しめるシンプルなアクション
ゲームなので、繰り返しプレイしながら上達する感
覚を得られる。他の上手なプレイヤーの様子を観察
するとコツがつかめてくる場合も。上級プレイヤー
のプレイ動画や攻略情報をネットで探ることで上達
に必要な情報を調べることも可能。
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◎論理的思考......筋道を立てて考える、モノゴトをより小さ
い単位に分解する、組み合わせる、整理するなど

◎問題発見・解決能力......問題を設定する、問題を解決する

◎操作技術......正確に動かす、素早く動かす

◎反射神経......見たり、聞いたりしてすぐに反応する

◎動体視力......動いているものに追従して目を動かす、探索
して見つけ出す

◎コミュニケーション能力......伝える・伝わる、バーバル・
ノンバーバル、リーダーシップ、など

◎知識......特定の領域、テーマに関する知識を身につける

◎創造力......モノ・コト・シクミなどを創造する

◎価値観の形成......倫理、態度、価値観など

◎探究力......課題を設定する、情報を収集する、整理・分析
する、表現する、など

身に付くチカラ各項目の解説
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