英語のクラブ

ゲームのハンドブック
-マディソン・ジャンフィリップ
Description: This handbook is a compilation of some of the games that the students most
enjoyed and were effective at helping their english language acquisition and development.
For each of the games provided in this handbook a brief overview, the goal, how to play,
rules, english language targeted skills and any other pertinent information is provided. This
handbook is meant to act as a living document, where each subsequent volunteer after
myself will be able to both utilize and add new games that they deem useful to the student’s
learning. I hope this handbook will serve as supporting material to the english learning
process where students are provided another way of learning outside of the traditional
classroom approach that is both exciting and engaging. As a volunteer, it is often difficult to
create innovative and original approaches to facilitating the classroom and coming up with
new games, so this handbook will hopefully be useful for not only volunteers, but everyone
involved in the english learning process!

ゲームの名前：『Jepoardy』

ゲームの説明：
● このゲームには五つのカテゴリーがあってそれぞれのカテゴリーにカテゴリーに関する
質問がある。カテゴリーの点（100から500まで）が高くなると質問の難しさが上がる。

目標：
● 最も点を集める

遊び方：
● 二つのチームに分けて、それぞれのチームは自分の名前を選ぶ
● どっちのチームが最初に質問を選ぶか自分の選び方を決める（たいていジャンケンポン
で選ぶ）
● 最初のチームはカテゴリーと点を選んで、答えが知っているチームが手を打ったら、質
問を答えられる
○ 最も早く手を打つチームは答えられる
● チームが間違ったら次のチームが答えらる
● 全部の質問がなくなるまで遊ぶ

ルール：
● それぞれのチームは一回だけ質問を答える機会がある
● １５秒間に答えなければいけない

英語に関して：
● 話す練習、読む練習、聞く練習

他に：
● https://jeopardylabs.com ーこのウェブサイトで自分でJeopardyのゲームを作れて、も
う作ったゲームを見つけられる

ゲームの名前：『Hangman』

ゲームの説明：
● このゲームで先生はテーマを選んで、テーマに関する言葉を選ぶ。学生たちは文字を
言うを通して何の言葉が選んだか推測してみる

目標：
● 何の言葉が選んだかわかるようになる

遊び方
●
●
●
●
●

黒板に選んだ言葉を書いて、しかし文字の代わりに線を書く
それぞれの学生は一人ずつ先生が選んだ言葉にあると思う文字をあげる
学生が間違ったら人間の部分の一つを描く
学生が適当に言葉を推測するか全部の言葉にある文字を言うまで遊ぶ
しかし全部の人間の部分を描いたら学生たちは負ける

ルール：
● それぞれの学生は一つの文字をあげる

英語に関して：
● 書く練習、話す練習

ゲーもの名前：『Family Feud』

ゲームの説明：
● 人々にあるトピックに関する調査が行われて、調査によると最ももらった答えから順番に
リストを作っている。学生たちは調査から最ももらった答えを推測してみる

目標：
● 全部の答えを推測する

遊び方：
● 二つのチームに分けて、答えるチームと待っているチーム
● 学生に行われた調査のトピックを教えてあげて答えるチームが調査から出ってきた答え
を推測してみる
● 答えるチームは全部の答えを推測したら、勝つ
● しかし、答えるチームが三回間違ったら待っているチームに一回推測してみる機会をも
らう
○ 待っているチームは調査から出ってきた答えをあげたら、勝つ
○ 待っているチームは間違ったら、答えるチームが勝つ
● 次のラウンドにチームの役割（答えるか待っているか）を変える

ルール：
● 答えるチームは三回間違ったら、待っているチームが推測してみられる
● 待っているチームは一回だけ推測してみられる
● 答えるチームの中に他のメンバーと相談してはいけない

英語に関して
● 聞く練習、話す練習

他に：
● https://hobbylark.com/party-games/list-of-family-feud-questions ーこのウェブサイ
トでFamilyFeudの質問と答えを見つけららる
● 『Family Feud Questions』をグーグルに調べたら、様々なウェブサイトを見つけられる

ゲームの名前：『Category Game』

ゲームの説明：
● 先生はテーマを選んだ、学生たちがテーマにかする言葉を書く

目標：
● している言葉を思い出して書く。

遊び方：
●
●
●
●

二つのチームに分けて、それぞれのチームは黒板の前に列を作る
一人ずつ学生はテーマに関する言葉の一つを書く
１分間にそれぞれのチームは言葉でも多く書く
最も言葉を書いたチームが勝つ

ルール：
●
●
●
●

言葉は一回だけ使える
他のチームの答えを見てはいけない
書き方を間違ったら点をもらえない
両方のチームが同じ言葉書いたる大丈夫だ

英語に関して：
● 書く練習、読む練習、話す練習

ゲームの名前：『Guess The Word』

ゲームの説明：
● それぞれのチームは言葉をもらって立っているチームのメンバーにその言葉とジェス
チャーを使わないでその言葉を説明してあげる。立っているチームのメンバーはその言
葉が何か推測してみる

目標：
● 知っている言葉を使って適当に選んだ言葉を説明する

遊び方：
● 二つのチームに分けて、それぞれのチームから一人が立っている
● 立っていない人々は英語の言葉をもらう
○ それぞれのチームは違う言葉をもらう
● 英語でもらった言葉を立っている人に説明して、立っている人はその言葉は何か推測し
てみる
● 最初に正しい言葉を言う立っている人のチームが勝つ

ルール：
● 英語だけ使える
● ジェスチャーを使ってはいけない
● 立っている人はチームに質問をしてもいい

英語の関して：
● 聞く練習、話す練習

