 ワークショップのゲーム:
今回のワークショップでしたゲーム
ES＝小学校

1.

JHS＝中学校

丘の王様:
目的：
新しい文法を会話で使う練習、単元のまとめ、今まで勉強した文法の復習

時間：
準備の時間を含めて、約 20〜30 分

必要なもの:


テープ



ゲーム終了を知らせるための鈴やアラーム



使っている文法によってミニ絵カードがいるときもあるかもしれません。

学年:
小学校 3 年生から 6 年生と中学校の全学年ならできる。(私は中学校でこのゲームをしたことがないけど、時
間があればできると思います。)

文法:
ほぼ何の文法やレッスンとでも使えます。
私たちは「What ~ do you like?”」や「Where do you want to go?」などで使ったことがあります。
「This is
my hero」や「Welcome to our town」や「Welcome to Japan」や「Self-Introductions 」などのプレゼン
テーションのトピックにも使ったことがあります。生徒が楽しく発表の練習ができる活動です。
ワークショップでは中学校 3 年生の New Horizon Unit 3 の「Have YOU ever〜？」を使います。

遊び方:
1.

まず、教室の真中にスペースがあるように、全ての机を引きます。

2. 床にテープでベースを作ります。
（約８０ｃｍおきに作るといい）生徒がベースからベースまで順番に移
動していきます。
3. 教室の前に椅子を置き、その椅子に先生か生徒が座ります。椅子に座っている人が「丘の王様」になりま
す。
4. 生徒は全員教室の後ろに立ち、ペアを作ります。
5. 生徒に目的が「丘の王様」を倒すことだと説明します。
6. 倒すために、英語の会話をし、じゃんけんで勝たないといけません。(今回「Have you ever~?」を使いま
した。) 勝った人が次のベースに進みます。負けた人がそのまま止まります。
7. 先に「丘の王様」に届いた人は同じ会話して、じゃんけんをします。勝ったら、鈴を鳴らして、その人が
新しい王様になります。負けた場合は、列の後ろにまた並びます。

8. 王様が倒されたとき、ゲームを一回ストップします。そして、みんなが「Have you ever~?」(または別の
疑問文)を新しい王様に尋ね、答えてもらいます。
9. 最後に、クラスのみんなは新しい王様に「もう一回してもいいですか」と聞きます。
（生徒が楽しんでい
ればゲームを続けます）

アドバイス:


必要だったら自分のクラスに合うようにルールを変えてもいいです。



自分の学校でイングリッシュルームがあれば、授業の時間を取らないように生徒が来る前に準備して
おくといいでしょう。なくれば、生徒に準備の手伝いを頼むことができます。
（床にテープを張るなど）



先生もゲームに参加してもいいですが、生徒がふざけたり、ルール違反したりしないようによく見て
ください。



時々生徒がバースに独りで待っていることもあります。相手がすぐ来るはずですが、長く待っている
生徒がいたら先生から話しかけてもいいでしょう。



うるさくなることがあるので、それにご注意ください。



クラスが大人数だったら、二人の王様を決めてもいいです。その場合はクラスを半分に別けます。生
徒をモニターしやすくなります。
「What’s this?」や「What do you want?」や「What would you like?」を練習する場合、このゲーム



をしたければ、客生徒にミニ絵カードをあげてもいいです。会話は以下のように進みます：
S1:

What’s this? (Points at their card)

S2:

It’s a notebook. What’s this? (Points at their card)

S1:

It’s a pencil.

そして、生徒はカードを交換して、またじゃんけんをしてから、ベースに移動します。そうすれば基本文を
よく練習できます。

2. クラースのアンケート:

目的:
話したり、聞き取ったり、書いたりすることの練習。

必要なもの:


40 人のクラスには 8 つの 5 人のグループに別れます。全員の生徒と先生の名前が書いてある 5 枚の A3
か B4 の紙がいります。



生徒は鉛筆と消しゴムが要ります。

時間:
準備の時間を含めて、約 20〜30 分

学年:
小学校 3 年生から 6 年生と中学校の全学年ならできる。(私は中学校でこのゲームをしたことがないけど、時
間があればできると思います。) ユニットの最後に使った方がいいです。また、英会話もするなら、楽しい
アイスブレーカーのゲームでも使えます。

文法:
多くの種類がある疑問文と使うといいです。例えば、“What ~ do you like?” / “How many ~ do you have?” /
Can you ~?” / “Do you have ~?” / “What is your favorite ~?” / “Which do you like better, ~ or ~?” / “Do
you like ~?” 等. 復習のゲームとしても使えます。いろんな質問をしたり答えたりするから、中学生に特に合
う活動です。
このワークショップでは Let’s Try 2 Unit 4 (小学校 4 年)の“What ~ do you like?”を使います。

やり方:
1.

まず、クラスの人数によってクラスを 4 つか 5 つのグループに別けます。

2. 次、客グループに全員の生徒と先生の名前とトピックが書いてあるアンケートのプリントを渡します。
例えば、
「What ~ do you like?」を使う場合、客グループのアンケートに違う質問が書いてあります。


What food do you like?



What TV show do you like?



What color do you like?



What sports do you like?



What animal do you like?



What season do you like?



What character do you like?



What day do you like?

3. 生徒に質問を読める時間をあげます。
4. ゲームが始まる前に、生徒と質問のし方を確認します。
5. ゲーム開始します。アンケートの紙を机の上に置いたままで、他のグループの人を見つけて、インタビュ
ーします。答えが分かったら、机に戻って、プリントに答えを書きます。中学年は日本語で書いてもいい
ですが、高学年から英語で書くチャレンジもしてもいいです。中学校ではなるべく英語で書いた方がい
いです。
6. 決められた時間までインタビューするか、答えが全部埋まるまで続けます。
7. そして、客グループに何が一番人気だったか尋ねます。例えば、色について聞いたら、クラスの中に 1・
2・3 番目の人気がある色を書きます。
8. 立って、結果を発表します。中学年と「One – Red. Two – Green. Three – Blue.」という風に発表できま
す。高学年と中学生は文章で答えた方がいいです。

アドバイス:


先生も参加してください。生徒はあなたに質問をして、答えを書くのが大好きです。



JTE または ALT にアンケートを作ることに手伝い求めてください。生徒の名前がわからなかったら、
JTE に聞いてください。トピックのアイデアが必要だったら、ALT に聞いてください。



「Yes」か「No」で答えられる質問には(例：Can you~?)、〜ができる生徒は何人いるか、できない生
徒が何人いるか発表できます。



他の学年の子供たちもアンケートの結果が見られるようにイングリッシュボードや教室に貼っておく

こともできます。生徒は喜ぶでしょう。

3. ピラミッドゲーム:
目的:
話したり、聞き取ったり、書いたりすることの練習。中学校でワームアップか小学校で復習ゲームで一番使
うのがいいと思います。

必要なもの:


40 人のクラスは 8 つの 5 人ずつのグループを作ります。



生徒は紙片とペンが要ります。
（ノートを使っても良い）

時間:
20~30 分程度（短縮バージョン：10 分程度）

学年:
このゲームは難しい文法を練習のためのゲームなので、中学校に一番合います。しかし、小学校 5・6 年生と
単語と句動詞を練習ためにも使えます。

文法:
中学校の何の文法でも使えますが、動詞の活用、前置詞、代名詞の復習、文章を並ぶ練習、英語で a, the, an
の使い方を練習することもできます。
このデモで英検の練習をします。人々がいろんなことをしている写真がたくさん要ります。写真を見ると
「What is ~ doing?」と聞きます。英検だけじゃなくて、試験のためにも大切な練習です。アクションカー
ドもさまざまな文法と使用できます。

やり方:
1.

クラスを 3 つか 4 つのグループに別けます。客グループは紙片とペンがあるかどうかを確認します。

2. 黒板にいくつのピラミッドを書きます。(3 グループがあれば、3 つのピラミッドを書く)
3. ピラミッドを書いてから、ピラミッドをブロックに分けます。ラウンドの数と等しい数のブロックを書
きます。(10 回する場合は 10 個のブロックを書く。)
4. 客チームから一人の代表が前に来ます。先生が活用する代名詞と動詞を伝えます。
5. 代表がグループに戻って、情報をチームメイトに伝えます。グループで代名詞と動詞が入っている文章
を作ります。文章が正確かどうかを確認します。
6. 生徒 A は紙に文章を書きます。(または客チームから一人は黒板に文章を書きに行ってもいいです。)
7. 生徒 B は先生に文章を持って来て、音読します。先生がつづりの問題はないかを確認します。文章が正
確であれば、そのラウンドが終わり、そのチームの一つのブロックに色を塗ります。そして、次のラウン
ドを始めます。
8. ラウンドが終わる度に生徒の役割を変えます。（書くことと走ることが両方できるように）

9. ピラミッドの全てのブロックに色を塗るまでにゲームが続きますので、一つのグループが終われば、ゲ
ーム終了です。

アドバイス:


小学校で、書くことが難しいかもしれませんが、フォニックスとつづりの練習に役立ちます。
生徒は先生に走りに来るとき、アルファベットの一文字を言うこともできます。その生徒がグループに
戻って、アルファベットの文字を言って、書きます(かるたのカードの中に見つけてもいい)。言葉が完成
されるまで続きます。言葉が分かったときに、先生のところに来て言葉を言います。合っていれば、ブロ
ックに色を塗ります。そして、次のラウンドに進みます。みんなが単語と読み方を復習できるように、書
いた言葉を一回復習してください。



「What ~ do you like?」のような質問に答える練習も使えます。書くことが難しいかもしれませんが、
生徒はその言葉に合うカードを選ぶこともできます。例えば、キャラクターについて尋ね、違うカードを
持ってきたら、生徒が理解していないことが分かります。

4. Tic-Tac-Toe（三目並べ）:
目標:
話すことと聞き取りの練習

教材:
本単元に当てはまる単語のカード

時間:
15 分〜20 分

学年:
小３〜小６。 中学校で復習や文法を紹介するときにも使える

文法:
この活動は様々な文法や単語に当てはまります。 たとえば国旗を使って、 “Where do you want to go?” を
練習できます。“What would you like?” / “This is my town!” / “My Summer Vacation!” / “What sports do
you want to watch (at the Olympics)?” / “He or She does/doesn’t ~.”のレッスンにも使えます。
このワークショップでは We Can 1 Unit 6 (小５) の“I want to go to Italy”を使います。

やり方:
1.

３ｘ３の格子図形を黒板に描きます。単語カードが入るように大きく描きます。

2. クラスを半分に別けて、チームの名前を決めます。チームの名前を黒板に書き、単語カードを格子図形に
適当に貼ります。
3. 各チームがどのカードを選ぶか１分間で話し合います。 (例：行きたい国). 選んだカード（または本日の
基本文）がちゃんと言えるかどうか確認するといいです。

4. 選んだ後, チーム A が チーム B に “Where do you want to go?”を尋ね、Team B が答えます。選ばれ
たカードに磁石を貼ります。それから交代してチーム B が Team A に尋ねます。
5. チーム A とチーム B から代表が一人ずつ前に来ます。じゃんけんをし、勝った方が選んだカードの【】
に○（あるいは×）を描くことができます。
6. 以上の段階を繰り返し、○か×を先に三つ並べたチームの勝ちです。
7. この活動がすぐに終わるから何回もできます。最後に結果発表ができます。

コツ:
1.

この活動は少人数とでもできます。例えば、4 人の班を作ります（２対２）
。ラミネートされた格子
図形を配り、単語カードを準備します。生徒がカードを好きなように置いて、同じように活動を進め
ます。マーカーで○×を描いていきます。

2.

“I like My Town” / “Welcome to Japan” / “My Summer Vacation” / “This is My Hero”, などのテ
ーマでこの活動を使う場合は、基本文を十分に練習しておくといいでしょう。例えば、“I like My
Town” の一つの基本文： “We have ~ / “We don’t have ~”の場合はボードが次のように並べること
ができます:

Forest Adventure

Onsen

Ishidan

Midorikawa Dam

Heart Bridge

Misato Footpath

wonderful restaurants

beautiful mountains

Convenience Store

このような会話を使えます:
緑団:

“We have Forest Adventure.”

青団:

“We have an onsen.”

その後、じゃんけんをし、勝った方が Forest Adventure をゲットします。

Forest Adventure

Onsen

Ishidan

Midorikawa Dam

Heart Bridge

Misato Footpath

wonderful restaurants

beautiful mountains

Convenience Store

基本文に慣れ親しんだら、カードを全部混ぜてレベルアップできます。
3.

中学校で次の文法を練習するためにこの活動を利用できます: “Have you ever ~?” / “He or She
does/doesn’t ~.” / “This is a ~ that makes me ~.” / “What do you want to be?” / “When you are
~, what do you do?”など

 授業でよくする活動:
 じゃんけんを使う活動:
1.

Newspaper Janken（新聞じゃんけん）:
生徒一人一人に新聞を配って、二人ペアを作ってから新聞を床に置きます。自分の新聞の上に両足で立
たないといけません。英語のやり取りをしてからじゃんけんをして、負けた方が新聞を半分に折ります。
次の相手を見つけて繰り返します。負け続けると新聞がどんどん小さくなり、立ちにくくなります。

2. Mario Chip Game:（マリオゲーム）
生徒の興味がありそうなキャラクターの絵カードを準備します。
（マリオ、ディズニー、ドラえもんなど）。
各生徒にカードを３枚配ります。相手を見つけて、英語のやり取りをしてからじゃんけんをして、勝った
方が負けた方からカードを１枚取ります。カードが全部なくなった生徒にはカードを２枚配って、リベン
ジする機会をあげることもできます。

3. Progression Game:〈進化ゲーム〉
単語カードを黒板に貼り、カードの間に矢印を描きます:

生徒が全員一番右の単語から始まります。例えば、I like [動物]の場合、horse（馬）から始まる。相手を
見つけて、英語でやりとりをします。
例：

Student A:

“What animal do you like?”

Student B:

“I like horses. What animal do you like?”

Student A:

“I like horses.”

終わったらじゃんけんをし、勝った方が次の単語〈動物など〉に進みます。負けた方はそのまま同じ単語
を使わなければなりません。最後の単語（目標）まで進んだ生徒は先生と会話をします。

4. Statue Game:

（氷じゃんけん）

生徒が２人ペアを組み、英語のやりとりをしてから、じゃんけんをします。負けた方が動けません。勝っ
た生徒は凍っている生徒を見つけ、解放してからやりとりとじゃんけんをします。
ジェスチャーを使えばもっと楽しくなります。例えば、職業の単語の場合はその単語の形に凍ります。
〈消防士、サッカー選手など〉

 かるたやキーワードゲーム
1. No! No! No! Game: （ノーノーノーゲーム）
キーワードゲームと同じルールですが、黒板に貼ってあるカードを指さしながら単語を言っていきます。
先生が間違った単語を言ったとき、生徒が“No! No! No!”を言って消しゴムを取ります。
キーワードゲームをすると生徒が消しゴムに集中してしまう生徒がいますが、このゲームでは黒板を見
ながら先生の言っている言葉をよく聴く必要があります。

2. Karuta Guessing Game:

（かるた当てゲーム）

３人か４人のグループでします。各班に単語カードを配ります。カードをシャッフルし、交代でカードを
一枚ずつ引いていきます（カードがなくなるまで）
。それからお互い何のカードを持っているか当ててい
きます。当てられたカードをみんなに見せてから捨てます。

3. Two-card Karuta:

（２枚のかるた）

かるたと同じルールですが、２枚のカードでします。単語の言い方を練習してから手を頭に置かせて、先
生がどちらかの単語を言います。言われた単語のカードを早く取れた人がそのカードをもらいます。普
通のかるたでは生徒が単語をあまり言わないこともありますが、この活動では難しい単語を何回も繰り
返して言う機会があります。

 その他の活動:
1. Ohajiki Game:

〈おはじきゲーム〉

二人ペアを組み、各ペアにおはじきを一個配り、一人の生徒がおはじきをどちらかの手に隠します。生徒
が英語のやり取りをしてから、おはじきを持っている生徒が両手を出し、おはじきがどちらの手にある
か当ててもらいます。正解の場合、当てた生徒がおはじきを取り、次の相手を見つけます。負けた方が座
ったまま、次の相手が来るまで待ちます。

2. Alphabet Shopping:

（アルファベットの買い物）

“Do you have ~?” / “What do you want?” / “What would you like?”の文法によく合う活動です。
生徒が 4 人か 5 人のグループに別れます。各グループにアルファベットの文字カードを何枚か渡します。
単語（国名、フルーツなど）が書いてある A3 の用紙も各グループに配ります（できれば絵付きで）
。各
グループから一人の代表が他のグループに行き、必要の文字があるか尋ねます：Do you have “A”?。
探している文字を見つけたら自分のグループに戻り、違う人が文字を探しに行きます。10 分間でなるべ
く多くの文字を探し出して、その文字を使って用紙に乗っている言葉を完成させます。活動の終わりに
完成した言葉をみんなに紹介します。

3. Gesture Game:

（ジェスチャーゲーム）

職業、動物、食べ物など、ジェスチャーしやすい単語を練習する活動です。
二人ペアを組みます。二つの単語を紹介し、みんなでジェスチャーをしながら何回か言います。生徒が好
きな方を決めます。どれを選んだかパートナーに言ってはいけません。先生が３，２，１を言ったら全員
で同時ジェスチャーをします。パートナーと同じジェスチャーをしたペアがハイタッチします。合わな
かったペアは”Oh no!”（残念！）を言います。

4. Touch, Touch Game: （タッチ、タッチゲーム）
二枚の単語カードをクラスに紹介します。生徒に二人一ペアに組んでもらい、お互い単語を選ばせます。
例：テーマが職業で単語が「医者」と「看護師」だった場合、生徒 A が「医者」を選らび、生徒 B が「看
護師」を選びます。単語をみんなで 3 回練習した後、先生が「Hands ready!」を言います。生徒にお互
い手のひらをパートナーに向けさせます。それから、先生がどちらかの単語を言います。例えば、
「医者」
と言ったら「医者」を選んだ生徒が「看護師」を選んだ生徒の手を掴もうとします。難しい単語ほど繰り
返すといいでしょう。

5. Spin the Bottle: （ボトル回し）
楽しい活動ですが、うるさくなるかもしれません。言葉の言い方を練習するためのゲームです。単語を復
習してから 6 人か 8 人のグループに別れます。各グループに単語カードのセットを配ります。カードで
円を作り、真ん中にボトルを置きます。各自がどのカードの前に座るか決めます。じゃんけんでボトルを
回す人を決めます。ボトルを回し、回っている間、みんなが自分の言葉を言い続けます。例えば、
「January」
のところに座っている生徒はボトルが止まるまで「January」を言い続けます。ボトルが自分のカードに
止まったら、次ボトルを回す人になります。一回終わるたびに席替えをすることによって、単語を全部練
習できます。数字、月、曜日、天気などを練習するにはいい活動です。

6. Business Card Game: （名刺ゲーム）
とても簡単な会話をする活動です。色画用紙を名刺の大きさに切っておきます。クラスをグループに別
けて、各グループに違う色の名刺のセットを渡します。生徒が自分の班の名刺を一枚ずつ持っていき、相
手を見つけ、英語のやり取りをします。終わったら名刺を交換し、自分の班に戻り、新しい名刺を取りま
す。名刺を全部交換した班の勝ちです。

ネットからの活動のアイデア（英語）
：

1.

https://www.eslcafe.com/idea/index.cgi?display:915800895-17239.txt

2. https://www.eslcafe.com/idea/index.cgi?display:981076994-13533.txt
3. https://www.eslcafe.com/idea/index.cgi?display:928151223-1766.txt
4. https://busyteacher.org/16508-speaking-6-fabulous-games-teach-students.html
5. https://eslspeaking.org/apples-to-apples-vocabulary-game/
6. https://www.eslactivity.org/password-esl-speaking-activity/
7. https://www.eslactivity.org/top-10-esl-activities-teenagers/
8. https://www.fluentu.com/blog/educator-english/esl-grammar-games/
9. https://eslspeaking.org/esl-interactive-games-and-activities/

