
星屑ノ世界 ストーリー攻略 

回復アイテムは後半のイベントの素材として使用することがあります。 

一応使っても回収する手段は存在しますが、手間がかかって面倒なので、 

できる限り無駄使いをしないほうがいいです。 

特に緑色の草は温存しといたほうがいいです。

 

Ⅰ．保健室入場可能まで 

動けるようになったら、まず教室左にある、教室上部と教室下部の隙間を調べる 

「ものがあれば渡れそうだ」と表示されたら、左隅にある木の板を回収しそこに橋を架ける 

教室出口でドアの確認してイベント発生、ここでの問いに「ここから出る」と答えなければならない。 

 

教室を出たらまず近くにある地図を忘れずに入手、そのまま下の１－２教室へ 

入り口にある緑色の草は回復アイテムなので忘れずにとっておこう 

対岸はまだ行けないので無視し、下の出口から廊下へ 

木の板を回収して、１－１教室の前の廊下へ戻って板を設置しそのまままっすぐ右へと進んでいこう 

美術室の前に着くとセーブポイントがある。 

 この次のイベントはどんなに体力が残っていても捕まった時点でアウトなので、忘れずにセーブをとっておこ

う 

 

Ⅰ-ⅰ．美術室 

入ると鬼ごっこが始まる。捕まると即 BADEND。机などの障害物を盾にうまく逃げきろう 

 イージー以外の難易度だとダッシュ無しで逃げ切るのはほぼ不可能といっていい 

 教師役の青い悪霊は他の悪霊よりも素早いので注意 

 終了条件は一定歩数移動なのでぼーっとしていても終わりません。 

 

イベント終了後、教室から出られるようになる 

美術室中央付近にある長い板を回収し、２年教室棟前まで移動して板を設置しよう 

 なおこのとき、このまま長い板を使わずに１－２の教室まで戻って今まで行けなかった対岸に渡ると、死亡イ

ベントが見れる。 

 

２－１．２－２教室は閉まっているのでスルー。緑の霊に話しかけると緑いろの草がもらえるのでありがたく頂戴し

ておこう 

次のマップまで行くと、床に穴が開いて戻れなくなってしまう。そのまま進むとカラスが襲ってくるイベントが発生。 

動きが素早く攻撃力もある強敵なので一気に駆け抜けるべし 

 

幽霊にもらった千里眼の護符を使って長い板を入手し、下へ 

紫の幽霊に話しかけて、この廊下の左のマップにある保健室に行くことになる。 

だが保健室は開いておらず、保健室のカギを入手するため２－１教室へ、 

２－１教室のカギを手に入れるために購買へと行くことに。 
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若干ややこしいがとりあえず保健室前の板を確保。 

紫の幽霊がいたところまで戻り、廊下を右へと進もう。 

 

購買でカギを入手した後は、カラスの出た廊下を戻り２年教室棟へ。 

保健室前で板を忘れずに入手しておけば戻れるようになるはず。 

 

Ⅰ-ⅱ．２-１教室 

青い幽霊に話しかけると数学の問題を出されて答えさせられる 

間違えても（ 後２つの問題を除き）即死ではないが残り体力が少ないときちんと死ぬので注意 

 ・問題の答え 

  １問目：6 分の 1  ２問目：36 分の 1  ３問目：216 分の 1  ４問目：6 分の 1 

５問目：2 分の 1  ６問目：黄        ７問目：変えるべき→確率が上がる 

 

すべての問題に正解すると引換券がもらえるので、保健室に寄ったあと再び購買へ行こう。 

扉の中に透明なカケラもあるので回収。（7 面目で 初に真ん中の扉を選んだ場合拾えない模様） 

教室の下部に進むと保健室の鍵を入手できる。保健室に自動で戻るかどうか聞かれるが、消耗を避けるため 

も自動を選んでおくべき。 

 

Ⅱ．理科室の鍵入手まで 

保健室に戻った後、全ての薬棚を調べる。 

保健室カゴの中にある青く光る石、部屋右端のヒビの下に小雪草がある。 

 小雪草は使うとまた同じ場所に復活するのでどんどん使ってしまって問題ない。 

 保健室で仮眠をとって体力を回復することもできるが、小雪草を使うほうが早い。 

 

その後、紫の幽霊に話しかけることになる。 

 この時、購買部に行き救急セットを買って所持している場合少しイベントが分岐する（イベントによる救急セッ

トの消費はない） 

持っていた場合、透明のカケラと資料室の鍵を落とし消滅、また 終イベントの時にちょっとだけ展開がかわる。 

持ってなかった場合 黒く濁ったカケラと資料室の鍵を落とし悪霊化する 

資料室の鍵を手に入れた後、購買部へ行き 2-1 のイベントでもらった引換券を渡し、体操服を入手。 

その後、美術室の隣にある資料室へ向かう。 

 

資料室に入ったら白骨から緑いろの草 3 個入手 

血糊の付着した本棚の左側の本は後に役立つので読んでおく（内容は記憶しなくてもいい） 

縄の張ってある場所は現状はスルー、後で回収。 

 

上の扉から出て 2 階に行く階段の前に透明のカケラが落ちている。 

 

緑色の小型ワームはダッシュで回避できる(Shift キーを押しながら移動) 

先に左の廊下に向かうと廊下を走るなと怒られ戻される、歩いてごり押ししても巨大ワームに呑まれるため先に

進めない。 

先に下に向かい、女子更衣室に入り一番奥のロッカーで体操服に着替える 
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体操服の状態なら走っても怒られないので巨大ワームを突破する（呑まれても通常服の時と CG はかわらない） 

奥の階段を降り、野球部室の鍵を入手、保健室に戻れるかどうか聞かれるが、別に歩いて戻っても何もおこらな

いので自動で。 

 歩いて戻る場合、更衣室で体操着から普段着に戻らないと資料室が通れない（自動で戻った場合普段着に自動で

戻る） 

 

保健室から右に行き、階段をのぼり、2F の野球部室に向かう 

 

Ⅱ-ⅰ．野球部室 

隠れることになる 

救急セットを所持してる場合、少し分岐する。（救急セットは購買部で買える） 

左下の白骨から緑いろの草を 2 個入手できる。 

 

・隠れる場所やイベント 

①左上にある床のヒビを踏んで落ちる：ゲーム進行（HP が 41 以下だと落下死 BADEND になる） 

②隠れる or 隠れないで待機：校庭で千本ノック 

③救急セットを落とし回収せずバット入れ（左下）に隠れる：バット入れにされる 

 

隠れなかった場合、球拾いさせられるシーンが見られる（その後千本ノックに入る） 

千本ノックの戦闘は、先に服を攻撃してから本体を攻撃すればいい。 

本体に一定ダメージを与えるとピッチャーマシンが使用可能になる、MP 消費がない連続攻撃なのでどんどん使

おう。 

 

イベント後、保健室に戻ろうとするが地震で地形が変化する。 

進むとイベントで 1F に落下、パンツを盗られるので追いかける。 

パンツを取り返した後、イベントが発生、玄関にある（保健室から出て右のすぐの場所）綺麗なトイレに向かう

ことになる 

 難易度ハードの場合、無駄なく動かないと間に合わないので注意（逆にイージーだとものすごく余裕があり中々

おもらしイベントにならない。） 

 綺麗じゃないトイレに入ると BADEND となる。 

 体育倉庫 2（取り返した場所）の左上の袋を調べると消石灰を入手できる。 

 

Ⅲ．４-２の爆発イベントまで 

用を足した後、理科室へ向かう（女子更衣室の向かい） 

理科室のイベント後、男子更衣室に入り段ボールを入手 

廊下を下に行き木の板を入手した後、理科室へ戻る 

理科室で段ボールを使いつつ理科室の右上の出口を目指す。 

段ボールで隠れていても静止していないと当然見つかるので注意 

 右上の光っている棚からアルファノール、ベータニウム、ガンマンを入手できる、目玉がいなくなると入手不可

能になるので注意。 

 

一度理科室を突破すれば目玉はいなくなる。 
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理科室に戻り、実験器具とアルコールランプを入手 

実験器具を使うと実験用マップに入る、箱からアルファノール 2 個とベータニウムを獲得できる。 

実験材料のアイテムは無駄に作りすぎると肝心なアイテム製作時材料不足になることになるので注意 

資料室で本を読んでいた場合、青く光る石を製作できる。 

 

Ⅲ-ⅰ．図書室 

図書室に入りアルコールランプを使うと明るくなる（アルファノールを使ってアルコールランプを補充すること） 

落ちているメモを調べるとイベントが発生する 

図書室に閉じ込められアイテムが回収できる 

右下の離れた本棚を調べると青く光る石 3 個 

左上本棚の霊石に関する本上巻から青く光る粉末製作法（実験器具の選択に増えている） 

左下本棚の霊石に関する本下巻から空いろの粉末製作法 

左下本棚の霊感に感する紙きれから玉虫色の粉末製作法 

遺書らしきものから殺虫剤製作法 

回収が終わったら血糊のついた本棚を調べれば扉が開く 

 

この時点で緑色の草を全部空いろの粉末の材料に使ってしまって問題ない。 

青く光る石に関しては保健室のイベントで使うので適量を残すといい、かもしれない。 

玉虫色の粉末を製作して使うと 大 MP が 10 増える、ただ死亡イベントも多いのでセーブデータを別に作るのを

オススメする。 

魔除けの護符が使えない状態の場合、青く光る石を使用すれば再度使える状態になります。 

 

資料室（体操着で走り抜けたワームのエリアの下の階）にある前回スルーした縄をアルコールランプで焼けば通れる

ようになる、奥でかすれた引換券入手 

購買部にもっていくとスクール水着となる(やらなくてもゲームは進行できるが、プールに行ったときスクール水

着になる) 

 

購買部の前の階段から行って、野球部室の時に落ちてパンツを盗られたときの穴を木の板で通過し、先へ進む 

緑の幽霊に話しかけた後、後ろの毒々しい茸 2 個を入手 

白い目玉がいるので理科室の要領でやりすごす。 

難易度ハードだと透明なカケラ 3 個が落ちている 

先に進むと 4-2 教室でイベントが発生 

 

Ⅲ-ⅱ．４-２教室 

黒い悪霊が炎をばらまいてくる。 

つかまっても即敗北ではなくダメージを受ける、逃げ回って鈍く光る物 10 個を集め右上から出る。 

光る物を拾ったメッセージを開いているときは無敵なので炎をやり過ごすときは活用しよう。 

 

イベント後、青く光る石を 3 個入手 

以後空間のねじれを利用しワープすることが可能になる、これで移動が非常に楽になる。 

ただしワープ先の白い円を活性化させ魔方陣にしないと使えないので注意。 

ワープを利用し保健室に戻る。保健室から出て理科準備室の鍵を入手（図書室の正面） 
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途中で 2-1 前と美術室のねじれを活性化させる。 

 暇があるときに購買部のねじれも活性化させておくと移動が便利。（殺虫剤の材料を買うとき） 

 

理科準備室の箱からデルタイトを入手 

白骨の緑いろの草 3 個を入手 

落ちている紙を調べて謎の羊皮紙を入手 

謎の羊皮紙は CG モード開放に必要なアイテムです。 

先に進み家庭科室前のねじれを活性化させる、赤い魔方陣は移動時に HP を使う（足りないと死亡するので注意） 

 

家庭科室の料理の本から干し茸と茸の粉末製作法 

机の上のビンからアルファノールと空き瓶入手 

奥の箱から潤滑油入手したら美術室の途中にあった檻のある渡り廊下へ向かう 

 

潤滑油を使い檻を開け、中の白骨 2 つそれぞれから黒く濁ったカケラを入手 

地面に赤い巨大ワームがいる（地面に入ったヒビが目印）飲み込まれたらスペースキー連打で脱出 

中庭で透明なカケラとガンマンを入手 

中庭を抜けたところの白骨から毒々しい茸 2 個入手、 

木の板を入手し家庭科室の廊下へ向かう、 

 

木の板を使い先へ進む 

 

音楽準備室の白骨から緑いろの草 2 個入手 

縄を焼きデルタイトを入手 

落ちている長い木の板とエプシロン酸を入手 

 音楽室は死亡イベントがあるだけです。 

 

4-2 で長い板を使えばそのまま先に進める。 

 

・殺虫剤の作成方法 

アルコール（3 回分）ガンマン（1 個）エプシロン酸（1 個）空色の粉末（2 個）空き瓶（1 個）  

 1-2 に殺蟲剤を持った状態で行くと蟲姦されている女の子を救助できる、スルーして進行することも可能。 

 救助した後で板は手に入るので助けたいなら向かうべき。 

 万一殺蟲剤の材料が足りない場合、購買で材料を購入できる 

 青い光る石の材料の消石灰は体育倉庫 2(パンツ取り返した場所)の左上の袋から無限に入手できる。 

 助けなかった場合 NormalEND が確定する。 

 

Ⅳ．地下水路侵入まで 

4-2 で板を使い先へ進むとイベントが発生し、体育倉庫 2 の檻の向こう側へ飛ばされる 

先へ進みプールで鍵を発見し、紫の幽霊に突き飛ばされる（この時スクール水着を所持してる場合、落とす） 

その後ロッカーへ入り着替える（水着を持ってる場合水着に、落として放置 or 回収してない場合全裸） 

プールの敵を千里眼で回避 or ごり押しで突破し校庭の鍵 1 を入手。 

これで校庭の檻の扉をあけて先ほどの爆発があった場所へ戻る。 
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爆発した場所の下にある霊感に関する紙切れから玉虫色の液体製作法入手 

 玉虫色の液体は保健室のベッドで使うと MP 回復速度を上昇させる、強力なので早い段階で使用しておきたい。 

 なお、粉末と異なり、使用には魔除けの護符が使える状態でなければならないので注意。 

玉虫色の液体の使用が TrueEND 条件です 

先に進み 6-1 から赤い珠を入手 

再び先ほどの体育倉庫のほうへ戻る、赤い人魂がいた倉庫が入れるようになっている。 

 

Ⅳ-ⅰ．体育倉庫 

箱を押して赤いマークの上に置く簡単なパズルになっている。 

 

真ん中の箱を左へ 2 マス押す 

→真ん中の箱を上に 2 マス押して赤いマークの上に置く 

→左の箱を左の空間へもっていく 

→左の箱を上の空間へもっていく 

→右の箱を左の箱があった空間へもっていく 

→一番上の空間にある箱を一番下の赤いマークへ置く 

 あとは左の空間の箱を右に押して完了  

 

イベント後、校長室の鍵を入手 

何度もやり直して簡単モードにしていなければアルファノールと空き瓶も手に入る。 

 

校長室の紫の幽霊から青く光る粉末とビデオテープと中庭の鍵を入手。 

中庭に向かうことになる。 

 校長室の奥の本棚を調べた後、図書室に行き赤い本を入手し校長室の本棚に差し込むと、校長室裏の隠し部屋に

入ることができる。（スルーして進行可能） 

 

Ⅳ-ⅱ．中庭 

正しい道を通らないとループしてしまう。 

マドハンドは透明なので HP は余裕をもっておきたい。 

入り口の白骨からヒントが入手できる。 

 

 ・正しいルート 

   白骨の部屋から 

↓→(アルファノール)  ↓↓←↑↑←（スプレー缶）  ↓↓←↑↑→→↑←(焼却炉) 

↓↓←↑↑→→↑↑→(実習棟渡り廊下の鍵) 

焼却炉でビデオテープ破壊は TrueEND 条件です。 

 

しばらく保健室に戻れなくなるのでやり残したことは終わらせておこう。 

 

実習棟渡り廊下に行き鍵をあけると野いちごを入手、その直後λのような植物モンスターに襲われ戦闘となる。 

スプレー缶とアルコールランプ残量がある場合炎、ない場合投石で応戦、炎だと早く終わる。 

正面から攻撃しても消化液で相殺されてしまうので、曲がり角を利用して当てるほうが命中させやすい。 
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野いちごは強力な回復アイテムだが後に無限回収可能なので危なくなったら即使ってしまって問題ない。 

 

←うまく地形にひっかけてしまうのも手。 

ひっかける例、この状態から後は右上から攻撃して戻ってまたひっかけるの繰り返し。   

 

戦闘後イベントが発生し井戸の中へ強制移動 

以後空間のねじれが使用不可能になる。 

 

 

 

 

 

Ⅴ．６年教室の鏡で集合するまで 

空き瓶がある場合、水を入れて持ち運べる、水を飲めば空き瓶に戻る 

殺虫剤や玉虫色の液体で使ってない場合瓶のストックは 2 つあることになる 

地下水路でも空き瓶を一個拾える。 

 

蜘蛛は基本的に無害（接触してもダメージはない）、ただし糸にひっかかると攻撃してくる。 

糸を吐く蜘蛛もいるので注意。黒い部分は穴ではなく普通に歩ける。 

先へ進み、学生寮に入り一番奥の食堂の鍵を入手 

戻るとき掃除用具入れからゾンビが出てくるのでよけながら入り口にあった食堂を目指す 

食堂で潤滑油と踏み台になりそうな椅子を回収し地下水路に戻る 

 

地下水路のレバーに潤滑油を使い水位を操作しながら左へ向かう 

途中で潤滑油を回収する、蜘蛛の巣が石の足場のせいで見えにくい 

潤滑油を使い水位を上げて奥に進むとイベントが発生し、鬼ごっことなる。 

一定歩数走り回ればクリアとなる、敵が４体と多く、往復する炎の仕掛けがある。 

難易度がノーマル以上だと追尾する紫の炎が追加される 

一定歩数走り回れば終了なのでとにかく走る。 

 

終了後、イベントが発生し、幽霊の少女が仲間に加わる 

 常時千里眼を使っている状態になり敵が出現しなくなる 

 

幽霊少女が壊した壁のほうに進んでいく、 

途中に透明のカケラ、ゼータチリンが落ちている 

先へ進んで脱出し、植物モンスターに襲われた井戸の場所に向かうことになる。 

 

1-2 少女を蟲から救出してるなら先に 1-2 へ向かう。行かなかった場合 NormalEND となる 

1-2 の鍵は購買で買える 

1-2 少女を保健室に連れていった後、護符なしで保健室のベットが利用できるようになる。 

 

井戸に到着すると幽霊少女が離脱、幽霊少女を探すことになり、マドハンドのいた中庭へ行くことになる。 
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この状態で 1-2 少女を蟲から救助して保健室に連れていっていない場合 1-2 へ向かうと BADEND となる。 

（この時点で 1-2 少女の救助は不可能になる＝NormalEND 確定、注意！） 

 

―寄り道イベント 

校長室でビデオを焼却していた場合、図書室前の白骨から透明の欠片と青い珠を入手できる。 

ゼータチリン（井戸から出る時に拾える）を使えば理科室奥のロープを燃やして入ることができる。 

人体模型に青い珠→赤い珠とはめると目玉の模型（霊力回復）が何度でももらえるようになる、赤い珠を先には

めると BADEND 

幽霊少女と一緒にいるとロッカーが開けれないので人体模型とは会えません 

人体模型の修復が TrueEND 条件です  

 

入ってすぐの光っている穴の光を調べるとイベントが発生し、6 年教室のトイレ(赤い珠を拾った場所の奥)へ行くこと

に 

ねじれは使えないので歩いて向かうことになる。 

 あちらこちらの掃除用具入れからゾンビが出現するようになっているので注意 

白い目玉のいる廊下の入り口にあったキノコのはえていた白骨から透明のカケラを入手 

6 年教室のトイレの中の依頼人を救助し黒ずんだ縄を入手。これを使い中庭の穴を降りていく 

 

Ⅴ-ⅰ．中庭地下 

入り口の白骨から赤色の花を入手 

紫のエリアは全て毒沼になっている、毒状態で HP が徐々に減っていくのでさっさと通り抜けてしまう。 

 

 なお毒のダメージは毒沼によるダメージではなく毒沼を踏んで発生した毒状態によるダメージなので沼から

出ても解毒しない限り継続する。 

幽霊の少女と合流し、6 年トイレの鏡へ戻ることになる。 

1-2 少女がいるなら先に保健室で少女と合流しておく 

 

Ⅵ．NormalEND まで 

6-1 でイベント後、男子寮の鍵と黒ずんだ縄を入手 

学生寮へ向かうことになる、（焼却炉の扉を開けていれば 短ルートは↓→↑→、開けてないなら橄欖石の通りに） 

 

Ⅵ-ⅰ．学生寮 

 

―寄り道イベント 

学生寮 1 階の鍵がかかった扉の奥にいる目玉から様々な教室の鍵を購入できる 

基本的に寄り道イベントしかないですのでストーリーを進めるだけなら無視で問題ありません。 

TrueEND に到達する場合はここのイベントを進行する必要があります。 

 アイテムの購入には黒く濁ったカケラが必要、透明のカケラではないので注意。 

 

着用済み（ロッカーで着替えればプールに入水する必要はなし）スクール水着を所持している場合、 

白いスクール水着と交換してもらえる（BADEND のスク水の CG が白に変化する） 

白も着用済みにして会話した場合、紺色に戻してもらえる。 
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3 度目の着用済み交換の後、会話後に謎の羊皮紙の破片を貰える。 

以降 3 回交換する度に 

緑いろの草、毒々しい茸、透明なカケラ、黒く濁ったカケラ 

からランダムで１個貰える、交換してもらえる回数は無制限、 

アイテムを使いすぎて実験器具の材料が不足した場合、ここで調達可能。 

 

理科準備室で拾った謎の羊皮紙を所持していればアイテム覧から謎の羊皮紙の破片を使用することにより 

黒い羊皮紙となる。 

黒い羊皮紙を使うと五芒星が出てくる。 

五芒星が正位置の時に使用で持続的に HP 回復 

五芒星が逆位置の時に使用で BADEND 

黒い羊皮紙は CG モード開放の条件です。  

 

学生寮 2 階でイベント発生後、鈍く光る物を集めることになる 

千里眼状態じゃないと見えないランダムに動く首吊りトラップがあるので注意 

実験器具を使えば配置を初期化可能なので通路に詰まっていたら使うといいかも 

一番右上の部屋、左上の首吊り遺体を 5 回調べると千里眼なしでもトラップが見えるようになる 

 

全て集めたら職員棟渡り廊下の鍵を入手 

それと一緒に空間のねじれも使用可能となる 

 

Ⅵ-ⅱ．科学部室 

TrueEND には関係しない寄り道イベントです。 

終的に一部のダメージを半減するアイテムがもらえます。 

 

科学部室は部室棟ねじれから出た場所の右奥にある。 

中に入ると材料(水、洗濯のり、空色の粉末)を集めてくれと言われる。 

 

水（井戸で汲む、空き瓶が必要） 

洗濯のり（家庭科室入り口のポリバケツ） 

空色の粉末（実験器具で作る） 

ねじれを使うと早いが HP の消耗が激しい、美術室のねじれから簡単に回収できる野いちごを使うと楽 

材料を渡すとスライムが誕生、接触すると BADEND になる。 

 

スライム誕生後、給食室クリア後 or 実験器具の中の箱で手に入る溶けない氷を幽霊に渡すと、S シールド βがもらえ

る。 

所持していると床の転落や武器による衝撃や打撃攻撃のダメージ、ねじれワープの圧力ダメージを減少する 

 ねじれダメージが 50→25 になったのでダメージ半減の効果だと思われる。 

 

職員棟渡り廊下のねじれから出た場所を左に進めば木の板を入手 

校長室の裏で使うことができる（スルー可） 

使った場合、黒く濁ったカケラを入手 
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職員棟渡り廊下のねじれから出た場所を右に進めば給食室となる。 

 

Ⅵ-ⅲ．給食室 

寒さで徐々に HP が減っていく中、鈍く光る物を 10 個集めることになる。 

結構広く、滑る床の仕掛けもありそれなりに迷うので HP の減少は結構痛い 

地下から出れば、箱の配置はリセットされるが集めた数はリセットされないので、危険と感じたら出て回復しよう。 

脱出が間に合わない場合、実験器具を使って器具内で霊力を回復しながら進行も可能。 

1 つだけ完全に壁に囲まれているのは欠片ではなく別のアイテムですので無視して OK です。 

 

全て集めたら出現するねじれで溶けない氷を入手可能、科学部室のイベントで使える 

後の目的地の体育館へ向かう 

 

体育倉庫を左へ行くとイベント発生 

 

1-2 少女をスルーしてた場合、脱出して NormalEND となる 

クリア特典として 

・透明のカケラを再プレイ数*1 個所持（上限 10 個） 

・ 大霊力を再プレイ数*10 上昇（上限+100） 

・霊力回復速度の上昇（10 段階まで） 

この状態で 初からスタートすることができる。（強くてニューゲーム）  

 

Ⅶ．空間の狂った廊下直前まで 

1-2 少女を救出していた場合 END にはならずこのルートに突入する 

 

部屋から出るとそよぎちゃんがいるので追いかける。 

魔方陣に入り落ちている紙を調べて血の滲んだ紙を入手。 

奥の壁は青い炎に話しかけると消える、先に進むために全ての青い炎に話しかけること 

 

Ⅶ-ⅰ．旧校舎 

魔方陣から戻ると大蛇と遭遇する、大蛇は何度も接触すると HP が残っていても死亡となるので必ず回避すること。 

また大蛇は隣の部屋に逃げてもしつこく追尾してくる、何度もマップを切り替えると見失って追いかけてこなくなる。 

旧校舎は輪のような作りの 6 部屋構成+脇道のような作りになっている。 

 

北西 北 北東 

南西 南 南東 

 

この 6 つの繋がりを大蛇は巡回している 

血の滲んだ紙を使えば大蛇が旧校舎のどこにいるかがわかる。遭遇しないようにうまく動こう 

大蛇に追われてる間はイベントの進行ができないので注意 

 

北の部屋の白骨から黒く濁ったカケラを一個入手 

そよぎちゃんが 初でてきた魔方陣（北西）の中に青い炎がひとつある 



- 11 - 

南の小部屋（魔方陣がある部屋）の青い炎に話しかけると水晶玉が出現するので調べる。 

調べるとイベントが発生しはぐれた仲間の状況がわかる。 

その後、部屋左下の白骨から黒く濁ったカケラを一個入手 

部屋の南の魔方陣から男子寮に移動できる、大蛇に追われている場合は魔方陣が反応しないので注意 

 

―寄り道イベント 

男子寮では 2-2 の鍵と実験器具の下の箱の鍵が購入可能。実験器具の下の箱から 

・アルファノール*3 ・空き瓶 ・溶けない氷 を入手 

 

2-2 教室は 

上の入り口から入り緑いろの草を 3 個入手 

下の入り口から奥へ進もうとすると BADEND 

後に通行可能になります（TrueEND 条件の 1 つが奥にあります。）  

 

全ての青い炎との会話を終えれば壁が消えて奥に進めれるようになる。 

迷路になっている、先に進むには脇道に入らず幅の広い道だけを進んでいればいい。 

一番奥の青い炎に話しかけると迷路入り口と繋がったワープが出現する。 

迷路左上に透明のカケラ 

右上（回り道しないととれない）に黒く濁ったカケラがある 

 

入ると細い通路で蝶から逃げまわることになる、うまく誘導して逃げまわること。 

逃げ続けるとイベントが発生し保健室へワープして、再度細い通路の場所へ戻ることになる。 

 

先程の細い通路の場所の言霊と会話すると 

蛇が巡回しているエリアの北東に魔方陣が出現する。 

そこから書道部へワープする 

 

Ⅶ-ⅱ．書道部 

入り口で赤く濁った旧校舎の鍵を入手し一番奥へ向かう。 

一番奥へ到達し書道部の鍵を回収後、来た道を思い出して戻ることになる 
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赤は穴ルート 

どうしょうもない場合みずなに 5 回話しかければアルコールランプを貸して貰える。  

 

戻ると黒く濁ったカケラが入手可能、しかし黒い悪霊に触れると即死 

さらに戻る時にまた真っ暗になる（落ちたら当然即死）なので無理して回収するものでもない。 

後に楽に回収できる方法はあるのでその時に。 

 

再び旧校舎へ。 

 

旧校舎に入ってすぐの部屋（大蛇巡回エリアの南）に紫の魔方陣がある、 

中の言霊と会話し、左（南西）へ向かうと入り口に魔方陣があるような部屋があるので入る。 

 

廊下の 初の小部屋の白骨から緑色の草を入手 

一番奥の部屋に入るとイベントが発生、 

10 個のカケラを集めながら 6 年男子便所の男から逃げまわる事になる。 

狭い場所で敵は高速で動くので野いちご等の回復は準備しておきたい。  

 

Ⅷ．そよぎちゃんと保健室で再開まで 

イベント後、細い廊下（逃げまわってた場所）に戻り、言霊に話かけて奥へ進む。 

この先に進むと玉虫色系のアイテムはしばらく使用不可能になります。 

 

廊下について。 

部屋 1→短い廊下→部屋 2→長い廊下→部屋 1 

のような感じで無限ループとなっている（輪のようになっていると思えばいい） 

どっちを選んでも結果的には先には進める。  

奥にいるとそよぎちゃんがいるので好きなルートで追いかける。 

 

①そよぎちゃんをそのまま追いかける場合 

廊下は青い魔法陣を踏むと加速、紫を踏むと減速する。 

・あっちこっちにちょっと飛び出ている鉄針は踏むと即死級のダメージ 

を受ける（科学部室の S シールド βを所持してる状態で 90 ダメー

ジ近く、所持していない場合即死） 

左上のほうにわかりにくい出口がある、魔法陣が青紫斜めに設置され

ている感じ。（左右ループしてます） 

 

 

 

 

②右の脇道に入った場合（TrueEND 目的の場合こちらのルートを通ること） 

箱を押して穴に落として進む。 

黒い悪霊に触れると専用 BADEND。 

途中に透明のカケラ一個 
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黒い悪霊のいる部屋の実験器具からアルファノール、デルタイト、イタキシルを入手 

右奥の本棚は必ず調べて読んでおくこと（TrueEND の為の必須アイテムの制作条件開放） 

 

通り抜けたら奥の光の指している入り口に入り、祠の言霊に話しかけて戻り魔法陣へ 

どこかの教室へ飛ばされる(用務室の真上、給食室の隣あたり)、飛ばされたら燭台を調べて脱出。 

 

男と再会してパズルを解くことになる。放棄して脱出しようとすると BADEND 

 

千里眼を使って左上の円でエンターキーを押すと難易度低下 

さらに調べると 9 マス 

さらに調べると真ん中一回押すだけでクリア扱い。 

 

真面目にクリアしても特に何かあるわけではない。  

イベント後保健室へ飛ばされる。  

 

Ⅸ．ラストボス手前まで 

そよぎちゃんと再開したら旧校舎へ 

保健室のそよぎちゃんと話しかければ同行 or 待機してもらえる 

 

そよぎちゃん同行中 1-1 へ行って骨（ゲーム開始時に話しかけてきたやつ）を調べるとちょっとした会話イベント。 

 

用務員室（給食室のあった場所）にある蔦から上の階層へ移動し、西にある入り口へ入る 

そこの中心の魔法陣を調べると男と再会できる、会話イベントがあるだけ、人体模型を修復した場合いません。  

 

人形修繕イベント(TrueEND 条件) 

ⅰ．人体模型の部品と注射器の回収 

まず、そよぎちゃんと同行して 2-2 教室の下の入口に入ります（一緒に入らないと即死イベントで進めません） 

2-2 の鍵は男子寮の目玉から購入します。 

奥から肺の模型と黒く濁ったカケラ、透明のカケラ 2 個を入手します。 

そよぎちゃんを保健室で待機させ（同行すると人体模型がいません）人体模型に肺の模型を返し、弓道部の鍵をもら

います。 

弓道部の場所は部室棟の野球部から南に進んだ場所です。 

弓道部内の白骨から緑いろの草 

奥の砂山から注射器を入手人形修繕アイテム 

 

ⅱ．人体模型の修復+人形修繕イベント開始 

次に目玉から用務員室の鍵を購入し用務員室へ向かう。場所は給食室（冷凍の場所）の右 

用務員室内で白いビンと右脳の模型を回収できる。黒い悪霊は専用 BADEND です。 

人体模型に右脳を返すとイベント発生。 

隠し部屋へ移動し、頭しかない人形を修繕するイベントが開始する。 

人形の体、針と糸、溶液、注射器を集めることになる。 

注射器は弓道部で拾えます、前述参照。隠し部屋の奥で黒く濁ったカケラと、透明のカケラ入手 
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ⅲ．針と糸（裁縫セット）と人形の体入手 

男子寮で目玉商人にそよぎちゃんといるときに話しかけて 

透明のカケラ、黒く濁ったカケラ、図書室の鍵入手 

図書室の下の扉（家庭科室へワープして上の階に上がってすぐ左の扉）に入れるようになる 

中の本棚を調べると実験器具で塩を追加。溶液の制作条件です、奥で木の板を入手。 

同時に人形の体を図書室の上の入り口（アルコールランプがないと暗い部屋、殺虫剤のレシピがあったりした場所）

で回収する。 

 

木の板は男子寮の左側（女子寮）で使う、そよぎと同行の場合、何もいないので待機させる。 

そよぎちゃん待機時に男子寮左側へ行くと上半身だけの生物と接触可能、BADEND が見れる。 

奥へ行くと黄色い人魂がいる、くまの人形を探してきて欲しいと頼まれる 

くまの人形は男子寮 2 階(首吊り地帯)にある、そよぎちゃんがいないと首吊り END となり回収できない。 

人魂にくまの人形を渡すと裁縫セット入手人形修繕アイテム 

 

ⅳ．溶液 

実験器具を利用して作ることになる 

溶液のレシピは旧校舎南西から進むエリアの箱押し部屋の本棚で入手 

材料のイタキシルもレシピ周辺に落ちています。 

塩は実験器具で制作 

 

塩のレシピは図書室（裁縫セット進行中に手に入る） 

材料の白いビンは用務員室 

茶色いビンはストーリー進行後に回収できるので放置で問題ありません。 

 

注射器、裁縫セット、人形の体、白いビン、塩と溶液レシピ入手済 

さらに玉虫色の粉末と玉虫色の液体のイベントを一回ずつ進行はしておくこと 

玉虫イベントを進行していない場合、少し進めれば進行可能な状況になりますのでそのまま進めてください。 

ここまで進めておけば大丈夫です、先に進んでください。  

 

旧校舎に入ってすぐの紫の魔法陣を調べて離符を入手 

そよぎちゃんと別れて紫の魔法陣の中のクリスタルに離符を貼る 

そよぎちゃんと再開してクリスタルを調べる、破壊後、保健室へ戻る。 

イベント後、クリスタルの中にあったねじれを調べて、旧校舎南東へ。 

ワープ先で茶色いビンを入手、魔法陣から旧校舎の朱い鍵を入手。 

右上の施設(体育館)へ入る。 

 

体育館内は黒い悪霊がいっぱいいる、魔法陣のある場所は悪霊は通れないのでうまく避けて右側から脱出する 

 

体育館裏で拾ったビンで人形修繕に必要な溶液の材料が集まるので制作して 

魔法陣の部屋の隠し部屋へもっていく（給食室のある廊下の蔦を登り上の階層へ） 

 

イベント後、TrueEND 条件はこれで完了となる。 
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黒い羊皮紙をもっていた場合、修繕した人形を調べるとちょっとした CG イベントが見れる。  

 

脱出したら再びねじれを使って旧校舎へ、入るとイベント発生 

この時点で保健室の玉虫アイテムは再度使用可能になる 

旧校舎の大蛇巡回エリアの北東へ向かう(右上角にある方ではなく脇道の魔法陣に入る） 

左下に黒く濁った欠片、右下のクリスタルに触れるとイベントが発生し脱出することになる 

戻る途中効果音と同時に矢印が表示されることがある、 

矢印というより剣の形と言ったほうがわかりやすい？ 

剣の取っ手の部分を押すと落石回避、押さないと落石に潰されて即死 BADEND 

 

脱出すると男子寮地下の蜘蛛の巣エリアに出てくる、北に進めば男子寮前に出るのでそのまま旧校舎へ向かう。 

結界の中に入るともう後戻りができない やるべき事は終わったなら中に入りラストボスへ 

 

Ⅹ．ラストボス戦からエンディングまで 

結界を壊しながらそのまま進む、 

イベント戦（敗北確定）後、ラストボスとの戦いになる。 

 

Ⅹ-ⅰ．ラストボス戦 

戦闘はツクールおなじみのターン制バトルです。 

みずな以外は自動で行動します。 

 

みずなは毎ターン HP が 25、霊力が 100 回復します 

怨念開放と呪言の刃以外は界符で無効にできます、怨念開放は刻符を使えばダメージ半減となります。 

怨念開放をチャージ後、発動するターンは必ず先手を取ってくる（刻符発動時のみ二番手）ので 

HP にはあらかじめ余裕を持たせておくこと。 

逆にあらかじめ刻符をはっておけば怨霊解放発動後に後手になるのを利用して参符で蘇生し 

次ターン開幕界符を使えば呪言の刃が飛んでこない限り比較的楽に立て直せます。 

呪言の刃からの立て直しさえうまくやれば負けることはないです。回避が高いのか結構攻撃がはずれます。 

呪言の刃を使うか使わないかもあって運次第ではあっさり勝ってしまうことも 

人面犬は 大 HP が高いからか、1.5 倍近くダメージを受けます 

みずなは 大 HP が低いためか、すべてのダメージを半減します 

よって全員の HP は 400 前後程度だと思えばいいです。 

 

そよぎ姉と人面犬は戦闘開始時 MP0 で通常攻撃しかしませんが 

目玉の模型等の MP 回復アイテムを利用して MP を回復するとスキルを使うようになります。 

それぞれのスキル 

 

そよぎ姉 

地符 MP60 消費 800 程度のダメージ 

天符 MP160 消費 2200 程度のダメージ 
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人面犬  

連続攻撃 MP100 消費 700 程度のダメージで 3 連続攻撃 

咆哮 MP200 消費 数ターンラストボスが行動不能に 

 

回復アイテムを大量に持ち込んで人面犬に咆哮連打してもらうだけで完封できる模様。  

 

ラストボスの攻撃パターン（ダメージはそよぎ姉基準） 

連続攻撃 単体 80 ダメージ前後を 2 回行動  

単体攻撃 単体 80 ダメージ+金縛り（数ターン行動不能） 

呪言の刃 単体 999 固定ダメージ（みずなには無効）符で守っても即死する、一番危険 

業火の怨み 全体 60 ダメージ程度 

怨念開放 初にチャージして次のターン全体に固定ダメージ（みずな 250 そよぎ姉 500 人面犬 750） 符の結界は

すべて解除される 

呪詛 HP2000 前後回復 

 

人形修繕が終わってた場合。 

人形修繕を完了していた場合、撃破後に第二形態に突入します。 

防御力と攻撃力が増加し、符も解除してきたりとやたら強いですが・・・・ 

みずなが死亡するとイベントが発生し、 終決戦に。 

みずな達が強化され第一形態と同じ戦法で問題なく勝てます。 

怨念開放を食らうと即死なのもかわりません。 

 

男子生徒はそよぎ姉と同じくらいの強さです、怨念開放で受ける固定ダメージは 500 

男子生徒の AI が回復優先なのかちょっと HP が減っていると霊草を使用し MP が切れて通常攻撃だけになってしまう 

毒刃による毒状態が有効なのでできる限り HP は全快を維持し毒刃を発動させたい。 

 

 

男子生徒スキル 

霊草 MP50 消費 単体の体力回復 

毒刃 MP35 消費 通常攻撃と同程度の威力+毒状態 

ナイフ MP25 消費 滅多に発動しない？ 

 

敵追加攻撃パターン 

無慈悲の吐息 全体？ダメージ、界符がないと即死？ 

難易度がノーマル以下だと呪言の刃をまったく使ってこなくなる模様？  

 

Ⅹ-ⅱ．脱出 

ラストボス撃破後、6 年教室の鑑まで走ることになります 

スタート地点は旧校舎 深部の祠です 

 

途中の怨霊(黒い鉄球にしか見えない)に触れるとダメージはないですが移動速度が低下します。 

結界は使えないので井戸底経由でマドハンドのループ中庭に出るルートで本校へ戻ります。 
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井戸底はそよぎの壊した壁のほうに行かないで南に進むと人魂さんが橋をかけてくれてショートカットできます。 

序盤の保健室入れるようになった直後あたりの資料室の鍵を持っていた幽霊に救急セットを持って行かないと出てこ

ない模様。 

 

本校へ戻った後、女子トイレ（中庭から校舎に入ってすぐの場所）に入ると花子さんがいる。 

保健室で玉虫色の液体イベントを遂行しておかないと出現しない模様 

花子さんに話しかけると一階の花子さんのいたトイレへワープさせてもらえる 

このイベントを遂行しなかった場合、GoodEND となる。 

 

1-1 教室（スタート地点）の骨に話しかけておくとエンディング時にちょっとした会話イベントが追加される模様。 

 

6 年教室の鑑で脱出後ついにエンディング 

特に何もせずクリアした場合 EndlessEND となり NormalEND2 週分と同じ特典をもって再スタート。 

人形修繕を終わらせていた場合、GoodEND となり、NormalEND3 週分と同じ特典+おまじない『鷹ノ目』を習得で再ス

タート 

人形修繕を終わらせさらに花子さんのワープを利用した場合、TrueEND となり NormalEND4 週分と同じ特典+鷹ノ目で

再スタート 

鷹ノ目を使用すると画面が明るくなります、暗いのに慣れていると眩しくて見えにくいレベルに明るくなります。 

 

黒い羊皮紙を所持していた場合、再スタート時、アイテム欄に紅い羊皮紙が入っている 

使用することにより CG モードへ移動  


