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Roll the cubes. Make a story.
Tira los dados. Inventa una historia.
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遊び方

ご家族やお友達といっしょに、
順番にストーリーをつくってみよ
う。
まず９つのキューブをふります。
最初は
「むかし、
むかし、
・
・
・」
などではじめます。
最初に目についたイラストからスタートし、
９
つそれぞれのイラストから連想できることを繋げて、
想像力を働
かせてストーリーをつくっていきます。
ストーリーの序章、
本題、
終章にそれぞれ３つのキューブを使用すると良いでしょう。
ルー
ルは１つだけで、
間違った答えはないということです。
自分だけのスーパーヒーロー：まず３つのキューブをふりそれ
らを使ってストーリーの主人公をつくります。
それから９つす
べてのキューブをふり、
あなたのつくったヒーローのストーリ
をはなしてみよう。例えば古代エジプトのピラミッドにいるあ
なたのヒーローに何が起きた？または亀さんの友情物語なん
てのも。
壮大な物語：最初のプレイヤーは９つすべてのキューブをふり
それらを使ってストーリーの序章を組み立てます。
引き継ぐプ
レイヤーたちは９つのキューブをふりそれぞれの章を付け加
えていきます。最後のプレイヤーはストーリーをまとめ、素晴
らしい壮大なストーリーに仕上げて下さい。
アイデアが出てこないときは：好きな映画、本、
テレビ番組を
取り上げてみよう。
それらのキャラクターや背景を利用してみ
ると新しい想像性の豊かなストーリーが広がっていくのでは？
想像力を使おう：ローリーズストーリーキューブスの様々な

遊び方が世界中で考えだされています。
あなたはどんな遊び
方を考えつきますか？フェイスブックに投稿してみて下さい。
https://www.facebook.com/storycubesinjapan
で共有してみましょう。
キューブキッズ・アンバサダー募集中
「キューブキッズ・アンバサダー」
とは？
RSCを使い、
その使用風景や感想、
使い方のヒントを広める活
動にご協力いただける団体／教育機関様です。
応募資格を満
たすことを条件に、
商品無償貸与などの特典を受けることがで
き、
RSCを学校の授業やワークショップなどで自由に使用でき
ます。
子どもたちの未来の可能性を伸ばす教育活動を支援す
る社会貢献活動の一環です。
【アンバサダー特典】
・合計3セットまで、無償で貸与 ※マックス版は2箱、
オリジ
ナル版は3箱まで
・開発元
（英国）
へのフィードバックや、
交流ができるなど
【開発者Rory O’Connor氏のメッセージ】
RSCを使い始めると、
すぐに想像が膨らみ、
気軽に自分のアイ
デアを言葉や絵や音楽で伝えたり、
共有したりするようになり
ます。RSCのアンバサダーになる方々は、私たちにとって特別
な存在です。
アンバサダーの皆さまがRSCをいろいろな人たち
と共有することで、小さな魔法が広がることでしょう。
ぜひ、
お
友だちやご家族と一緒に、
創造性を養うエクササイズを楽しん

で欲しいと思っています。
ふたたび、
日本の皆さまにお会いでき
ることをとても楽しみにしています。

【お問い合わせ】 info@rorysstorycubes-japan.com

How to play
When playing with family and friends take turns as the
storyteller. The storyteller rolls all 9 cubes. Begin with
‘Once Upon a Time’ and tell a story that links together all
9 face-up images. Start with the first image to grab your
attention. Use three cubes for the beginning, three for
the middle and three for the end of the story. There is
one rule: there are no wrong answers.
My Hero: Roll three cubes and use them to create
a character. Now roll all nine cubes and tell a story
featuring your hero. What will happen when your hero
finds herself at the pyramids in Ancient Egypt, or with a
turtle for a sidekick?
Epic Stories: The first player rolls all nine cubes and
weaves the opening chapter. Taking turns, each
consecutive player adds a chapter to the story. The last
player must tie up all the loose ends and bring the story

to its epic conclusion. Add different sets of Rory’s Story
Cubes® to give your stories a whole new dimension.
Stuck for ideas? Pick your favourite movie, book or TV
show. What new and imaginative stories can you spin
using these characters and settings?
Use your imagination. Around the world, people are
inventing their own ways to play with Rory’s Story
Cubes®. What fun ways to play will you discover?
Join us on Facebook and Twitter!

Cómo jugar
¡Juega con familiares y amigos! En cada turno, un
nuevo narrador tirará los 9 dados y comenzando con
‘Erase una vez’ tendrá que contar una historia que una
las 9 imágenes resultantes. Comienza con la primera
imagen que llame tu atención. Utiliza tres dados para el
principio, tres para el desarrollo y los tres últimos para
el final de la historia. Solamente hay una regla: no hay
respuestas erróneas.
Mi héroe: Tira 3 dados y utilízalos para crear un
personaje. Después tira los 9 dados y cuenta una
historia con el héroe que has imaginado. ¿Qué pasará

cuando aparezca en las pirámides del antiguo Egipto,
o cuando descubra que su compañera de aventuras es
una tortuga?
Historias épicas: El primer jugador tira los 9 dados e
inventa un capítulo de introducción. Por turnos, cada
jugador irá añadiendo un capítulo a la historia. El último
jugador debe atar todos los cabos sueltos y llevar la historia
a un final épico. Mezcla varias ediciones de Rory’s Story Cubes®
para darle a tus historias una nueva dimensión.
¿Sin ideas? Escoge tu película, libro o programa de
televisión favorito. ¿Qué nuevas e imaginativas historias
puedes crear utilizando estos personajes y escenarios?
Utiliza tu imaginación para inventar tus propias formas
de jugar con Rory’s Story Cubes®. ¿Cuántas divertidas
maneras serás capaz de descubrir?
¡Síguenos en Facebook y Twitter!
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