
説 明 書  

セット内容物

私の「青春農場」には白菜、玉ねぎ、ニンジン、牛、ウサギ、豚があります。
白菜はある涼しい秋の夜、太郎ん家の畑でこっそり取ってきたあの白菜です。

ニンジンは、うちのわんちゃん「ラッキー」が畑を荒らして取ってきたあのニンジンです。
ウサギは十六になる年、母に隠れてこっそり育てたあのウサギです。
豚はうちの農場が閉業したあの日、最後まで一緒にいたあの豚です。

以上、青春農場に込められた私の話でした。
あなたの「青春農場」には、どんなお話がありますか？
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家畜カード17枚

ルールカード／キャラクターカード
4枚（プロモーションカード）

アクションタイル9つ 農場4枚 説明書1部

作物カード15枚 スタートカード10枚 シーズンカード4枚 資金トークン40個

農場カード

青春農場



ゲームの準備

内容物のセット例示

① �アクションタイル(9つ)を混ぜます。テーブルの中央に見えないように裏返して、「内容物の
セットイメージ」のように置きます。この時、アクションタイルはプレーヤーみんなの手が届
くところがいいです。各タイルの間隔を空けておいてください。

② �各プレーヤーは、農場１枚と初期資金2円(1円トークン二つ)をもらいます。プレーヤー
に配り終えて、残った資金トークンは内容物セットイメージのようにキープしておい
て使います。また、季節カード(4枚)とスタートカード(10枚)を除いた農場カードを見
えないようによくシャッフルしておきます。プレーヤーはスタートカードの中で2枚を
見えないようにしてもらってから自分の農場に置きます。

→ �農場の上段2枚は家畜(垣根表示)、下段2枚は作物(畑表示)で構成されており、自分の持ち農場
(家畜、作物)によってそれぞれの表示(垣根、畑)の上に置きます。

→ プレーヤーに配り終えて残ったスタートカードは使いません。
③ �混ぜておいた農場カードの中で、見ないで3枚を抜き取ってから内容が見えるようにし

て広げておきます。これを「購入農場カード」といいます。購入農場カードは常に3枚
のカード内容が見えるように置きます。

ゲームの進め方

勝利条件

④ �購入農場カードに使ってから余った農場カードはよく混ぜ、下のように4つに分けます。�
シーズンカードを順番にそって4つの購入農場カード間に置きます。8枚ごと季節カード
がくるようにし、順にカードを合わせて一つにします。これを使わない農場カードとい
い、購入農場カードの隣に置きます。

⑤ �資金トークンは、農場の左側に置きます。販売を通じて返却されるカードは販売カードの山
に置き、使ったシーズンカードは順にシーズンカードの山に置きます。最後に、キャラクタ
ーカード1枚を分け持ち、最近農業をした経験があるプレーヤーからゲームを始めます。

冬まで誠実に農場を営んでもっとも多くの収益を上げたプレーヤーが勝利します。

農場カードの4つの山

8枚スタートカードの山3枚

＊冬のカードが一番最後に出ます。

裏返して入れる。

8枚 8枚 8枚

8枚 春カード 夏カード 秋カード 冬カード8枚 8枚 8枚

先に始めるプレーヤーから時計回りで進めます。
各プレーヤーは自分の番で合わせて3ターンのアクションを行い、すべてのアクションを終
えると次のプレーヤーが進めます。すべてのプレーヤーは1～3ターンを行うことになりま
す。(ただし、3ターンの場合例外条項を参考する)

進め方

4人ゲームセット例
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① アクションタイル
と資金トークンの山

⑤ �販売カード／シーズン
カードの山

③ 購入農場カード（3枚） ④ 農場カードの山

② 農場



 資金タイル
資金タイルを選んだプレーヤーのみ、資産が底をついたとき、営農資金を
２円もらえます。資金トークンの山から２円をもらいます。もし、もらえ
る資金トークンがない場合にはターンを終了して次のプレーヤーに行きま
す。ただし、下記の条件にあたる場合のみ、もらえることができ、そうで

ない場合にはターンを終了して次のプレーヤーの番になります。
→ 営農資金を受け取る条件

① 農場カード(家畜、作物)と資金トークンをまったく保有しておらず(二つの条件をすべて満たす)
② �農場カード(家畜、作物)を１枚以上保有しているか、資金を１円以上保有した場合には営農資金は

もらえません。

 販売タイル
販売タイルを選んだプレーヤーのみ、自分の農場にある農場カード(家
畜、作物)を希望する分販売して収益を得られます。収益は資金トークン
の山から販売価格を合算した金額を持ってきます。販売した家畜や作物は
販売カードの山に置きます。

＜1ターン＞
アクションタイルを選ぶ

裏面

表面

裏面

＜2ターン＞
アクションタイルを裏返す

経営する

アクションタイル
＜ポイント＞「タイルを選ぶ」とは、タイルを見えるように裏返すことをいいます。

 購入タイル
購入タイルを選んだプレーヤーのみ、購入農場カード3枚のうち1枚を選
んで購入します。プレーヤーは資金トークンの山に購入価格の資金を払
って、購入農場カードの中で1まいを持ってきます。その後、農場カー
ドの山から1枚を広げて購入農場カードの山に置きます。(購入農場カー

ドは常に3枚を維持します。)
→ �農場カードは家畜カードや作物カードの２種類に分けられます。農場には最大限家畜2枚、作物2

枚までキープすることができます。
→ �農場にカードを置くスペースが足りない場合、農場カードを購入することはできません。その場

合、販売を通じて農場の交換を確保しておく必要があります。

 交換タイル
交換タイルを選んだプレーヤーのみ、自分が保有している農場カード(家
畜、作物)の中で1枚を購入し、農場カード3枚(家畜、作物)の中で希望する
カード1枚と交換します。
→ この時、交換するカードの種類(家畜、作物)が一致する必要はありません。

 休憩タイル
休憩タイルを選んだプレーヤーのみ、ターンを休み、次のプレーヤーの番
になります。

①［1ターン］アクションタイルを選ぶ
プレーヤーは9つのアクションタイルのうち一つを選び、
タイルの内容を確認します。ただし、他のプレーヤーが
タイルの内容を確認できるよう、選んだタイルの表面が
見えるようにその場で裏返して置きます。

②［2ターン］アクションタイル裏返し
アクションタイルの内容とその機能を確認してから、ア
クションタイルが見えないように再度本来の位置に裏返
して置きます。

③［3ターン］アクションタイルを実行する
プレーヤーは該当するアクションタイルの機能を実行し
ます。ただし、購入タイル・販売タイル・交換タイルの
機能は、プレーヤーが望まない場合には実行されないこ
ともあります。(例外条項)
→ 5ページのアクションタイル種類と機能を参考

重要！ ��他のプレーヤーがアクションタイルを選ぶ場合、自分が
覚えているタイルの位置・記号などの情報を教えてはな
りません。プレーヤーの集中力と記憶力を高めるために
タイルの情報を自分で認知して実行するようにします。

 泥棒タイル
泥棒タイルを選んだプレーヤーを除いたすべてのプレーヤーは、自分が有
している農場カード（家畜、作物）の中で１枚を選び、販売カードの山に
捨てます。この時、販売収益をもらうことはできません。

→ 家畜の場合には種類によって購入や販売価格が異なります。

購 入 価 格
家 畜 作 物 犬

1円/1枚
5円/1枚2円/1枚

1円/1枚1～3円/1枚
3～7円/1枚販 売 価 格

購入価格及び販売価格
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 家畜カード
家畜は「牛」、「豚」、「羊」、「鶏」「ウサギ」があり、各プレーヤーの農場に置ける
家畜カードは最大で2枚です。家畜カードは１枚あたり1～2円で購入し、3～7円で販売する
ことができます。

 作物カード
作物カードは「トマト」「玉ねぎ」「ナス」「白菜」「ニンジン」があり、各プレ
ーヤーの農場に置ける作物カードは最大2枚です。作物カードは1枚当たり1円で購入
し、2円で販売できます。すべての作物カードは同じ購入・販売価格です。

 犬カード
1円で購入し、5円で販売できます。

 「タイルシャッフル」タイル
「タイルシャッフル」タイルを選んだプレーヤーは、当該のタイルとすで
に裏返した税金、泥棒タイルを除いたすべてのタイルを混ぜます。（3回
シャッフル）

 税金タイル
税金タイルを選んだプレーヤーを除いたすべてのプレーヤーは税金をそれ
ぞれ１円ずつ払います。
→ �農場カード(家畜、作物)を有していないプレーヤーはも税金を払わなければなり

ません。
→ 税金免除：農場カード(家畜、作物)とと資金をまったく有していない場合。
→ �農場カードだけ有し、税金が足りない場合には有した農場カード(家畜、作物)の中の１枚を即座に

販売し、資金を設けて税金を払います。

重要！ 税金・タイルシャッフル・泥棒タイルを運営する
税金・タイルシャッフル・泥棒タイルを選んだ場合、該当するタイルは新し
いシーズンカードが登場するまで裏返しておきます。すでに使った税金・タ
イルシャッフル・泥棒タイルはもう一度選ぶことはできません。この三つの
タイルを使って裏返したら、次の季節が始まるまでタイルの内容が見えるよ
うに維持します。次の季節の始まりは、農場カードの山から新しいシーズン
カードが登場する時を意味します。

→ �ただし、新しいシーズンカードが登場すればその三つのタイルは内容が見えないように裏返して
他のタイルと一緒に使うことになります。(9ページのアクションタイルリセットを参考)

資産

農場カード

シーズンカード

シーズンカードは、農場カードと混ぜて使います。シーズンカードの挿入方法は3ページ
のセット方法の説明をご参考ください。シーズンカードは春、夏、秋、冬まで併せて4枚
で構成されています。
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購入

販売

重要！ 税金・タイルシャッフル・泥棒タイル
農場カードの山から新しい「購入農場カード」が埋まる
場合、シーズンカードが出ると新しい年が始まるという
ことでアクションタイルを必ず再度混ぜる必要がありま
す。シーズンカードが出る場合、ターンを始めるプレー
ヤーが即座ですべてのタイルが見えないように（税金・

タイルシャッフル・泥棒）を裏返してから、希望するタイルを選んで3～5回移動します。�
タイルの混ぜ方は、移動させようとする位置のタイル同士で
組み、位置を交換する方法です。タイルは中身が見えないよ
うにして移動させ、列に合わせて正確に置きます。
→ 各プレーヤーは、タイルの位置を覚えておき、移動する様子をしっ
かり見ます。移動回数はゲームのスタート前に決めておきます。



農場カードを裏返しているうちに「冬カード」が登場すると、ゲームは終了します。各プレー
ヤーが保有している資金トークンを計算して、優勝を決めます。農場に残っている家畜カー
ド、作物カードは購入価格として計算されます。

→プレーヤー「花子」が プレーヤー「太郎」より2点を獲得しているので勝利しました。

終わり

花子：� 豚1匹×2円
＋ ウサギ1匹×1円

＋ ニンジン1個×1円
＋ 資産（資産トークン）×3個

総収益＝7円

太郎：� 犬1匹×1円
＋ トマト1個×1円�

＋ 資産（資産トークン）×3個
�

総収益＝5円
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