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〈３１（サーティーワン）〉というトランプゲーム、ＪＡＧＡ以
外でプレイされることはほとんどないでしょう。ＪＡＧＡでプ
レイされるようになったのは、スマホアプリで遊んだ小林
俊雄さんが、リアルでもやろうと持ち込んだことがきっか
けでした。
このアプリ、『SWIM』という古いカードゲームによく似
ています。反面、本来の〈３１〉とは細かいところが違ってい
ます。おそらく、元々の〈３１〉をベースに『SWIM』が作られ、
それをアプリのトランプゲームとして作り直したためでは
ないかと考えれらます。（※）
ＪＡＧＡで流行ったのが２０１６年後半。翌年２０１７年はＪＡＧ
Ａの３１周年ということで、１月にミニ大会を開きました。上
記のような経緯なので、明文化されたルールが存在せず、
大会用のルールを書き起こす羽目になりました。
それから２年余、すっかり忘れていたのですが、今年に
なってから、合宿をきっかけにまたプレイされるようになり
ました。ミニ大会をやったら、という声もあったのですが、ト
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ランプゲームのミニ大
会はすでにクリベッジ
があるし、今年は３１周
年ではないしなあ．．．
と、見送っていました。
では、どうして気が
変わったのか。
あるとき、「お子さん
の生年を元号で書いて
ください」と言われました。いま５歳と３歳だから、２０１４年
と２０１６年生まれ。これを平成に直すと．．．うわぁ面倒。そう
か、平成３１年から５と３を引けばいいのだ。表向きは４ヶ月
で姿を消した短命な「平成３１年」ですが、みんなの心の中
にはまだ残っているはず、と思い当たったのでした。そん
な「最後の平成」が去り行くのを惜しみ、３１大会を開くこと
にしました。
（※）ここらへん、詳しくは以下を読んでください。
http://ryuuseikick1998.blog.fc2.com/blog-entry-35.html

今回も、１２名が３名ずつ、Ａ～Ｄの４卓に分かれて予選を戦いました。各卓で、最後の１名に勝ち
残ったプレイヤーが、決勝に進みます。決勝進出は、最も試合時間の長いＡ卓から勝ち上がったＭＵ
ＲＯさん、前回優勝の能勢さん、合宿の参加申込のついでにエントリした名越さん、そして諸隈さん。
前回の賞品「３１ギフト券」が好評だったという能勢さん、今回も早いノックで主導権を取ります。
ギャラリーから「えっ、ここでノック？」の声。しかし、ギャラリーのほとんどは予選敗退者なので、余
計なお世話というものです。
「何点ならノックしてよいのか」はこのゲームのキモです。失点するのは最下位だけなので、そん
なに高い点である必要はありません。目安は２０点あたりかと思いますが、プレイ人数や手番数に
よっても変わるので、プレイヤーの腕の見せどころです。
まず諸隈さん、次いで能勢さんが脱落。能勢さん曰く、「子どもも出て行ったし、奥さんと２人でア
イスを食べてもなあ」と、前回に較べ賞品の魅力が半減していたようです。
最後は、合宿以外では滅多に来ない名越さんと、この日が初参加のＭＵＲＯさんという意外な面
子が残りました。決勝卓の残り２名というのは、最も厳しい戦いなのですが、これを制したのは今日
が初プレイのＭＵＲＯさんでした。
初プレイで優勝というのは、１年前の『お先に失礼しま～す！』大会以来の快挙です。運ゲーだ
から．．．ではなく、初心者からベテランまで互角に楽しめる、大会向きのゲームだということです。
２年１０ヶ月ぶりの第２回でしたが、次回はいつになるでしょうか。「〇〇くん３１歳おめでとう大
会」という案が挙がっていますが、〇〇くんの承諾は得られていません。

運営者覚書
以下、次回の大会（あるのか？）のための覚書。
３１点 or ３３点になったら即座に終了
よく間違えるところ。「即座にノック」ではなく、「即座に
ラウンド終了」。他のプレイヤーはカード交換できません。
全員パスしたら場札を交換して続行
ラウンドのやり直しではありません。プレイヤーの手札は
変わりません。また、今回の予選では「パス→パス→交換」

が繰り返されるという”千日手”が発生しました。同じく場札
交換で良いようにも思いますが、”千日手”は誰の手番から
始まったのか分かり難いので、ラウンドをやり直したほうが
良いのかもしれません。
公式ルールが存在しないので、いちいち書き留めておか
ないと忘れてしまいます。『もっと夢中になる！トランプ
ゲームの本』に〈３１〉を収録してはどうかと草場さんに提案
したことがあるのですが、採用されませんでした。

プレイヤーは博物館
(Museum)のキュレーター
（学芸員）となり、世界中か
ら美術品を収集して自分の
博物館に展示します。最も
価値が高くなるように展示
を作った人がゲームに勝
利します。
やはり、１８０枚ある美術品カードがこのゲームの特長で
しょう。カードには世界的に有名なアーティファクトや建築
などのイラストが描かれています。カードとしても綺麗だし、
カードのフレーバーを読めば色々と勉強にもなるような。
とは言え、ゲームをやっているとなかなかフレーバーまで
楽しむ余裕はなさそうです。
毎ターン、４大陸を探索して１枚の美術品カードを取得し、
自分の博物館に展示を行います。美術品を展示する度に、
その美術品の価値に等しい勝利ポイントが得られます。美
術品は１２の文明と６種類のテーマにカテゴライズされてい
ます。同じ文明の美術品を連続して３個以上展示するか、同
じテーマの美術品で文明が全て異なっている美術品を３
個以上展示するとコレクションを形成することができます。

またコレクションの作り方によ
り、パトロンからボーナスポイン
トが得られます。
展示でのポイントが５０点を
超えるとゲーム終了のトリガ
が引かれます。展示ポイントに
加え、コレクションの点数、パト
ロンからのボーナスポイント、
ギャラリーの配置ポイントなどを加えて最も点数を取った
人が勝利します。
展示ポイントが５０点でゲーム終了となるため、あまり価
値の高いカードばかり展示するとコレクションが作り辛くな
りますが、そうそうコレクションに合うカードが引けるわけ
でもないので、展示ポイントが高いカードを展示したくもあ
りと、このあたりのさじ加減がこのゲームのミソでしょう。
結構運の要素が多いかもしれません。思ったより時間が
かからないので、軽い感じで回数やって楽しむのが良いの
ではない
でしょう 宮崎さんのブログ https://jamesobs.com/
「ボードゲーム見聞録 ジェームス」で検索
か。

Player’s Comment
美術品カードには、幅広いジャンルが網羅されていて、見
ているだけで楽しくなります。日本であれば、ハニワから
鎧、果ては厳島神社まで。どうやって展示するんでしょうか。
ニュースヘッドライン（イベントカード）にもニヤリとさせら
れます。米西戦争の影響で、南北アメリカからの美術品収
集が困難になるとか。そういう時代設定だったのか。
今回のプレイでは、最初の手札にインド文明の美術品

カードが多かったので、インド文明を集めることにしました。
しかし途中から全然出てこなくなり、泥縄式にドメイン
（テーマ）の収集に目を向けるも、時すでに遅し。
プレイ後に残った山札を見ると、インド文明のカードがた
くさん埋まっていました。単一の文明に依存していると
カード運に左右されやすいので、テーマと両睨みで収集す
るべきなのでしょう。

「正体隠匿系」というと、他人のキャラク
ターが分からないのが普通ですが、この
ゲームでは自分のキャラクターも分からなく
翡翠と書いて「カワセミ」と読むと
なります。
いう『ウイングスパン』なトリビアはさて
自分と他人のキャラクターカードを交換す
おき（前号の JAGAMAGA を参照）。
る（または、交換するフリをする）というアク
金・贋金・翡翠・香辛料・書物という、
ションがあるため。自分のキャラクターを確
得点パターンが異なる５種類のカード
認することも可能ですが、それをやると能
を集めます。
力を使うことができません。確認した直後に
カードの取得は場札８枚の競り。獲得
交換されたら元の黙阿弥です。
枚数を低く宣言したプレイヤーが競り
自分のキャラクターが分からなくても、
堂々と「私は〇〇だ！」と宣言すれば良いのです。誰も異議を おとします。つまり、「８枚→７枚→６枚．．．」と順に少ない
唱えなければ、そのキャラクターの能力を使うことができます。 枚数を宣言していき、最後に残ったプレイヤーが、場に
デザインは『あやつり人形』のブルーノ・フェイドゥッティ。だ 残っているカードから宣言した枚数を獲得します。
少なく絞って狙いのカードを確実に取るか、「残り物に
から、《王》とか《泥棒》とか、馴染みのあるキャラクターが多数
は福がある」で行くかで悩みます。
登場します。

ここ数回は毎回大沼さんのブース『モザイク』のスタッ
二日目の日曜日は朝から「モザイク」のブースでお手
フ参加だったので並んだことがなかったのですが、今回
は初の土日両日出店のため、スタッフも土日に振り分け 伝い。今回も「モザイク」の試遊卓はほとんどフル回転で
したね。試遊卓の場所もとても良くてメインの通路の脇
られ、私は日曜日担当になり土曜日は一般参加で入場
で角。通る人はみんな興味を持ってくれました。
することになりました。
途中お昼休憩をもらってメ
当日はあいにくの雨で並ぶのが嫌だったので開場後１ インステージで行われた「ゲー
０分くらいに着いたのですが、そこから会場入りできるま ムマーケット大賞」の授賞式を
でに延々１時間もかかりました。もっと遅く行っても良
見ました。今回で最後のゲーム
かったのですけど、大沼さんに試遊卓用のクロスを頼ま マーケット大賞ですが、その理
れたので早めに行くことにしたのでした。何はともあれ 由は【審査員がゲームを遊ん
やっと入場したものの凄い人で歩くそばから人にぶつか で評価するのが大変（多すぎ
りまくりました。過去数回はブース滞在がメインで会場を て無理）】というもののようで
歩き回る時間が短かったのでわからなかったのですが
す。しかし、ステージの MC が
混雑ぶりは本当に本当にすごいですね。
これまた最悪でどこで見つけ
てきたのかボードゲームを全
予約してあったゲームを引き取りに行く前に、ジェリカ くと言って良いほど知らない上に進行もダメダメでため
フェで『限界しりとりパーティ』購入しました。私が最近ご 息が出てしまうほどでした。
贔屓にしている伊沢拓司くんを代表とするクイズノック
でも次回からは新たに「ゲームマーケットセレクショ
（※）が監修した「しりとりゲーム」が発売になったので
ン」というものが新設されるそうで、これは一応投票で
す。
ありながら組織票を可能な限り排除すべく「入場券に書
最初に発信された動画ではトランプを使用していまし かれたコードで一人一回の投票」ということらしいです。
た。トランプの２からジャックまでを使用して、めくったトラ 今回のゲームマーケット大賞受賞作の『フォグサイト』も
ンプの数の文字数でしりとりをするというゲームです。
完売していましたから受賞の影響力は大きいですね。こ
ちなみにＪは 10 文字以上なら何文字でも、という扱い
れからも面白いゲームの目安はできるようです。
でした。そのコンセプトを専用ゲームにしたものが「限界
しりとりパーティ」です。
今回のゲームマーケットは「言葉遊び系」よりも「正体
前日に伊沢くんのツイッターでゲムマに来るのを知っ 隠匿系」が多かったように思いました。それと、トリックテ
ていたので「サインもらおう」と思ってコンビニでサイン イキングゲームも多かったですね。もしかすると人狼な
ペンも購入しておきました。11 時半くらいに伊沢くんが
どからゲームに入ってきた人たちが「トリックテイキング
来場しステージで限界しりとりゲームを披露し、一旦バッ ゲーム」に目覚めたのかな？って思ったりもしました。
私が購入したゲームもほとんどがトリックテイキング
クステージに引き上げてジェリカフェのスタッフと会話し
ゲームでした（予定していたよりもゲームを買いすぎて
た後で退場するタイミングをゲットして近づいていき、
実は後悔してます）。
「伊沢くん。もしよろしければサインして頂けますか？」
ただ、以前から遊んでみたかった『命中』というゲーム
と予め開けてあったゲームの箱の内蓋にサインペンで
のリメイク版の『地下迷宮と５つの部族』と過去に販売さ
サインをもらいました。それを見ていたスタッフが「あ、
ぼくも・・」などと言っててワヤクチャになりそうで、金髪 れ名作の誉高いダイスを利用したトリックテイキング
のマネージャーが「奥へ戻って」などと慌てているのを ゲームの『ノコスダイス』は買って良かったです。
尻目に離脱。ジェリカフェのスタッフはもっと特権を活か
（※）
すべきでしたね。
「クイズノック」はクイズ王の伊沢拓司が代表をつとめるウェ
今回の一般参加日には試遊卓を回って試遊したおす ブメディアで 2017 年からユーチューブでの動画配信を精力
的に行っています。
ぞーという意気込みで臨んだのだけど思ったより試遊
できませんでした。これは反省点でした。

動画の中ではゲームが取り
上げられることも多く、これま
でにも「マンカラ」「コードネー
ム」「ワードバスケット」「ナン
ジャモンジャ」などが独特の彼
らなりのアレンジで遊ばれてい
ます。
基本的にはクイズの動画が
多いのですが、そのクイズも
色々なアレンジが楽しめます。
写真はジェリカフェで「限界しりとりパーティ」の宣伝をする
伊沢拓司くん。彼は高校生クイズに 2 年連続で優勝し、現在
はクイズ番組を中心にテレビでも活躍中です。

今年で３回目となったロンドン観光。エッセンのゲーム・フェス前にここ３年はロンド
ンに遊びにいってきました。目的はいろいろあるのですが、そのひとつが「クリベッ
ジ・ボード探し!!」です。その成果を紹介したいと思います。

高価アンティーク・クリベッジ・ボード
最初のひとつはポートベローの「アンティーク・マーケッ
ト」で見つけた逸品です。ボートベローのアンティーク・マー
ケットは毎週土曜日に開催される市で、常設のショップと露
店がストリート一杯に展開しています。
私がクリベッジ・ボードを見つけたのは地下鉄ノッティン
グヒル駅からマーケットにたどり着いてすぐに見つけた常
設のアンティーク・ショップ。ゲーム用品（チェス駒、トランプ
等）を取りそろえたショップでした。
見た目も素晴らしく、値札には￡170。
「これは 150 までは引いてくれるんだろうな。」と思いつ
つ「少し安くなりますか?」と聞いたらあっさり「150 にはな
りますよ。」と。ここから「もう少し!!」って粘るのが楽しい

んでしょうが、あまりに予想通りの値だったので、あっさり
OK をだしてしまい購入。次回からはもう少し駆け引きを楽
しみたいとおもいます。
いわゆる「クラシック・タイプ」のボード。残念ながらペグ
はついてませんでしたが、それでも手に入れる価値がある
とおもいました。

折畳式新品ボード
グリニッチ天文台博物館に観光にいった帰り、ふと立ち寄ったおみやげ物屋さん
でみつけたボード。
やはり「クラッシック・タイプ」のボードで折畳式、中にトランプをしまえるタイプ。新
品ですので当然ペグはついています。中にはしっかりポーカー・サイズが
入るサイズでした。両サイドに入れられるので２デッキを格納可能です。お
値段は￡29.99 でした。

（番外編）アンティーク(?!?)
2 年前の初めてのロンドン旅行、コベントガーデンのアンティーク・ショッ
プで見つけたボード。
「板にドリルで穴をあけただけの『夏休みの工作』タイプ」のボード。お値
段は￡4.50 でした。
「こんなの誰が買うの!」って言われそうですが、私が買いました!! この
値段なのでディスカウントする気もなし!

が３倍楽しめる野鳥うんちく
このゲームに登場するのはすべて北米の鳥ですが、何種類か日本にも生息する鳥
がいます。今回はその鳥たちを紹介します。

ツバメ

イヌワシ

見たことない方いないですよね？ でもツバメの巣、
ちゃんと観察した方は少ないでしょう。アーモンドくらいの
大きさの卵を産み、孵ったヒナがわずか３週間で成鳥と同
じ大きさになります。親ツバメが運んだ虫を餌として育つ
わけで、しかも同時に３～５羽。親はどんだけ虫を運ぶんだ
と驚きです。春にヒナを育て巣立つと一か月弱休んで、ま
た新しいヒナを育てます。この後からのヒナたちを『２番子』
と呼びます。
ツバメの古い呼び方は『ツバクロ』で、ヤクルトスワローズ
のマスコットキャラクター『つば九郎』はここからきています。
『つばくろの甚平』っていうのもありましたが、若い人は知
らないだろうな。

イヌは犬で「劣っている、下級の」の意味。「犬侍」とか
「警察の犬」とかありますよね。といっても「尾羽が矢羽と
して価値が低かった」のが由来で、鳥として劣っているわけ
ではないです。
英語だと Golden eagle で、かっこいいのにね。野球の楽
天『ゴールデンイーグルス』は白神山地に生息するイヌワシ
に因みます。

ダイサギ

川でよく見られる白いサギは、ダイサギとコサギの二種
類います。ダイサギはじっとして動かず魚をまちぶせるた
め足先が黒い。コサギは足をぶるぶる震わせながら歩き、
驚き飛び出した魚を捕まえるため、目立つよう足先が黄色
イスカ
いです。
くちばしの先が左右入れ違いになっているのが最大の
白いサギは英語では Egret。キュアイーグレットってこれ
特徴。卵から孵ってすぐは普通のくちばしですが、１～２週間 なんですね。ちなみにシラサギとは白いサギの総称で、シ
で先が交差してきます。西洋では、キリスト様がはりつけに ラサギという名の鳥はいません。「あっシラサギがいる！」
なったときに、その釘を引き抜こうとしたため、このような とかいう人を見ると、「素人さんだなぁ」と思います。
くちばしになったという伝承があるそうな。主に針葉樹林
ゴイサギ
内で生息する鳥で、私は見たことが無いです。
五位鷺と書きますが『平家物語』で正五位を与えられた
ハヤブサ
という故事が由来。ちなみに英語だと Night heron(夜のサ
意外に都心にも生息していて、ＮＴＴドコモの代々木ビル
ギ)。実際、昼間だとじっとして動きません。
に止まっているのを２度ほど見ました。近くに明治神宮と新
ハシビロガモ
宿御苑があるからでしょうか？
「くちばしが広い」のでハシビロガモ。このくちばしで水
新幹線やバイク、戦闘機などにハヤブサと名づけられ、
中の水を取り込み、餌をこして食べます。英語ではシャベ
速さの代名詞の鳥。そもそもハヤブサとは「速い翼」が転
ラー(shoveler)。色はマガモに似ていますが、これは両方と
じたと言われています。最近は小惑星探査機の『はやぶさ
もオスの色で、メスは薄茶色の地味な色。実は夏はオスもメ
２』が話題になりました。
スと同じ色で、秋ごろ羽が抜け替わってオスの色に変わり
ミサゴ
ます。
私が一番好きな鳥。水の上で空中停止し、急降下して魚
カウアイサ
を鷲掴みにして捉え、巣まで魚を運びます。足の爪は前３
潜水して魚類を捕食するカモの仲間。ちなみにカモは潜
本後ろ１本ですが、魚を掴む時には前の１本が後ろに移
るのと潜らないのといて、マガモやハシビロガモは潜りま
動し、前２本後ろ２本になります。
せん(＝潜れない)。アニメで潜らないはずのカモが潜る
英語ではオスプレイ。あの航空機はこの鳥に因んで命名。
シーンを見たことがあります。普通の人は気づかないで
みさご寿司っていう名前のお寿司屋さんがありますが、こ
しょうが「リーディング鉄道に家が建っている」ような違和
れもこの鳥が由来。ついでに私が普段使っている登山用
感があります。
リュックのブランド名もオスプレイです。

ヒメレンジャク(おまけ)

私の野鳥グッズの一
最初日本にいる『ヒレンジャク(緋連雀)』かと思ったです
部。色紙は野鳥専門の が、『ヒメレンジャク(姫連雀)』。初めて知りました。日本には
漫画家さんに書いて頂
他に『キレンジャク(黄連雀)』もいるのですが、このヒメレン
いたミサゴ。
ジャクはヒレンジャクよりキレンジャクに近い種のようです。
小さな双眼鏡は普段
ちなみにヒメは姫で『小さい』という意味。ヒメ～という
から持ち歩いています。

鳥や植物はけっこうありますよ。

熱海の夜
箱崎晋一郎か！（知らないよね…）

小林俊雄

この11月末をもって40年以上勤めた会社を退社した。現在無職である。わっはっは。色々ある
が、困るのは会社のＰＣにはいっている一太郎が使えないことである。一太郎使ってるんかーい！
ていうか会社で書いてたんかーい！ Mac用一太郎がないのでとても困る。自宅のWindowsノー
トにも一太郎は入っているが、なにしろぽんこつでキーボードがいかれてる。しかたがないので外
付けキーボードを買ったよ。難儀やなあ。ところで今回は怪獣映画の話なので興味ない人はスルー。

【雨中ラリー】

【ゴジラ伝説

11月22日～24日第二回熱海怪獣映画祭。昨年に引き
続き当然参加。お昼ごろに熱海についた
が、宿のチェックインまで時間があるのでま
ずはスタンプラリーだ。でもあいにくの雨で
大変。来宮神社⇒常盤木羊羹店⇒熱海遊
覧船サンレモときて熱海城でゴールはあは
あはあ。こんな羊羹もそりゃ買っちゃうだろ。
スタンプを四つ集めると…えーと何がもら
えるんだっけ？

二日目の目玉はこのライブであり
ます。井上誠をバンドマスターに、
ヒ
ヒカシューのメンバーが中心となっ
て伊福部昭先生の曲を演りまくる。
地元のゴスペルチームが「ファロ島
の歌」や「モスラ」を歌う。会場がす
ごいよ、「熱海藝妓見番」というとこ
ろ。ふだんは芸者さんたちが踊りを
踊る舞台です。だもんで畳敷き、座
布団に座る。ゲストハウス宿泊者優先でまさに最前列、かぶ
りつきで観た。

【ゲストハウス マルヤ】
泊まったのは熱海銀座にあるゲストハ
ウスマルヤというところ。怪獣映画祭とタ
イアップしていて、三日間の通し券と二
泊三日宿泊で14,000円。基本的にカプ
セルホテル的間取りなんだけどみんな
でロビーに集まってシェアハウス的に楽しむというもの。こう
いうのは初めてです。ロビーにゲームがおいてあってなんと
ワードバスケットが！ 「あのー、このゲーム私が作ったん
ですけど」と言ったら大騒ぎになりました。
夕食はオプションで1,000円払うと
お鍋食べ放題。初対面の人達とお
鍋を突っつくというのは初めてだけ
ど、楽しかった
ねえ。取り箸と
お玉があれば問題なし。「怪獣」の人
が多いのでものすごく仲良くなった。
写真は大根おろしアートの「ゴジラ」
です。

【中学生とマリンコング】
初日はオープニング・シンポジウム。大傑作平成ガメラシ
リーズの脚本家伊藤和典（以下敬称略）、「ゴジラ伝説」の
音楽家井上誠、（比較的）若手、最近のウルトラマンの監督
田口清隆、怪獣絵師こと開田裕治画伯というすごいメンバ
ーで「熱海と怪獣」を語る。最後に質疑応答があったんだけ
ど、中学三年生がぜんぶ持ってったね。
「特撮業界に入るにはどうしたらいいんでしょう」
「入るのは簡単なのよ。高校出たら連絡ちょうだい。たいへ
んなのは続けることなの。ところでどんなのが好きなの？」
「「少年ジェット」「月光仮面」「マリンコング」です」
あんたいくつだよ！（ご両親も来てましたが普通の人でし
た）

熱海絶対防衛ライブ】

【懇親会の夜】
ライブがはねて、ゲストハウスに帰ってからがこの三日間
のクライマックス、懇親会。伊藤
和典開田裕治奥さんのあやさん
井上誠田口清隆にあろうことか樋
口真嗣監督まで飛び入りで加わ
ってみんなでロビーで飲むという
夢のようなひととき。全員にTシャ
ツにサインしていただきました。
「伊藤さん、「ガメラ大怪獣空中決戦」は「キングコング対ゴ
ジラ」に影響を受けていると思うんですけどどうでしょう」
「そのとおりですね」
「樋口監督、「シン・ゴジラ」の撮影現場に庵野監督がやたら
に出しゃばってきて雰囲気が最悪になったのを樋口監督が
「まあまあまあ」ととりなして製作が進んだというのは本当で
すか？」
「嘘です」
「ねえねえプロデューサー、あしたの「キングコング対ゴジ
ラ」、発声OKの応援上映会にしましょうよ」
「いいねそれ」
もはや怖いもの知らず。
ほかにも中国から来たという特撮ファンと「三体」の話で
盛り上がったり、「特撮鍋仲間」と「来年もまた会おう」と誓い
合ったり、最高でした。

【キングコング対ゴジラ】
いよいよ最終日です。熱海と言えば「キングコング対ゴジ
ラ」だよね。もう何度観たかわからないけど何度観ても面白
い。クライマックスはキングコングとゴジラが熱海城を挟んで
ぼこぼこ殴り合うんだけど、実は熱海城はこの映画の三年
前1959年に建てられた完全な観光施設で歴史上の城では
ないんですね。当時のランドマークをとりあえずぶっ壊すと
いうゴジラ映画のルーツがここに！

JAGAからのお知らせ
これからの例会予定
東京

大阪

13:00～20:00 10:00～20:30

会場のご案内

群馬
13:00～21:00

12 月

12/14(土)

12/7(土)

12/1(日)

12/21(土)

1月

1/18(土)

1/11(土)

1/5(日)

1/18(土)

2月

2/15(土)

2/1(土)

2/2(日)

2/15(土)

3月

3/14(土)

3/7(土)

3/1(日)

3/21(土)

4月

4/11(土)

4/4(土)

5月

5/9(土)

5/2(土)

＜東京＞
・会場：目黒区民センター ５階会議室
・お問合せ：メビウスゲームズ (03-3815-5956)
・JAGAホームページ：
http://jaga-tokyo.com/
＜大阪＞
・会場：高槻現代劇場 306号室 (原則)
* 部屋は変更の可能性もあるので、都度ご確認下さい。
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/bunka/theater
/cs/access.html
・お問合せ：高崎
・関西JAGAホームページ：
http://www37.atwiki.jp/wjaga/

クリベッジ回覧板 (2019/12)
諸隈 純
私はよく言っていることがあります。統計データがある
わけではなく、個人的に感じているいい加減なことなの
ですが…。
「先に91点以上を獲得したプレイヤーがそのま
ま勝利する!!」です。
私は以前、クラシック・タイプのクリベッジ・ボードを
常に使っていました。30点を２列に配置して、２周で120
点、プラス１点で121点以上、勝利になるというボードで
す。これでプレイしていると、最後の30点＝最後の１ライ
ンという形で非常に認識しやすかったのです。レースで

（わかりますか？相手が先に91点に達したとしても、そ
のターン内で92点以上でリードした形で終われば「勝
ち!」ということです。）
こんなことを思うようになってから、常にそのことを意
識して観察してきました。しっかりデータを残していな
いのですが、私の感覚では80～90%以上の確率で勝利して
いると感じています。今後はなんとかデータを残してあ
る程度実証できればと思っているのですが、さてどうな
ることか？
頑張ります!!
JAGA Cribbage Rating List (12月)

言うと「最終コーナーをクリアして最後のストレートに
入った。」ということになるでしょうか。
最近は少しだけ弱気(?!)になって多少言い方を変えまし
た。
「どちらかのプレイヤーが91点以上に達したターンで
リードしているプレイヤーがそのまま勝利する。」です。

No.

Name
1 諸隈 純
2 能勢 良太
3 名越

全リストトップ
過去最高 (2019/5)

Rating
2,140
2,090
1,975
2,140
2,185

編集後記
きっとずっと前から公知の話だったのでしょうが…。放課後さいころ倶楽部がTVアニメになっているということ
に、私は11月の半ばになって気づきました。ニコ生での振り返り上映会にはギリギリ間に合ったので１話から
見ることができましたが、数話目でもうゲームの自作がトピックになっていることには驚きました。GMでの出
店の盛況さからすれば、若者にとって自作は自然なことなんでしょうかね。

(S)
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