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本資料の複製・転写・第三者への譲渡を禁ず



１． SDGs ってなに？ 
エスディージーズ

SDGsとは、国連が2015年に定めた、持続可能な開発を実現するために世界中でやらな
ければいけない17の目標のことです。以下の17の目標を2030年までに実現しようと、世

もくひょう

界中で様々な活動が行われています。 

① 貧困をなくそう 
② 飢餓をゼロに　 
③ すべての人に健康と福祉を　 
④ 質の高い教育をみんなに　 
⑤ ジェンダー平等を実現しよう　 
⑥ 安全な水とトイレを世界中に 
⑦ エネルギーをみんなに そしてクリーンに　 
⑧ 働きがいも経済成長も　 
⑨ 産業と技術革新の基礎を作ろう 
⑩ 人や国の不平等をなくそう 
⑪ 住み続けられるまちづくりを 
⑫ つくる責任つかう責任 
⑬ 気候変動に具体的な対策を 
⑭ 海の豊かさを守ろう 
⑮ 陸の豊かさを守ろう 
⑯ 平和と公正をすべての人に 
⑰ パートナーシップで目標を達成しよう 
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２．ゲームの流れ！ 
これから皆さんは国の大臣となって、国を運営しながらこれらのミッションをクリアすべ
くゲームを進めていきます。 

①：4つの国について 
　サス・ゲーでは国ごとに、人口や文化・環境レベルが違います。自分の国のレベルを確

かんきょう

認しましょう!レベルは5が一番大きく、1が一番小さい数です。 

②：役割分担（大臣）について 
　サス・ゲーでは、4人で役割を分けて、国を運営します。4人で相談して、自分が何をや

やくわり

るのか決めましょう！ 
 

　 

　 

国名 人口 文化 環境

ポテスタ 300 3 2

ホルン 100 1 1

ミチシオン 500 3 4

アレテ 200 4 3

役割 日本の行政機関名
ぎょうせいき か ん やること

総理大臣
そうりだいじん

内閣府
ないかく ふ 会議のまとめ 

国際会議での発言
はつげん

外交大臣 外務省
がいむしょう

常に他の国の外交大臣と話をすることができる

食糧大臣 農林水産省
のうりんすいさんしょう

食料に関すること

エネルギー大臣 資源エネルギー省
しげん

エネルギーに関すること
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③：ゲームのクリア条件 
 【ゲームの内容】 
　以下の2つのミッションをクリアするとゲームクリアになります！ 

　 
世界中で力を合わせて以下のミッションをクリアしましょう！ 

【SDGsとの関連】 

・すべての国が発展する 
・すべての国が平等になる 
・すべての人が平等になる 
・世界を平和にする 

④：ゲームの進め方 
サス・ゲーでは、1ターン1年として、5年分プレイをします。1ターンは「マインクラフト
をプレイする時間」と「1年の振り返りをする時間」の2つの時間に分かれます。 

時間 やること

30分
[Minecraftをプレイする] 
・ミッションをクリアするためにひたすらがんばる 
　- メンバーとの役割分担はどうする？

やくわりぶんたん

20分

[1年間のふりかえり] -> 国際会議 
・ミッションをどれほど達成することができたか？ 

たっせい

・貿易をする必要はあるか？ 
・他国との関係はどうか？ 
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１．自分の国のミッションをクリアしよう！（自分の国の歴史書に書いてあります） 
れ き し

２．全ての国のすべてのレベルを上げよう！（この下で説明します）
せつめい



マイクラをプレイする時間 
きほん1：畑を作ろう！ 

国民が生きていくためには食べ物が必要です。畑を作っ
て、小麦の苗を植え、育て食べ物を作ろう！ 
（ヒント） 
　畑を作るには、「水」「クワ」「耕地(クワで土を右ク

こう ち

リックするとできる)」が必要です。 
他にも牛肉やジャガイモも食料になります。 

【SDGsとの関連】 
  
・食べ物をたくさん作って
飢えた人をなくそう 
・食料を作って国民の健康
を守ろう 
・森林などの資源を守りな

しげん

がら豊かさを生み出そう 

きほん2：エネルギーを作ろう！ 
国民が生活するには電気を生み出すエネルギーが必要です。エネルギーは木炭と石炭の2
つがあります。 

木炭：原木をかまどで焼くと木炭が出来上がります。木炭は
エネルギー効率が悪いのでエネルギー価値は1です。 

 

石炭：石炭鉱石を掘ると、石炭を作ることができます。石炭
は木炭よりもエネルギー効率が良いのでエネルギー価値は2
です。石炭は山の中や砂漠の砂の下を掘ると出てきます。頑
張って掘ってたくさんエネルギーを作りましょう。 
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【SDGsとの関連】 
　 
・エネルギーを国中で使えるようにしよう 
・なるべく環境のことを考えながら使うよう
にしよう 
・ただ作るだけではなく、使う時のことも考
えてエネルギーを作ろう！ 

きほん3：納税をしよう 
のうぜい

　ターンが終わる前に、国民が食べる食料とエネルギーを国連に送りましょう！ 
　その年に必要な食料とエネルギーをチェストに入れましょう。チェストは国に入る前の
ポータルの左側にあるチェストに入れてください。右側のチェストにはあまったものや貿
易したいものを入れましょう。 

1年の振り返りをする時間 
きほん1：自分が何をしたか発表しよう 
まず、1年間で自分が何をしたかを、自分の国で発表しましょう。発表時間は短く、内容
は簡潔にするのがポイント！ 
かんけつ

きほん2：次の年の計画を立てよう 
今年1年間の内容をふまえて、次の年の計画を立てましょう。以下の内容を話し合いしま
しょう！ 
 ・食料がいくつ必要なのか？ 
　　  → 畑を広げられそうか？ 

 ・エネルギーはいくつ必要なのか？ 
  → 木を切って木炭にできそうか？石炭を掘り当てられそうか？ 

 ・貿易したいものはあるか？ 
  →食料やエネルギーで足りないものはないか？ 
  →ミッションで足りないものはないか？ 
  →他の国に援助できるものはないか？ 

きほん3：国際会議で発言しよう 
国際会議では、人口が多い順に発言をすることができます。国際会議の場では以下のよう
に行動するのがポイント！ 
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 ・自分の国の様子を短く、かんたんに発表しよう 
  →話す情報と、話さない情報の区別をしよう！ 

 ・自分の国が欲しいものを、まとめて話そう 

 ・相手の国の話を聞いて、どの国と取引するのが一番良いか考えよう 

 ・他の人を傷つける発言をしないようにしよう 

【SDGsとの関連】 

・1つの国だけでなく、世界全体で目標を達成しよう 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３．詳しいゲームのルール 
くわ

人口・文化・環境レベルの上がり方・下り方 
「人口」「文化」「環境」「平和貢献」レベル、そして世界全体で共通の「世界平和」レ
ベルを上げることがゲームの目標になっています。 

・文化レベル 

・環境レベル 

・平和貢献レベル 

・世界平和レベル 

国連は毎年の年度終わりに、各国の「文化レベル」・「環境レベル」・「生産力」・「人
口」と「世界平和レベル」を発表します。各レベルを参考にしながら、次の年の戦略を立
てましょう。 
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+1

・公園を1つ作る 
【条件】 
　　・30×30ブロック以上の平らな場所を柵で囲っている 
　　・木が15本以上ある 
　　・花が10本以上植わっている 
　　・5×5以上の噴水がある

-1
・国際会議で失言する 
・元々ある家、自分たちで立てた家を人口増減以外のりゆうでで破壊する

+1 自分の国の木を50%増やす

-1 自分の国の木を30%減らす

+1 援助協定を2つ結ぶ

-1 軍事同盟を2つ結ぶ・戦争を起こす

+1 平和条約が1つ結ばれる

-1 1つの戦争が起こる



食料・エネルギーを納税する量 
　私たちは、ご飯を食べ、エネルギーを消費しなければいきていけません。それはマイン
クラフト内の、皆さんが治める国の国民も同じです。 
　そこで、皆さんは国連に毎年度末に国民が消費する「食料」と「エネルギー」を国連に
引き渡す義務があります。この納める必要がある「食料」と「エネルギー」は以下のよう
に計算します。 

必要食料数の計算方法 
　必要な食料を計算する方法はかんたんです。 
　必要な食料は前の年の人口を2倍にした数必要になります。 

 - 前の年の人口の2倍 
　　　　[前の年の人口] × 2 = [今年必要な食糧] 
  
 （例） 
 　1年目　100人 
　　　　100 × 2 = 200         今年必要な食料　200 
  

人口を急に増やしすぎないようにしよう！ 

必要エネルギー数の計算方法 
　必要エネルギーの計算は少し複雑です。 
　必要エネルギーは前の年の人口から生産力を割った数必要です。 
　生産力は、前の年の人口を最初の人口で割った数が必要です。かんたんに説明すると、
必要エネルギーは人口が多くなるほど減り、人口が減るほど多くなります。 

 - [前の年の人口] ÷ [生産力（前の年の人口 ÷ 最初の人口）]  
        ＝　[今年必要なエネルギー] 

 （例1） 
   最初の人口　100人  3年目　200人 
 　200 ÷ (200 ÷ 100) = 200 ÷ 2 = 100 
        今年必要なエネルギー　100 

  （例2） 
 　最初の人口100人   4年目50人 
 　50 ÷ (50 ÷ 100) = 50 ÷ 0.5 = 100 　　　 
        今年必要なエネルギー　100 
   

　人口を急に減らさないようにしよう！ 
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人口の上がり方・下り方 
　人口は、国連に納められた食料とエネルギーの数で変わります。食料・エネルギーが余
れば人口は増え、食料・エネルギーが足りないと人口がへります。 

人口の計算方法 
         - [今年の人口]  ＝ [前の年の人口]　＋　([納めた食糧] ー [必要食糧]) ÷ 2  
      ＋ ([納めたエネルギー]　ー　[必要エネルギー])  

 （例） 
    最初の人口　　　100 
 　必要食料　　　　200   納めた食料　　　　　250 
    必要エネルギー　100   納めたエネルギー　　  50 

 　100 ＋ (250 ー 200) ÷ 2 ＋ (50 - 100) ＝ 100 + 25 ー 50 
       　　＝ 75 
        　　　　　　今年の人口　75人 

食料とエネルギーを必ず納めるようにしましょう！ 

食料になるもの 

ここにのっていないものは食料として認めないので注意しましょう。 

加工前 加工後

品目 品名 栄養価 品目 品名 栄養価

生の牛肉 1.5 ステーキ 2.0

生の豚肉 1.5 焼豚 2.0

生の鶏肉 1.5 焼き鳥 2.0

生の羊肉 1.5 焼いた羊肉 2.0

じゃがいも 0.5 ベイクドポテト 1.0

小麦 1 パン 4
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エネルギーになるもの 

木炭は原木をかまどで精錬することで作ることができますが、作りすぎると大量の木を切
らないといけなくなるので注意しましょう。 

条約について 
　条約とは国と国どうしの約束のことです。条約には以下のものがあります。 
じょうやく

① 貿易に関する条約 
ぼうえき

② 援助に関する条約 
えんじょ

③ 軍事に関する条約 
ぐ ん じ

①：貿易に関する条約 
ぼうえき

　ミッションを達成するには国と国どうしで、ものをこうかんしなければなりません。貿
易は1年間の振り返りの時に行います。以下のことを決めましょう。 

 ・自分の国は、相手の国に何をいくつ送るのか？ 
 ・相手の国は、自分の国に何をいくつ送るのか？ 
 ・それはいつこうかんするのか？ 

②：援助に関する条約 
えんじょ

　他の国に食料やエネルギーを無料で渡す援助条約を結ぶことができます。また食料とエ
ネルギー以外にも、水や苗木などのブロックを無料で渡すと援助になります 
　援助に関する条約を結ぶ時には、以下のことを決めましょう。 

 ・自分の国は、相手に何をいくつ送るのか？ 
 ・それはいつこうかんするのか？ 

　 

③：軍事に関する条約 
ぐ ん じ

　軍事に関する条約は以下の3つを結ぶことができます。 

石炭 木炭
2 1
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 ・軍事同盟に関する条約 
どうめい

 ・終戦協定  
しゅうせんきょうてい

 ・平和条約 

　軍事同盟に関する条約 
　　軍事同盟とは、戦争が起きた時に味方になって戦うかを決めたものです。 
　　軍事同盟をむすぶときは以下のことを確認するのがポイント！ 
 ・軍事同盟は何年続くのか？ 
 ・その間に、その国と戦争をしなくても良いのか？ 
 ・それをむすぶことで、他の国はどう動くか？ 

　終戦 協定  
しゅうせんきょうてい

　　終戦協定とは、戦争をどう終わらせるかを決めるものです。 
　　終戦協定をむずぶ時には以下のことを確認するのがポイント！ 
 ・戦争を続けなくて良いのか？ 
 ・戦争を続けると悪いことがあるか？ 
 ・自分の国に有利な条件になっているか？ 
 ・相手の国に無理な要求をしていないか？ 
 　（あまりにも無理な要求をすると、そのせいでまた戦争が起こります。） 
 ・それをむすぶことで、他の国はどう動くか？ 
 ・それをむすばないことで、他の国はどう動くか？ 

戦争は始めるのはかんたんだけど、終わらせるのはむずかしい！ 

　平和条約 
　　平和条約とは、むすんだ国同士でその間は戦争をしないことを決めるものです。 
　　平和条約をむすぶ時には以下のことを確認するのがポイント！ 
 ・その国と戦争をしなくても良いのか？ 
 ・それをむすぶことで他の国はど動くのか？ 

戦争のルール 
　現状に対する不満を戦争という形で表すことができます。 
げんじょう

　戦争を行い、戦勝国になった場合有利な条件で様々なことが要求できます。自分の国の
状況と国際情勢を見ながら、戦争をするように心がけてください。 
じょうきょう こくさいじょうせい

　起こし方 
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　　戦争は1年の振り返りの時間に、どこと戦争をしたいのか言って戦争を起こします。 
　　戦争を起こすと、平和貢献度が2下り、世界平和レベルが1下がります。 

　　戦争を起こすときは以下のことを確認するのがポイント 
　　　・戦争を起こすと、自分の国に有利になるのか 
 ・他の国が味方になってくれるのか？ 
 ・相手の国に味方になる国はいるのか？ 

　ルール 
　　戦争のルールは以下の通りです。 
　　　・サイコロの出た目の合計の大きい方が勝ちになる 
 ・サイコロは人口の比率で決める 
 （例1） 
 　A国　100人　　　　ふれるサイコロ・・・1個 
 　B国　300人　　　　ふれるサイコロ・・・3個 
 　戦力差 ： 3 ー 1 ＝ 2 

 （例2） 
   A国　200人　＋　D国　100人　　　ふれるサイコロ・・・2個 
   C国　150人　　　　　　　　　　　  ふれるサイコロ・・・1個 
   戦力差 ： 2 ー 1 ＝ 1 

　[戦争に勝った場合] 
 ・人口の10%がへる。 
 ・戦力差の半分のTNTが爆発します 

　[戦争に負けた場合] 
 ・人口の10%がへる。 
 ・戦力差の倍のTNTが爆発します 

　戦争は平和条約がむすばれるまで続きます。 

※なお、このルールブックに乗っていない事態が発生した場合は、国連がすべて決定しま
すので相談してください。 
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建国日誌 1-3年目 

1年目 人口： 食糧： エネルギー：

自国の問題・課題 
か だ い

課題を解決するためにやったこと 
かいけつ

来年やること 

2年目 人口： 食糧： エネルギー：

自国の問題・課題 

課題を解決するためにやったこと 

来年やること 

3年目 人口： 食糧： エネルギー：

自国の問題・課題 

課題を解決するためにやったこと 

来年やること 
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建国日誌 4-5年目 

4年目 人口： 食糧： エネルギー：

自国の問題・課題 

課題を解決するためにやったこと 

来年やること 

5年目 人口： 食糧： エネルギー：

自国の問題・課題 

課題を解決するためにやったこと 

来年やること 

人口： 食糧： エネルギー：

自国の問題・課題 

課題を解決するためにやったこと 

来年やること（やりたいこと） 
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