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こんにちは。進学・進級おめでとうございます。
ジュニアくらぶ通信春号をお届けします。

ボーナススタンプキャンペーン
スタンプを押すイベント：2013年３月31日までのイベント
プレゼント交換の申込み期限：2013年4月30日まで

前回のジュニアくらぶ通信でお知らせしたように来年の2013年３月いっぱいで、スタンプラ
リーが終わります。
来年３月までにスタンプが集まりそうにないと心配している皆さん、うれしいお知らせです！
ジュニアくらぶでは、５月よりボーナススタンプキャンペーンを実施します。
対象は大会イベントです。まだ大会に出たことのない、大会に出ようかどうか迷っている人は
インストラクターに相談してみましょう。もちろん、大会経験者もどんどん参加してね！

ボーナススタンプキャンペーン
①５月以降の大会：スタンプ２個
②チーム選手権試合（７月30日）：スタンプ３個

スタンプは、５個、10個、15個でプレゼントと交換することができます。５個または10個でプ
レゼントと交換したら、また１個目からスタンプラリーがスタートします。
まずは会員証（スタンプカード）を見て、スタンプがいくつ押されているか確認してください。

☆

ジュニアくらぶ通信もくじ

☆

ジュニアくらぶにゅーす ～ スタンプラリー ボーナスキャンペーン ～
橋之介のブリッジれぽーと ～ 橋之介、集中講座に参加する ～ の巻
ジュニアくらぶにゅーす ～ 2012新人王にインタビュー ～
大学クラブ紹介 ～ 東京大学 ～
ＢＢＦ杯のご案内 ／ チーム選手権試合・マクブリッジ杯のご案内
ハナママの英語 de ブリッジ ／ 福岡招待キャンペーン結果発表
イベントのご案内
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オークションに挑戦 ！ ～ 橋之介、集中講座に参加する～ の巻
３月に、ボクはホッキョク君、ツキノワ君、エリーちゃん、カーチャちゃんと横浜ブリッジセン
ターでジュニアくらぶの集中講座に参加したよ。前からママにコントラクトブリッジのオークション
（＝せり；コントラクトを決めるための作業）のしかたを少しずつ教えてもらってたんだけど、みん
なで一緒に勉強したいから、初めて集中講座を受けることにしたんだ。
今日の先生はしのぶ先生。ふだんは四谷ブリッジセンターで大人に教えているんだって。「子ども
と大人とでは、ブリッジを習うときにどんなちがいがあるのかな？」って思ったけど、先生は「ミニ
ブリッジをスラスラとプレイできるジュニアなら、オークションのお勉強も大人と変わらないわ
よ」って言ってたよ。となりのテーブルでは、みぽりん先生が初めてさんコースを教えていたよ。
とっても小さな子もいたけど、高校生と一緒に真剣に話を聞いてたよ。すごいよね。
オークションでは、切り札にしたいスーツがあるときや強いハンドのときに、ディーラーから順番
に紹介していくんだ。これが「ビッド」。とくに紹介したいスーツがないときや弱いハンドなら「パ
ス」だよ。「ビッド」や「パス」などオークションで使うブリッジ語は「コール」っていうんだって。
やれやれ、また新しい言葉だよ～。でも、なんかちょっとカッコイイと思わない？
その日は午前２時間、午後３時間、みっちりブリッ
ジしたよ。すごい集中力でしょ？ ちょっぴり疲れ
ちゃったけど、楽しかったぁ！ しのぶ先生はね、
とってもやさしいんだよ。だって、ボクたちがすごぉ
くオーバービッド（オークションが行き過ぎてマイナ
ス点が大きくなること）しちゃっても、「ダメじゃな
いの！」ってしからないし。やっぱ、子どもは「ほめ
て、育てる」だよね～。って、おうちに帰ってからマ
マに言ったら、笑われちゃったよ。てへっ。
先生は｢集中講座テキスト｣（絵がたくさんあって、
これがまたいいんだ。みんなも見たら、きっとそう思
うよ）に書かれている、ボクたちにちょうどいい文を
紹介してくれた。先生が選んだのは、次の２つだよ。
コントラクトブリッジでは、コールを通じて、自分の手の内容をパートナーに伝えたり、
コントラクトについて相談したりできるのよ。

しのぶ先生「ただむやみにビッドしているわけではないの。パートナーに相談して
いるの。それで、パートナーにも考えてもらうのよ。」

コントラクトブリッジでは、パートナーの手を見ないで、切り札やゲームに行くかどうかを
決めることになるわ。いつも、パートナーの手を想像してビッドするようにしましょう。

しのぶ先生「パートナーやオポーネントのコールの意味を考えてね。パートナーと
ディクレアラーをとりあうのではなくて、ペアで、ちょうどよいコン
トラクトを選ぶようにするのよ。」
「伝えること、相談すること」が大事なんだね。それと、自分がディクレアラーになる
ためだけじゃなくて、ペアとしていいコントラクトになるようにするんだって。
ボクはついつい自分が持ってる長いスーツばかり気になって、それを言いすぎちゃうの。
だって、自分がディクレアラーになった方が楽しいんだもん。先生は、「ディフェンス
が上手くいったらサイコーにいい気分よ」って言ってたけど、ボクはまだそういう気持
ちにはならないなぁ… これって、ボクが子どもだからかな？？？
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これがうわさの（？）集中講座テキストです！ まだオークションをならったこ
とがない子も、なんとな～くフンイキがわかるかな？

コントラクトブリッジレッスン オークション－３

３．コントラクトを探してみよう
ミニブリッジとの大きなちがいは、どちら側のペアにも
コントラクトを勝ちとるチャンスがあること。
パートナーと相談してよいコントラクトを見つけましょう。
オークションの目的は、よいコントラクトを見つけて、勝ち取ること。
相手にオープンされたあとでも、自分たちのペアにコントラクトがある
かもしれないと思ったら、ビッドしてみましょう。パートナーがオープ
ンまたはオーバーコールをしたら、自分たちのペアの情報交換がスター
トします。
パパから
始めるよ。

オープナー

ワンハート！

１

♥

ワンスペード！

１♠

♠
♥
♦
ディーラー ♣
♠ ８５
♥ ＡＫ９６２
♦ Ａ６
♣ ＱＪ７３
♠
♥
♦
♣

アドバンサー

♠は１の代で
言えるよね！

オーバーコーラー
ＡＱ10９２
Ｊ７
Ｑ９７２
８２
♠ Ｊ７４
♥ Ｑ10４３ ツーハート！
♦ ＫＪ８３
２ ♥
♣ ９４
Ｋ６３
８５
レスポンダ—
10５４
ＡＫ10６５

ツースペード！

２♠

♥切り札でい

きましょう！

♣を切り札にしたいけど １♣も２♣ も言えなくなっちゃった！
３♣だと９トリックもとらないといけないし、どうしよう～。
そうだ！ お兄ちゃんはいい♠を持ってるはずだから、２♠がいいかも！
■

ここがポイント！ ■

最初にビッドすることを「オープン」と言うよ。最初にビッドした人は
「オープナー」、そのパートナーは「レスポンダー」って言うんだ。
オポーネントがオープンしたあとにビッドするのは、「オーバーコール」
って言うんだよ。
コントラクトブリッジでは、ＨＣＰが少なくてもコントラクトを勝ちとった
り、ディクレアラーになれたりすることがあるんだね。
オーバーコーラーのパートナーを「アドバンサー」というよ。

【今日のきょうくん】相手がどうしてそう言ったのかを考えてみるのは、ブリッジの基本。
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最優秀新人プレイヤー 橋本さんにインタビュー！
コントラクトブリッジの競技会に参加すると成績によって、マス
ターポイントが発行されます（ミニブリッジ大会では発行されませ
ん）。日本コントラクトブリッジ連盟では、このマスターポイント
を登録し、年間を通して好成績だったプレイヤーを表彰しています。
年始めにマスターポイントが20点未満だったプレイヤーのうち、そ
の１年間にもっとも多くのマスターポイントを獲得したプレイヤー
が「最優秀新人プレイヤー」です。
2011年の最優秀新人プレイヤーは、早稲田大学２年（当時）の橋
本航一郎さんが受賞しました。ジュニアくらぶでは、その橋本さん
にお話をうかがいました。

ジュニアくらぶ：

まずは最優秀新人プレイヤー受賞おめでとうございます。

橋本さん：

ありがとうございます。

ジュニア：

いつ、どのようなきっかけでブリッジを始めましたか？

橋本さん：

大学入学時、たまたまコントラクトブリッジの授業(※)を見つけたのがきっかけでした。
それまで全く知らなかったのですが、授業を受けてこれは楽しいと、のめり込んでいきました。

ジュニア：

いつごろから試合に出るようになりましたか？

橋本さん：

始めて２か月くらいたった時に学生リーグの新人戦に参加しました。
ルールを覚え立てで結果はむちゃくちゃでしたが、試合をして楽しかったことを覚えています。
競技会に出るようなったのは半年くらいしてからです。

ジュニア：

普段はどのような練習をしていますか？

橋本さん：

大学のブリッジクラブでひたすらボードをこなしています。
先輩たちと一緒に練習しながら、テクニックを教わったり、ビッドを習ったりしました。

ジュニア：

ブリッジのどのようなところがおもしろいですか？

橋本さん：

ビッドでもプレイでも、解答を探していくパズルのようなところが好きです。
終わった後にどうすれば良かっただろうかと考え、２度楽しめるのが魅力だと思います。

ジュニア：

ジュニアくらぶの子どもたちに応援メッセージをお願いします！

橋本さん：

ブリッジをめいっぱい遊んでください。テーブルを囲む仲間と一緒に考え、競ってください。
そうやってブリッジを楽しむことが上達の近道だと思います。

(※)早稲田大学では、ブリッジが授業として採用されています。大学の正規授業としてブリッジが採用されたのは、
2006年の東京大学が初めてです。続いて、2009年より早稲田大学でブリッジの授業が始まりました。2012年現在、
この２大学に加えて、青山学院大学、福岡大学でもブリッジの授業が行われています。

大学の授業でブリッジが
習えるなんてスゴいね！
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大学クラブ紹介

～東京大学～

ジュニアくらぶの皆さん、少し遅くなりましたが、進級・進学おめでとうございます。
ジュニアくらぶができて今年で７年目を迎えますが、創設当時は小学生だったジュニアも、あっという間に高校生で
すね。今は勉強に部活に忙しいけれど、もう少し時間ができたらまたブリッジをしたいなぁ、と思っている皆さんの
ために、今回から大学のブリッジクラブを紹介しちゃいます。
大学のブリッジクラブは、北海道から関西まで全国 11の大学にあり、関東地方は５つの大学にあります。大学間の
交流も盛んで、みんなより少し年上のお兄さんやお姉さんたちが日々練習に取り組んでいます。
【ブリッジクラブのある大学】
●北海道

：北海学園大学

●東北地方：東北大学
●関東地方：東京大学、学習院大学、慶應義塾大学、早稲田大学、千葉大学
●東海地方：名古屋大学
●関西地方：京都大学、同志社大学、大阪大学
大学クラブ紹介、トップバッターはみんなのあこがれ（？）東京大学です！！

皆さん、こんにちは。東京大学コントラクトブリッジサークル（大学
ではクラブのことをサークルと言うこともあります）の前部長の中須賀
です。
東大ブリッジサークルの部員数は現在の２年生以上が12人、そしてた
だいま絶賛新入生入部歓迎中です。今年も１年生がたくさん入ってほし
いなぁ。ジュニアのみんなは友だちをブリッジに誘うとき、どんなふう
に誘いますか？けっこうむずかしいですよね。でも仲間が１人でも多く
増えてほしいので、がんばって勧誘しています！
主な活動内容は練習会で、毎週１回、駒場キャンパス（渋谷区）にあ
るいろいろなサークルの部室が入っている学生会館で行っています。大
学では一人ひとり授業の時間割がちがうので、各自授業が終わってから
集まって、会館の閉館時間までブリッジをします。４人そろうまでは、
カタンやブラフなど他のボードゲームがたくさん部室においてあるので、
遊びながら待ちます。ブリッジに限らず、ゲーム好きの部員が多いです。
学習院大学や慶應義塾大学、早稲田大学の部員が遊びに来ることもあり
ます。
最近は、渋谷ブリッジセンターのオーナーである寺本直志プロのご厚
意により、ときどき渋谷ブリッジセンターを練習場所として貸していた
だいたりもしているので、これからは渋谷ブリッジセンターも主な活動
場所になりそうといった感じです。
夏と春には全国の大学が集まって、大学対抗の学生選手権が行われま
す。去年の夏の学生選手権では東大から２チーム出場してそのうち１
チームが準優勝（決勝の慶応戦とはわずかな差で負けてしまいました。
今でもくやしい…）、ついこの前にあった春の学生選手権では３位と、
どちらも優勝にあと一歩届かないという残念な結果になってしまったの
で、今年は優勝できるようがんばりたいです。
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横浜miniベイブリッジ
フェスティバル杯のご案内
ゴールデンウィーク恒例の横浜miniベイブリッジフェスティバル杯を５月３日に開催いたします。
大人の方も参加できる大会ですので、お友だちやご家族と一緒に楽しいひとときをお過ごしください。
成績上位の方にはすてきな賞品があります。
日時：

５月３日（祝･木）

13:00～16:30

場所：

横浜ブリッジセンター

対象：

ミニブリッジでゲーム宣言のできる方（ジュニア、大人問いません）

形式：

ペア戦（先着20ペアまで）

４階

参加料：会員・会友・ジュニア 500円
申込：

一般 700円

ジュニアとご家族のペア 1000円（２名）

４月26日（木）までにペアでお申し込みください。

※同日午前（10：30-12：00）に体験教室を開催します。
お問い合わせ：

e-mail

junior@jcbl.or.jp

チーム選手権試合のご案内
今年のジュニア・ミニブリッジチーム選手権試合の日程が７月30日に決定しました。１年に１度開催されるジュ
ニアイベントのなかで、もっとも大きい大会で、午前に予選、午後に決勝戦が行われます。
参加資格は、１ボード11分以内でプレイできるジュニア。プレイ中に時間を意識したことのない人は、今度計っ
て練習してみましょう。申込みはチーム単位なので、イベントで会う「ブリとも」に声をかけてみてね。
チーム選手権のとなりでは、大人も参加できるペア戦を開催します。
●第４回ジュニア・ミニブリッジチーム選手権試合
日時：７月30日(月)

10：00-17：00

※決勝トーナメントに進めなかった場合は、15時頃解散、または残念ゲームに参加できます。
場所：四谷ブリッジセンター

地下１階

参加資格：ミニブリッジの大会参加経験者、または１ボードを11分以内でプレイできるジュニア
参加料：4,000円／チーム
申込：７月23日(月)までに「チーム(原則４名)」で申込み。年上４名の学年数の合計が15以下の場合は、最多６
名までＯＫです。詳細は同封のチラシをご覧ください。
●第３回マクブリッジ杯
日時：７月30日(月)

10：30-16：30 (２セッション)

場所：四谷ブリッジセンター

地下１階

参加料：750円／人
申込：７月23日(月)までに「ペア」で申込み。パートナーを紹介してほしい人はご相談ください。
大人の方も参加できます！
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ハナママの英語ＤＥブリッジ！
みなさん、こんにちは。 橋之介の母のハナ・マクブリッジです！
ブリッジの用語のほとんどは英語なのよ。 今回紹介する言葉は、みんなも聞いたこと
のある言葉だけど、ブリッジの場合は特別の意味を持っている言葉よ。ブリッジの用語
のほうと、もともとの意味のほうを合わせて覚えてね！

ウィナー(winner)
ウィナーは英語で「勝利者」「成功した(しそうな)もの」という意味があります。ちなみに、「勝つ」は英語でウィン
(win)というの。日常でよく使われるのは勝利者だけど、ブリッジ用語では、トリックを勝てると期待されるカードと
いう意味で使うのよ。

ルーザー(loser)
ルーザーは英語で「敗者」「失敗した(しそうな)人」という意味があります。ウィナーと逆の言葉ね。「負ける」は英
語でルーズ(lose)よ。ブリッジ用語では、負けてしまう可能性の高いカードを指すわ。ブリッジになれてきたら、プレ
イの前に「ウィナー」と「ルーザー」を数えてみましょう。最初はむずかしいかもしれないけれど、だんだんプレイし
やすくなるし、時間短縮にもつながるから、おすすめよ。

ＡＰＢＦコングレス初心者大会 招待キャンペーン

当選グループ発表
●今橋日向人、今橋天路、今橋裕見子
●奥野葵、由田明梨、由田由佳理
※順不同、敬称略

おめでとうございます！
今回、当選した今橋日向人くん、天路くんは横浜ではおなじみの兄弟です。
奥野葵さん、由田明梨さんは千葉県在住の高校２年生のお姉さんペア。今回のキャン
ペーンをきっかけに“ブリとも”になったそうです。
当選された皆さん、アジア大会の雰囲気を感じながら、ミニブリッジ大会もがんばって
きてくださいね。
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イベントのご案内
◆ 体験教室
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

5/ 3(祝･木)
5/27(日)
6/10(日)
7/ 1(日)
7/15(日)
7/22(日)
8/25(土)

※くわしくはチラシを見てね！

参加料：無料
10：30～12：00
10：30～12：30
10：30～12：30
10：30～12：30
10：30～12：30
10：30～12：30
10：30～12：30

横浜ブリッジセンター
四谷ブリッジセンター
横浜ブリッジセンター
四谷ブリッジセンター
横浜ブリッジセンター
四谷ブリッジセンター
横浜ブリッジセンター

※ はじめてのお友だちをさそってね！保護者の方もご一緒にどうぞ。

◆ 練習会・大会・講習会

大人の方も参加できます

［橋之介プレ道場］13：30～16：30 ９歳以下およびミニブリッジ初級者対象 (300円)
［橋之介ミニ道場］13：30～16：30 10歳以上およびミニブリッジ中級～上級者対象 (300円)
会場：四谷ブリッジセンター

5/27(日)
6/17(日)
7/ 1(日)
7/22(日)

午後
全日
午後
午後

プレ道場／ミニ道場「ラフ」
集中講座
プレ道場／ミニ道場「フィネス」
プレ道場／ミニ道場
「ディフェンスの考え方」
7/30(月) 全日 第４回チーム選手権試合
第３回マクブリッジ杯

会場：横浜ブリッジセンター

5/ 3(祝･木)午後
6/10(日) 午後
7/15(日) 午後
8/19(日) 全日
8/25(土) 午後

ミニベイブリッジフェスティバル杯(500円)
プレ道場／ミニ道場「カウント」
プレ道場／ミニ道場「ラフ」
集中講座
プレ道場／ミニ道場
「ディフェンスの考え方」

集中講座が四谷ブリッジセンターで開講します。皆さまのご参加お待ちしております。
６月17日（日）10：30～12：30／13：30～16：30

四谷ブリッジセンター

８月19日（日）10：30～12：30／13：30～16：30

横浜ブリッジセンター

※原則、午前・午後１日の参加をお願いします。午前のみ、午後のみをご希望の方はお問合せください。

お問合わせ・お申込み先
＜公益社団法人 日本コントラクトブリッジ連盟
TEL： 03‐3357‐3741 FAX: 03‐3357‐7444
e‐mail: junior@jcbl.or.jp (ジュニアくらぶ)

(担当：渡辺)＞

※ 大会は開催日の１週間前、それ以外のイベントは開催日の３日前までに
お申込みください。小学生が参加する場合は送迎をお願いします。
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