教室での使い方アドバイス
難易度の設定
AGO Green cardは、多くの英語レッスンを経験してき
ている生徒に適しています。レッスンの始めに、新し
いカードを数枚ずつ使ってクイズショー(先生が質問
を読み上げて正しく答えられた生徒が勝ち)のような
練習を5分程度導入するといいでしょう。

GREEN (level2)
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 4枚、Splatter 1
枚、Erase 1枚） 全54枚
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Splatter

2-5人向け Splatterは、従来のAGOカードのLast Card*
のルールに以下のルールが追加になったものです。

Encouraging Expansion: 上級者向け応用法
指導者や上級の生徒はカードの文のみにとどまらず、
後に続く質問を続けたり、興味のあるトピックスに関連
した会話のやりとりを適宜取り入れるといいでしょう。
ウェブサイトのご紹介
最終目標は、カードの表現を流暢かつ自然に使いこ
なせるようになることです。www.agocardgame.comにて
補助教材が無料でご利用いただけます。目標達成に
向けて学習者がスムーズにステップアップしていける
ようお役立てください。
Support Materials include: 補助教材のご紹介
・カード文章の和訳
・教師向け補助教材カード…クリエイティブな質問や
解答にボーナスポイントを与え、生徒の解答意欲を刺
激する、ゲームで使えるカードです。
・An award card 賞獲得記録カード…スタンプやシー
ルでゲームの成績を記録する等、使い道は工夫次第
です！
ピクチャーディクショナリーや、クラスルームにある小
道具もゲームで大活躍です。例えば、”What’s that?”
とクラスルームにあるものを指さします。カード上の世
界に限定せず実際に身の回りにあるものもゲームに
取り入れましょう！

AGO Aquaと Greenをミックスして使ってみよう！
1ゲームする毎に、AGO AquaにGreenデッキの新しい
カードを数枚ずつ加えていき、易し過ぎるようであれ
ばAquaカードを減らしていく、というのが簡単に難易
度を調整する方法です。
このようにレベル調整しながら、事前に学習者に使い
方を説明したGreenのアクションカードを加えていきま
す。新しいアクションカードの導入は、プレイヤーのモ
チベーションアップに確実に貢献します！
Color Coding: 色分け
色分けされたカードの文字は、空欄を埋めたり文章を
作るヒントになります。
AGOカードは色々な方法で遊べます
それぞれのゲームには異なるレベル設定・長所・フォ
ーカスポイントがあるので、工夫して使用し常にフレッ
シュな気持ちで取り組みましょう！
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AGO Fish
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2-5人向け 昔ながらのカードゲーム”GoFish”（英語
版ババ抜き）と同じで、数字か種類が同じカードのペ
Splatter card: このカードを出した人以外のプレイヤー全 アを作っていきます。ペアになったカードは、表向きに
員がゲーム中にアクティブになっているPick Up Cardの指 テーブルに出し、プレイヤーはそれぞれペアになった
定枚数をひかなければなりません。例えば、プレイヤーA カードを記録しておきます。最終的にペアになったカ
がPick Up Threeのカードをだして、その次のプレイヤーB ードが一番多いプレイヤーが勝ちです。
がPick Up Twoを出した場合、さらにその次のプレイヤー はじめに： ディーラーはプレイヤーに7枚ずつカード
Cは通常5枚カードを引くことになりますが、このプレイヤ
を配ります。残ったカードは伏せて中央に置きます。
ーがSplatterカードを出すと、Splatterカードを出した本人
中央に置かれたカードは取り札になります。じゃんけ
以外の全員が、カードを5枚ずつ引くことになります。その
んで勝った人から時計回りにゲームを進めます。
次のプレイヤーDは、何色のカードから始めても構いません。
プレイの順番が来たら手札から1枚カードを選び表向
注）’Splatter’の後、取り札になる全てのカードを合わせ きにテーブルに置きます。そのカードが質問カードな
ても必要枚数に満たない場合、対象プレイヤー全員で取 ら、質問を読み上げた後答える人を指名します。その
り札を均等に分けます。
カードがアクションカードの場合、”Do you have a
________ card?”と尋ねます。指名されたプレイヤーが同
Erase card: このカードを出したプレイヤーは、Pick up
cardの指示に従わずにすみます。Splatterカードからも逃 じ種類のカードを持っていた場合、そのカードを譲り
渡さなければなりません。その後、質問をしたプレイヤ
れることができます。例えば先ほどの例ですと、プレイヤ
ーCのSplatter cardに続いてプレイヤーDがErase cardを ーが再度プレイをすることができます。
出した場合、Splatter cardを出したプレイヤーCとErase
もし指名されたプレイヤーが言われたカードを持って
cardを出したプレイヤーDは5枚のカードを引かずに済む いなかった場合、“Go Fish!”と叫びます。その場合、
ということです。次のプレイヤーは何色のカードから始め
質問をしたプレイヤーは取り札から1枚カードを引き、
ても構いません。
テーブルに出したカードも手札に戻した上、 順番もそ
の時点で最後になります。
追加ルール: Pick Up cardsがアクティブなとき、Jump a
Player、Change Direction、Pick Up cardsも使用できます このようにして取り札がなくなるまで続けると全てのカ
。ただし、Change Direction、Jump a Player cardsは、色・
ードがペアになります。
数字・種類がその時の状況にマッチしていなければ使用
(EraseカードとSplatterカードはペアになることが可能
できません。
で、このペアのスコアはダブルポイントとなります。）
*LAST CARD RULES SUMMARY:
手札がなくなったら、取り札から5枚カードを引きます。
Last CardはCrazy 8sの改良版です。Last Card のルール
詳細はAGO Aqua説明書に書かれていますのでここでは
簡単に説明します。このゲームは、手札のカードが全てな
くなった人が勝ちです。まずディーラーはプレイヤーに７
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枚ずつカードを配ります。残ったカードは伏せて中央に置
き、取り札とします。じゃんけんで勝った人から時計回りに 4-8人向け 不要なカードを他のプレイヤーと交換して
カードを出していきます。次のプレイヤーは前者が出した いくことで、手札を可能な限りベストカードにするゲー
カードの色・数字・種類が同じ手札を出すか、該当する手 ムです。
札がない場合は真ん中の取り札から１枚カードを引きます。 Change Color cards以外のアクションカードは不要です
ので抜き取ります。プレイヤーに5枚ずつカードを配り
引いたカードが該当すれば使用し、適さなければそのプ
ます。（それぞれ手札は秘密にしておきます）次に、プ
レイヤーは１回飛ばしとなります。数字や種類が同じで色 レイヤーは手札をより良いカードにするために、不要な
が違うカードが手札にある場合これらのカードを同時に出 カードを他のプレイヤーと交換していきます。カードを
すことも可能です。取り札がなくなったら、プレイヤーの手 交換するときには、プレイヤーは交換するカードを伏せ
てテーブルの上に置き、同時にひっくり返します。その
札以外のカードを合わせてシャッフルして新しく取り札を
後お互い得たカードの質問を読み、答えてから手札に
作り直します。
加えます。プレイヤーはそれぞれ必要に応じて必要な
手札が最後の1枚になった時は、’LastCard(s)’ と言わな 回数自由にカードの交換ができますが、カードを指定
くてはいけません。言い忘れたことを他のプレイヤーに気 してリクエスト交換することはできません。
付かれた場合、ペナルティーとしてそのプレイヤーは取り 数分後、時間切れをコールしプレイヤーはそれぞれの
手札を見せ合い、カードのスコアを計算します。通常こ
札から1枚カードを引きます。

Rock Scissors Paper Battle

10人以内向け このゲームは、準備が簡単で沢山英
語を使いながら一度に全員でプレイできます。競争し
つつ、楽しみながら流暢になるにはうってつけです。
まずAGOカードすべてを伏せてテーブルにおき、プレ
イヤーはカードを混ぜます。じゃんけんで最初のプレイ
ヤーを決めます。勝った人はテーブルの上からカード
を選びます。
質問カードを選んだら、質問を読み上げて答えます。
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ます。
ボーナスカード：プレイヤーがアクションカードを引い
た時には、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。同様に、Erase card及びSplatter cardは４
ポイントです。
プレイヤーは、獲得カードの得点を記録していきます。
最後に一番高得点だったプレイヤーが勝ちです。
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Interview Game

4－36人向け シンプルで効果的なゲームです。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。たくさんのサイ
ンを集めた人、もしくはプレイヤー全員のサインを集め
た人が勝ちです。

Top Hand (AGO Poker)
れを3回繰り返して、最終的に合計得点が高いプレイヤ
ーが勝ちです。
～手札のスコアは次の通りです～
※Change Color cardsはwild（全てのカードの代わりが
可能）として扱います。
1ペア＝1ポイント、2ペア＝2ポイント、同じ数字のカード
が3枚＝3ポイント
ストレート（カードの色に関係なく、5枚のカードの数字が
続いているもの）＝4ポイント
フラッシュ（同じ色のカードが5枚揃ったもの）＝5ポイント
フルハウス（色に関係なく同じ数字のカードが3枚と2枚
揃ったもの）＝6ポイント
同じ数字のカードが4枚＝7ポイント
ストレートフラッシュ＝8ポイント
同じ数字のカードが5枚（4枚+Change Color cards）＝10
ポイント

