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Question Card 36枚
（1-9までのカードが水色・緑・オレンジ・紫

に色分けされています）

Action Card 18枚
(Pick up 4枚、Change direction 4枚、Jump 
a player 4枚、Change color 6枚） 全54枚

カードの文章の和訳は agocardgame.comをご
覧ください。

ゲーム中は英語以外の言語は使用禁止です
。ルールを破った場合のペナルティーを導
入してみましょう。

プレイヤーのモチベーションを維持するの
に最適なAGO AWARD CARDはウェブサイト
よりダウンロード可能！

生徒たちがカードに書かれている文章に慣
れてきたら、アドリブで質問をしたり解答
を工夫するよう勧めましょう。

ゲームを早く上がった人も他の人たちの質
問に答えたりしてゲームに参加しましょう。

そしてなにより楽しく盛り上がることが一
番です！

使い方アドバイス

from hunting:  Optional Rule: Players only score if the card they select is the right color, number or type.  i.e. if the previous card was a blue 8, a player would need to pick up either a Change Color card, a blue card or an 8 card, otherwise the card is returned face down to its original position (with astute players taking note).

cuts: Game Two: I Know.
 
This game works best with 3-5 players, plus a teacher or quizmaster. 

The set up to this game is similar to Last Card, except the Change Direction and Change Color cards are removed from the playing deck before play. As in Last Card, the objective in this game is to use up all your cards �rst.

The quizmaster starts the game by selecting a question card from the pack. They read this out, then place it face up on the table, forming a discard pile. 

Players quickly raise their hand and the teacher selects one to answer the question. Following this, the player plays an appropriate card from their hand after which the process repeats again.

If a player doesn’t have a playable card after answering a question, they must instead draw from the deck, after which the teacher selects a di�erent player to answer the previous question.

If a pick up card is played, the player may select an opponent who must pick up the designated number of cards. Following this, the quiz master draws a card from the deck and asks a new question.

Players may play multiple matching cards on their turn.

, and making the process! For best results, challenge them to a game as well! 

Have a go!
Games:

A GO is an entertaining and motivating way to get young English students asking and replying to common English questions, all the while playing an enjoyable card game. 
Go on, have A Go!

AQUA (level1)

Last Card
2－5人向け  ラストカードは'Crazy 8s'の改
良版で、早く手札がなくなった人が勝ちと
なるゲームです。

遊び方：ディーラーはカードをよく切り、プレ
イヤーに7枚ずつ配ります。残ったカードは伏せ
て中央に置きます。中央に置かれたカードが取り
札となります。
じゃんけんで勝った人から時計回りにゲームを進め
ます。最初のプレイヤーは自分の手札の中から好き
なカードを１枚選び、表向きにテーブルに置きます。
次のプレイヤーは、前者の出したカードと同じ色
・数字・種類、またはChange color cardのいず
れかを使ってプレイします。
例えば前者の出したカードが緑の8だった場合、
次のプレイヤーは緑色か8またはChange　color 
cardを使わなければなりません。もし手札に同じ
種類または数字のカードが複数ある場合（例えば
7のカード2枚やJump a player ３枚など）それら
のカードを重ねて同時に出すこともできます。但
し、重ねたカードの一番下は前者の出したカード
と同じ色か数字または種類でなければなりません。
手札に適当なカードがない場合は取り札からカー
ドを１枚引きます。そのカードが使えるカードで
あれば使用し、適当なカードでない場合は手札に
加え、順番は一回飛ばしになります。
会話の導入：プレイヤーはカードを出す際、カー
ドに書かれている文章を（空欄がある場合は適当
な単語を入れて）読み上げます。質問が読まれた
ら、次のプレイヤーはまずその質問に答えてから
ゲームを続けます。

Interview Game
4－36人向け  シンプルで効果的なゲームです。
全員が一度にプレイできるので、大人数のクラ
スに適しています。AGOカードに少し慣れてき
た生徒がより流暢に英語を使えるようになるた
めに最適な方法です。

遊び方：生徒は質問カードを1枚ずつ配られます。
教室を歩き回って他のプレイヤーとカードを交換し
ます。その際、お互いに質問カードの質問をし、答
えてから交換します。ゲームをより面白くするため
に、カード交換のときに交換したプレイヤーのサイ
ンをもらいます。時間切れがコールされるまでに、
より多くのサインを集めた人が勝ちです。

アクションカード：
Change color card:　何色のカードとしても使う
ことができます。また次のプレイヤーに特定の色
を出すよう指示することもできます。　
Jump a player card:　このカードが出されたら次
のプレイヤーは１回飛ばしとなります。
Change direction card: プレイする順番が逆周りにな
ります。例えば時計回りの時にこのカードが出された
ら反時計回りに変わります。2人でゲームをしている
場合には、Jump a player card と同じ役割をします。
Pick up card:　このカードが出されたら次のプレ
イヤーはそのカードに指定された枚数を取り札か
ら引かなければなりません。指定枚数のカードを
引いたら通常通りプレイを続けます。

オプションルール：前者がPick up card を出した
場合、本来なら次のプレイヤーは指定された枚数を
取り札から引かなければなりませんが、もし自分の
手札に同じくPick up card がある場合、それを前
者の出したPick up card の上に出すことによりカ
ードを引かずにすみます。そのまた次のプレイヤー
は手札からPick up card を出すか、場に出された
全てのPick up card の合計指定枚数を取らなくて
はなりません。

ゲームの終了：手札が最後の一枚（または残り複
数枚が全て同じ種類あるいは数字）になったとき
、“Last card(s).”と言わなければなりません。
もし言い忘れたら対戦者は前者に対し、“ You 
forgot to say last card.”と言い、言われた前
者はペナルティーとして取り札から１枚カードを
引きます。Change color card をラストカードに
してゲームを上がることはできません。

2人以上向け AGOゲーム初心者へのAGOの
導入に最適なゲームです。

先生/司会者は質問に使うカードを数枚選択し一
枚ずつ読み上げます。他の人は解答者となります
ので手を上げて質問に答えます。（生徒のレベル
に応じて、必要であれば解説をしながらカードを
見せて下さい。）正解すると解答者はその質問カ
ードをもらえます。最終的に一番多くのカードを
獲得した人が勝ちです。

オプションルール：
カードの数字が獲得点となり、全問終わった時点
で最も多くの点数を獲得した人が勝ちです。
（7のカードは７ポイントとカウントします。）

ボーナスラウンド：
プレイヤーの人数分のアクションカードをよくシャッフ
ルしてテーブルに伏せて置きます。プレイヤーはそこ
から一枚ずつカードを引き、それぞれの得点に加えま
す。Change color card=10ポイント、Jump a player card 
/ Change direction card= 5ポイント、Pick up card= 表
示されている数字がポイント（Pick Up one= 1 ポイント）で
す。

Quiz Show 

Hunting
2～5人向け  より多くのスコアを獲得する
ことが目標です。

遊び方：よくシャッフルした全てのカードを伏せてテ
ーブルに広げます。じゃんけんで勝った人から時計
回りにゲームを進めます。
プレイの順番が来たら、プレイヤーは場のカードを
一枚取ります。質問カードを引いた場合は質問を読
み上げ、次のプレイヤーが質問に答えます。アクション
カードを引いた場合はそのカードの指示に従います。
引いたカードは手札としてキープし、場のカードがな
くなるか先生が時間切れをコールしたらゲーム終

了です。手札のスコアの合計が一番高い人が勝ち
です。

スコアの付け方：
1－9の数字カード・・・それぞれの数がポイント数。
Pick up card・・・カードに示された数字がポイント数
。+ Pick up card の指示で引いたカードのポイント
数が加算されます。Jump a player card / Change 
direction card・・・ 5 ポイント。
Change color cards・・・10ポイント。

   Rock Scissors Paper Battle
10人以内向け  このゲームは、準備が簡単で短時
間に競いながら楽しめます。全員が一度にプレイ
できるので、大人数のクラスに適しています。
AGOカードに少し慣れてきた生徒がより流暢に英
語を使えるようになるために最適なゲームです。

準備：よくシャッフルした全てのカードを伏せてテーブ
ルに広げます。プレイヤーはペア（3人1組でも可）にな
り、グループ毎にジャンケンをして最初のプレイヤーを
決めます。

遊び方：順番が来たプレイヤーは、テーブルの上から
カードを1枚選びます。質問カードを引いた場合は質
問を読み上げて、同じグループの別のプレイヤーがそ
れに答えます。その後プレイヤー全員でじゃんけんを
して、勝った人がそのカードをもらえます。カードをもら
った人はテーブルから次のカードを選び、同様に続け
ます。

ボーナスカード：引いたカードがアクションカードだっ
た場合、プレイヤーは、そのカードをもらってもう一枚
カードを引きます。Pick up cardには、その表示数分の
ポイント価値があります。例えば、Pick Up Threeなら3
ポイントとして計算します。
プレイヤーは、獲得カードの得点を記録していきます。
一番高得点だったプレイヤーが勝ちです。


