ヴァリアントルール

４人で遊ぶときの勝利ポイント：
１位
２位
３位
脱落

５ポイント
３ポイント
１ポイント
0ポイント

４人で遊ぶ特別ルールとして、ペア戦で戦
います。
２人ずつの２チームに別れ、
交互に別チームの順番がくる
ように対角に座ります。

３人で遊ぶときの勝利ポイント：
１位 ３ポイント
２位 １ポイント
脱落 0ポイント
プレイ人数と同じ回数ゲームを遊び、合計
ポイントで真の名人を決めましょう。

B

C

A D
通常のルールで遊び、勝敗
判定は同じチーム２人の獲得 AとC、BとDが
したカードを合わせて計算し チームの場合
ます。 脱落プレイヤーのいる
チームは、生き残った１人分で計算します。
まず種類数の多さで勝負、種類数が同じ
場合は各種の一番小さな数字だけを集めて
数字を合計します。 合計も一緒の場合は
ノーゲーム。準備からやり直します。
何度かゲームを行い、先に 3 勝したチーム
の優勝です。

名人伝

The Legend of
the Greatest Master

ストーリー要約
が尽きた師弟は抱き合って涙したという。

趙の邯鄲の都に住む紀昌という男が、 天下

飛衛は紀昌に対し、 西へゆき甘 蠅 老師を訪

第一の弓の名人になろうと志を立て、 名手・飛

ねよという。 老師の技に比べれば、 我々の射

衛の門下に入った。

のごときはほとんど児戯に類する。

飛衛はまず瞬せざることを学べと命じた。 紀

果たして甘蠅老師は、紀昌の技を見て言った。

昌は２年の特訓の末、 熟睡している時でも目は

それは所詮射之射というもの、 好漢いまだ不射

見開かれ、 ついに睫 毛と睫毛との間に小さな
一匹の蜘蛛が巣をかけるに及んだ。

之 射を知らぬと見える。 やおら老師は何も手に

次に飛衛は、 視ることを学べと命じた。 紀昌

持たぬまま見えざる矢を無形の弓につがえ、 満月

は３年の間、 髪の毛で結んだ虱を眺め続け、

のごとくに引絞ってひょうと放てば、 鳶は羽ばた

虱が馬のような大きさに見えるまでになった。

きもせず中空から石のごとくに落ちて来る。 紀昌

そこで飛衛は初めて「出かしたぞ」と褒め、

は慄然とした。 今にして始めて芸道の深淵を覗き
得た心地であった。

射術の奥儀秘伝を授けた。 目の基礎訓練に五

九年の間、紀昌はこの老名人のもとで修行を

年もかけた紀昌の上達は、 驚くほど速い。

した。 弓を執らざる弓の名人の評判は広まる。

一月の後、百本の矢をもって速射を試みたとこ

く静かに世を去った。その数年前、 知人宅に

もはや師から学び取るべき何ものも無くなった

ホトトギス
信長、秀吉、家康になって、
自分の
和歌を集めよう。武将の能力を活
かせ。でも、
入れ替わっちゃうかも。

白と黒で
裏向きに置けば土地に、表には土地
の並びと得点がある。土地にするか
得点にするか。
クマボーナスもあるぞ。

ポケット＆ビスケット
１〜５のビスケットタイルを裏返し、
１，
２，
３と順番にめくってゲットだ。ポ
ケットを叩くとビスケットは増えるぞ。

おにぎりさん
ご飯に具をのせノリを巻くとおにぎ
りが完成。バランスよくちがう具で
みんなの分を作る協力ゲーム。

海賊の宝島〜オクラコーク

四十年の後、 紀昌は静かに、 誠に煙のごと

突き刺ささり、更に第三矢が第二矢に喰い込む。
瞬く間に百本の矢は一本のごとくに連なった。

お知らせとお問い合わせ

デコクトデ ザインが ルールとグラ
フィックを担当し、
アークライト／スイッ
チゲームズさんより好評発売中で
す。全国のゲームショップや家電量
販店などでお求めください。

ろ、 第一矢が命中し、 続く第二矢は第一矢に

招かれた紀昌は、その家で１つの器具を見た。
どうしてもその名前が思い出せぬし、その用途も

紀昌は、ある日ふと良からぬ考えを起した。 天

思い当らないので知人に問うた。 知人は驚愕し

下第一の名人となるためには、どうあっても飛衛

た。それは弓だったからである。
その後当分の間、 邯鄲の都では、 画家は

を除かねばならぬと。
一人歩く飛衛を見た紀昌は、とっさに意を決し
て矢を取れば、その気配を察して飛衛もまた弓を

絵筆を隠し、 楽人は瑟の絃を断ち、 工匠は規
矩を手にするのを恥じたということである。

とって対応する。 激闘を繰り広げ、 互いの矢

――中島敦著「名人伝」より要約
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内容物

カード３６枚
弓矢のこと １枚
修行カード ３５枚
○ 瞬きせざること
△ 視ること
□ 射術の奥義秘伝
天下第一の名人
不射之射

遊び方
●修行
「弓矢のこと」カードを持っているプレイヤー
は、何の修行をするか決めることができま
す。手札にある好きな修行カードを１枚オモ
テ向きに中央に出します（出した人がわか
るように、獲得したカードと混ざらないように
出してください）
。左回りに次の人の番にな
り、手札にあるカードを１枚表向きに出して
いきます。

７枚（0-6）
７枚（1-7）
７枚（2-8）
７枚（3-9）
７枚（4-10）

※カッコ内は5種7枚ずつあるカードの数字の
幅を示しています。物語の後半に出てくる要
素のカードが強くなっています。種類を表す
マークの角数でもわかるようになっています。

このとき、
「弓矢のこと」カードを持っている
プレイヤーが出したカードと同じ種類の修行
を最優先しなくてはいけません。 手札に同
じ種類の修行カードがあれば、それを必ず
出さなくてはいけないのです。 同じ種類の
修行カードを複数持っていれば、好きなも
のをそこから選んで出せます。

名前
強さ
種類
強さの幅

例）

文学引用

弓矢のこと

Aが
「視ること２」
を出したとき、Bの
手札が下図なら、
視ることを持って
いるので出せるのはこの２枚。

修行カード

準備〜第一の矢

A

B

カード３６枚をすべてまとめてシャッフルし、
裏向きに全員に配ります。３人の時は１２ 「弓矢のこと」カードを持っているプレイヤー
枚ずつ、４人の時は９枚ずつになります。
が出したカードと同じ種類のカードを持って
各自配られたカードを自分だけが見えるよう いない場合のみ、種類も数字も好きな修
に持ちます（これを手札と呼びます）
。
行カードを出すことができます。
手札に「弓矢のこと」カードを持っている
プレイヤーは、「弓矢のこと」カードをオモ
テにして自分の前に置き、第一の矢を放ち
ます。第一の矢とは、他のプレイヤーの手
札から１枚ずつランダムに射落とし（抜き出
し）
、自分にも誰にもオモテを見せずに箱に
しまいます（元の持ち主だけが知っている
状態です）
。これで全員の手札が同じ枚数
になります。

二

例）

Aが
「視ること２」
を出したとき、Bの
手札が下図なら、
視ることを持って
いないのでどれでも出せる。

A

左回りに全員が１枚ずつカードを出したら修
行判定に入ります。

判定をします。まず「弓矢のこと」を持っ
ている A が出したカードと同じ種類である A
と B と D のカードを見ます。数字が一番大
きいのは B なので、
「 弓矢のこと」カード
が B の前に移動します。
次に全てのカードを見ます。 数字が一番
大きいのはCなので、Cが場に出たカードを
すべて獲得します。
獲得したカードは並べて公開します。
「視る
こと」の一番小さい数字１を一番上に置きま
す。
「瞬きせざること」は１枚なのでそのま

●修行判定
まず「弓矢のこと」カードを持っているプレイ
ヤーが出した種類と同じ修行カードだけを見
ます。最も大きい数字を出したプレイヤーが
最も正しく修行したプレイヤーとなり「弓矢の
こと」カードを受け取って自分の前に置きま
す。もともと
「弓矢のこと」
カードを持っている
プレイヤーだった場合は移動しません。

ま置きます。
次に、出された全種類の修行カードの数字
を見ます。 最も大きい数字を出したプレイ
ヤーが最も厳しく修行したプレイヤーとなり、
今回出された修行カードをすべて獲得しま
す。 最大の数字が複数出た場合は、「弓
以降、全員の手札がなくなるまで、修行→
矢のこと」カードを持っているプレイヤーが
修行判定→修行→修行判定……を繰り返
出したカードと同じ種類が最も強いです。同
し
ます。
じ種類がない場合、先に場に出されたカー
ドが強いとします。
獲得した修行カードは修行別に分けて自分
の前におもて向きに置いておきます。以前
に獲得したカードも含めて最も小さな数字を
一番上に置き、全員に見えるようにしてお
きましょう。
例）プレイヤー A が「弓矢のこと」を持っ
ています。
プレイヤー A は手札から「視ること 2」を出
しました。
プレイヤーBは視ることを持っているので
「視
ること４」を出しました。
プレイヤー C は視ることを持っていないので
「瞬きせざること６」を出しました。
プレイヤー D は視ることを持っているので
「視ること１」を出しました。

終了と勝敗

全員が最後の手札を出して判定をしたら、
ゲームが終了し勝敗判定をします。
まず、最終的に「弓矢のこと」カードを持っ
ているプレイヤーは不射之射の域に達せず
脱落します。カードを何枚獲得していても
意味はありません。
次に、各自が獲得したカードの種類を見ます
（最大５種）
。 種類数が多い順に１位、２
位…となります。 同数の場合は、各種一
番小さな数字だけを集めて数字を合計し、
大きい方を上位とします。合計も一緒の場
合はノーゲーム。 準備からやり直しです。
順位が決まったら勝利ポイントが入ります。

B

A

B

C

D

この場合
16点

三

