
ゲームマスター用台本例

邪神ちゃん人狼 (仮 ) で遊ぶにあたっての、ゲームマスター用の台
本です。使っていない役職のところは飛ばして読んでください。
何回か遊んで慣れたら、セリフをアレンジして楽しみましょう！



【初日昼】
( 役職カードを全員に配り、各自確認 )

「役職カードを確認した人は全員目を閉じて下さい。」

「ゾンビは目を開けて仲間のゾンビを確認して下さい。……確認がで
きたら目を閉じて下さい。」

「邪神ちゃんは目を開けて下さい。……確認ができたので目を閉じて下さ
い。」

「ミノスは目を開けて下さい。……確認ができたので目を閉じて下さい。」

「ぺこらは目を開けて下さい。……確認ができたので目を閉じて下さい。」

「ぽぽろんちゃんは目を開けて下さい。……確認ができたので目を閉じて
下さい。」

「芽依は目を開けて下さい。……確認ができたので目を閉じて下さい。」

「ゆりねは目を開けて下さい。……確認ができたので目を閉じて下さい。」

「メデューサは目を開けて下さい。ゾンビでない人を１人教えます。占う
人を決めて下さい。……こちらの方ですね？……こちらの方はゾンビでは
ありません。( ゾンビです )」

( ここでストーリーを読み上げるとより雰囲気が出ます。)

【初日昼】
「みなさんおはようございます。目を開けて下さい。」

「初日の会議の時間は◯分です。それでは話し合いをはじめて下さい。」

「残り◯分です。」

【初日夕方】
「本日処刑したい人物を、一斉に指さしてください。投票先が決まった人
は、グーを前に出してください。」

「……では、せーので指してください。せーの！」

「……投票の結果、〇〇さんが処刑されることとなりました。」

※得票数が同じ人物が 2 名以上出た場合、再投票を行います。その際は、
得票数が最も多かった方々の中から投票先を選んでください。
再投票で得票数が同じ人物が 2 名以上出た場合、処刑者は無しとなります。

【初日夜】
「容疑者が処刑されたにもかかわらず恐ろしい夜がやってきます。みなさ
ん目を閉じて下さい。」

「ぽぽろんちゃんは目を開けて下さい。昨晩処刑された方はこちら（ハン
ドサイン）になります。……確認ができたら目を閉じて下さい。」※ぽぽ
ろんちゃんがゲームから除外されても聞いてください。

「メデューサは目を開けて下さい。本日誰を占うか決めて下さい。
……こちらの方ですか？……こちらの方の正体はこちら（ハンドサイン）
になります。
それでは目を閉じて下さい。」※メデューサがゲームから除外されても聞
いてください。

「ゾンビは目を開けて下さい。本日襲撃するプレイヤーを選んで下さい。
……こちらの方ですか？……それでは目を閉じて下さい。」

「ミノスは目を開けて下さい。本日ゾンビの襲撃から誰を守りますか？

……こちらの方ですか？……了解です。それでは目を閉じて下さい。」※
ミノスがゲームから除外されても聞いてください。

「ぺこらは目を開けて下さい。本日ゾンビの襲撃から誰を守りますか？
……こちらの方ですか？……了解です。それでは目を閉じて下さい。」※
ぺこらがゲームから除外されても聞いてください。

「ゆりねは目を開けて下さい。毒薬や回復薬を使いますか？
……毒薬を使いますか？」※毒薬使用後は聞かない

⇒使う
「誰に使いますか？……わかりました、目を閉じてください。」

⇒使わない
「わかりました。目を閉じてください。」

【2 日目昼】
「恐ろしい夜があけ朝がきました。昨晩の犠牲者は……・・◯◯さんでした。
（いませんでした）」

●ミノスかぺこらの護衛が成功した場合
「ミノス ( ぺこら ) の活躍により、〇〇さんは襲撃から守られました。」

●ゆりねが毒薬を邪神ちゃんに使った場合
「ゆりねの毒薬により、〇〇さんが死亡しました。」

●ゆりねが毒薬を邪神ちゃん以外に使った場合
「ゆりねの毒薬は効果を発揮しませんでした。」
「ゆりねは目を開けて下さい。回復薬を使い〇〇さんを生き返らせること
ができます。回復薬を使いますか？」※回復薬使用後は聞かない

⇒使う
「分かりました。ゆりねの回復薬により〇〇さんは復活しました。」

⇒使わない
「分かりました。〇〇さんは復活できませんでした。」

●芽依が死亡した場合
「ゾンビの襲撃により芽依が死亡しました。目を開けて、ひとり道連れに
する人物を選んでください。」
「……この方ですね。」
「〇〇さんは芽依に道連れにされ、死亡してしまいました。」

「それでは全員目を開けて下さい。」

「会議の時間は〇分です。話し合いをはじめて下さい。」

「残り◯分です。」

「話し合いはそれまでです。」

【2 日目夕方】
「それではみなさん投票をはじめて下さい。」

「投票の結果、〇〇さんが処刑されることとなりました。」

「容疑者が処刑されたにもかかわらず再び恐ろしい夜がやってきます。み
なさん目を閉じて下さい。」

【勝敗決定】
「投票の結果、〇〇さんが処刑されることとなりました。」

⇒ゾンビが全員処刑される
「見事ゾンビは全員倒され、神保町に平和が戻りました。」

⇒神保町民陣営の数がゾンビ陣営の数と同じかそれ以下になる
「この晩、神保町はゾンビに占拠されてしまいました。」
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「ぺこらは目を開けて下さい。本日ゾンビの襲撃から誰を守りますか？
……こちらの方ですか？……了解です。それでは目を閉じて下さい。」※
ぺこらがゲームから除外されても聞いてください。

「ゆりねは目を開けて下さい。毒薬や回復薬を使いますか？
……毒薬を使いますか？」※毒薬使用後は聞かない

⇒使う
「誰に使いますか？……わかりました、目を閉じてください。」

⇒使わない
「わかりました。目を閉じてください。」

【2 日目昼】
「恐ろしい夜があけ朝がきました。昨晩の犠牲者は……・・◯◯さんでした。
（いませんでした）」

●ミノスかぺこらの護衛が成功した場合
「ミノス ( ぺこら ) の活躍により、〇〇さんは襲撃から守られました。」

●ゆりねが毒薬を邪神ちゃんに使った場合
「ゆりねの毒薬により、〇〇さんが死亡しました。」

●ゆりねが毒薬を邪神ちゃん以外に使った場合
「ゆりねの毒薬は効果を発揮しませんでした。」
「ゆりねは目を開けて下さい。回復薬を使い〇〇さんを生き返らせること
ができます。回復薬を使いますか？」※回復薬使用後は聞かない

⇒使う
「分かりました。ゆりねの回復薬により〇〇さんは復活しました。」

⇒使わない
「分かりました。〇〇さんは復活できませんでした。」

●芽依が死亡した場合
「ゾンビの襲撃により芽依が死亡しました。目を開けて、ひとり道連れに
する人物を選んでください。」
「……この方ですね。」
「〇〇さんは芽依に道連れにされ、死亡してしまいました。」

「それでは全員目を開けて下さい。」

「会議の時間は〇分です。話し合いをはじめて下さい。」

「残り◯分です。」

「話し合いはそれまでです。」

【2 日目夕方】
「それではみなさん投票をはじめて下さい。」

「投票の結果、〇〇さんが処刑されることとなりました。」

「容疑者が処刑されたにもかかわらず再び恐ろしい夜がやってきます。み
なさん目を閉じて下さい。」

【勝敗決定】
「投票の結果、〇〇さんが処刑されることとなりました。」

⇒ゾンビが全員処刑される
「見事ゾンビは全員倒され、神保町に平和が戻りました。」

⇒神保町民陣営の数がゾンビ陣営の数と同じかそれ以下になる
「この晩、神保町はゾンビに占拠されてしまいました。」



【初日昼】
( 役職カードを全員に配り、各自確認 )
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「ぺこらは目を開けて下さい。……確認ができたので目を閉じて下さい。」

「ぽぽろんちゃんは目を開けて下さい。……確認ができたので目を閉じて
下さい。」

「芽依は目を開けて下さい。……確認ができたので目を閉じて下さい。」

「ゆりねは目を開けて下さい。……確認ができたので目を閉じて下さい。」

「メデューサは目を開けて下さい。ゾンビでない人を１人教えます。占う
人を決めて下さい。……こちらの方ですね？……こちらの方はゾンビでは
ありません。( ゾンビです )」

( ここでストーリーを読み上げるとより雰囲気が出ます。)

【初日昼】
「みなさんおはようございます。目を開けて下さい。」

「初日の会議の時間は◯分です。それでは話し合いをはじめて下さい。」

「残り◯分です。」

【初日夕方】
「本日処刑したい人物を、一斉に指さしてください。投票先が決まった人
は、グーを前に出してください。」

「……では、せーので指してください。せーの！」

「……投票の結果、〇〇さんが処刑されることとなりました。」
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「ミノスは目を開けて下さい。本日ゾンビの襲撃から誰を守りますか？

……こちらの方ですか？……了解です。それでは目を閉じて下さい。」※
ミノスがゲームから除外されても聞いてください。

「ぺこらは目を開けて下さい。本日ゾンビの襲撃から誰を守りますか？
……こちらの方ですか？……了解です。それでは目を閉じて下さい。」※
ぺこらがゲームから除外されても聞いてください。

「ゆりねは目を開けて下さい。毒薬や回復薬を使いますか？
……毒薬を使いますか？」※毒薬使用後は聞かない

⇒使う
「誰に使いますか？……わかりました、目を閉じてください。」

⇒使わない
「わかりました。目を閉じてください。」

【2 日目昼】
「恐ろしい夜があけ朝がきました。昨晩の犠牲者は……・・◯◯さんでした。
（いませんでした）」

●ミノスかぺこらの護衛が成功した場合
「ミノス ( ぺこら ) の活躍により、〇〇さんは襲撃から守られました。」

●ゆりねが毒薬を邪神ちゃんに使った場合
「ゆりねの毒薬により、〇〇さんが死亡しました。」

●ゆりねが毒薬を邪神ちゃん以外に使った場合
「ゆりねの毒薬は効果を発揮しませんでした。」
「ゆりねは目を開けて下さい。回復薬を使い〇〇さんを生き返らせること
ができます。回復薬を使いますか？」※回復薬使用後は聞かない

⇒使う
「分かりました。ゆりねの回復薬により〇〇さんは復活しました。」

⇒使わない
「分かりました。〇〇さんは復活できませんでした。」

●芽依が死亡した場合
「ゾンビの襲撃により芽依が死亡しました。目を開けて、ひとり道連れに
する人物を選んでください。」
「……この方ですね。」
「〇〇さんは芽依に道連れにされ、死亡してしまいました。」

「それでは全員目を開けて下さい。」

「会議の時間は〇分です。話し合いをはじめて下さい。」

「残り◯分です。」

「話し合いはそれまでです。」

【2 日目夕方】
「それではみなさん投票をはじめて下さい。」

「投票の結果、〇〇さんが処刑されることとなりました。」

「容疑者が処刑されたにもかかわらず再び恐ろしい夜がやってきます。み
なさん目を閉じて下さい。」

【勝敗決定】
「投票の結果、〇〇さんが処刑されることとなりました。」

⇒ゾンビが全員処刑される
「見事ゾンビは全員倒され、神保町に平和が戻りました。」

⇒神保町民陣営の数がゾンビ陣営の数と同じかそれ以下になる
「この晩、神保町はゾンビに占拠されてしまいました。」


