
全2回

9月1日（月）10時～
9月8日（月）10時～
会場…アスクルベビーマッサージ教室
対象…生後2か月～1歳前後の赤ちゃんとママさん・パパさん
持ち物…大きなバスタオル・水分補給できるもの

【英熟語deポーカー】　
ルールブック 

○「英熟語deポーカー」の「公式手札は８枚」とします。 
ただし、原則として 
英語学習の進み具合や英語能力にあった「手札の枚数」を
ゲームの始めに決めて行うものとします。 
例えば、 
未就学児から小学低学年生であれば、手札２枚。 
小学中学年から高学年生であれば、手札３枚。 
中学生であれば、手札５枚。 
高校生であれば、手札６枚。 
高校卒業から社会人、英語教師であれば、手札８枚。 

　　など、その場でゲームをとり仕切る「ジャッジメント(教師、教育者、団体、主催者など)」、 
もしくは「ゲームの親」の判断に委ねるものとします。 

○「ノーカウントカード」は、「手札の公開時」に「正しく選んで用いるための単語カード」で、 
ポイント(点数)としてカウントされない。単語カードには緑色の文字で表記されています。 

○ノーカウントカード一覧 (全３６種類) 

「Vb(動詞の原形)」　「V1（動詞１）」 「V2（動詞２）」 「Ving(動名詞)」 「Vp.p.(過去分詞)」 

「形容詞」 「…(人物)」 「…(人物以外)」　「～(人物)」　「～(人物以外)」　「etc.」  

「.」 「,」 「!」 「?」 「(電話)」　「A」 「B」 「X」 「Y」 「S」 「序数」 「間接疑問文」 
「川の名前」　「国名形容詞」　「名詞」　「比較級」　「命令文」　「形容詞句」 
「前置詞句」　「抽象名詞」　「体の部分」　「助動詞」 「代動詞」　「A分」　「B時間」  

○「英熟語例および構文例と点数配分一覧」に「+」の表記がある場合がございますが、 

　　「+」のカードはございません。 
あくまで、「英熟語例および構文例と点数配分一覧」を見やすくするための表記です。 

○ポイント計算時に「正しく、ノーカウントカードの単語を選べているか？」もチェックすること。 
　間違ったものを選んでいた場合は、そのポーカー・ハンドは０点となります。 
（例）使役動詞のhaveを用いた英熟語で後に続く英文次第で、動詞の形が変わる時など。 

have …(人物)　+  Vb …にＶしてもらう
have …(人物以外) + Vp.p. …がＶされるようにしてもらう

I had my brother repair my bike.        兄に自転車を修理してもらった。 
have my hair cut                                  髪を切ってもらう 
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【英熟語deポーカー】
 遊びかた

       ○その場でゲームをとり仕切る「ジャッジメント(教師、教育者、団体、主催者など)」が 

　　  １人以上付き添うことが望ましいです。 

      いない場合は、「ゲームの親」を話し合いで１人決めることとします。 

　　  (ジャッジメントは英語能力に長けたものを推奨。) 

       ○推奨人数　　　　　　　 プレイヤー ２～４人。　　 

           ジャッジメント １人以上、　もしくは　ゲームの親 １人。

       ○目的　　　　　　　　 　ポーカー・ハンド(役)をつくり、より高い合計点数を目指す。

       ○ポーカー・ハンド(役)      各々にポイント(点数)が割り振られており、
                                               「手札の公開」時にポイント(点数)の合計で勝敗を決める。

                   ※弱い順に説明します。

　　ポーカー・ハンド名　　ポイント(点数)                                         説明　
　　　 

　　　　　シングル　　　　　０.５                 ◆１枚の単語カードと１枚以上の 

           ノーカウントカードで構成された英熟語。

　　　　　ワンペア　　　　　 １　　　　　 ◆２枚の単語カードで構成された英熟語。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ◆２枚の単語カードと１枚以上の 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     ノーカウントカードで構成された英熟語。

　　　　　ツウペア　　　　　 ２　　　　　 ◆２枚の単語カードで構成された英熟語が２組。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 ◆２枚の単語カードと１枚以上の 

　　　　　　　　　　　　　     　　　　　　　ノーカウントカードで構成された英熟語が２組。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ◆２枚の単語カードで構成された英熟語が１組と、 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ２枚の単語カードと１枚以上の 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ノーカウントカードで構成された英熟語が１組。 
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　　　 　 スリーペア　　　　    ３　　　　　 ◆２枚の単語カードで構成された英熟語が３組。 

　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 　　 ◆２枚の単語カードと１枚以上の 

　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　 　　ノーカウントカードで構成された英熟語が３組。 

                                                                                   ◆２枚の単語カードで構成された英熟語が１組と、 

　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　 ノーカウントカードで構成された英熟語が２組。 

　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　  ◆２枚の単語カードで構成された英熟語が２組と、 

　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　 ノーカウントカードで構成された英熟語が１組。 

　　ポーカー・ハンド名　　ポイント(点数)                                                説明　 

　　　　          スリーカード　 　　　 ３　               ◆３枚の単語カードで構成された英熟語。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         ◆３枚の単語カードと１枚以上の 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        ノーカウントカードで構成された英熟語。

　　　　　        フォアペア 　　　　　４　　　　    ◆２枚の単語カードで構成された英熟語が４組。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ◆２枚の単語カードと１枚以上の 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ノーカウントカードで構成された英熟語が４組。 

                                                                                              ◆２枚の単語カードで構成された英熟語が１組と、 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ノーカウントカードで構成された英熟語が３組。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ◆２枚の単語カードで構成された英熟語が２組と、 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ノーカウントカードで構成された英熟語が２組。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ◆２枚の単語カードで構成された英熟語が３組と、 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ノーカウントカードで構成された英熟語が１組。

　　　　　        ストレート　 　　    　４　　　       ◆４枚の単語カードで構成された英熟語。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ◆４枚の単語カードと１枚以上の 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ノーカウントカードで構成された英熟語。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　        フラッシュ        　　　５　　           ◆５枚の単語カードで構成された英熟語。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ◆５枚の単語カードと１枚以上の 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ノーカウントカードで構成された英熟語。 
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　　ポーカー・ハンド名　　ポイント(点数)                                                説明　 

　　     ダブル・スリーカード　        ６　　           ◆３枚の単語カードで構成された英熟語が２組。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ◆３枚の単語カードと１枚以上の 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ノーカウントカードで構成された英熟語が２組。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ◆３枚の単語カードで構成された英熟語が１組と、 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ３枚の単語カードと１枚以上の 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ノーカウントカードで構成された英熟語が１組。

　　     ストレート・フラッシュ　    ６　　　        ◆６枚の単語カードで構成された英熟語。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ◆６枚の単語カードと１枚以上の 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ノーカウントカードで構成された英熟語。 

　      ロイヤル・ストレート・フラッシュ　７　              ◆７枚の単語カードで構成された英熟語。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ◆７枚の単語カードと１枚以上の 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ノーカウントカードで構成された英熟語。

　　　    ダブル・ストレート　　　  ８　　　 ◆４枚の単語カードで構成された同一の英熟語が２組。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ◆４枚の単語カードと１枚以上の 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     ノーカウントカードで構成された同一の英熟語が２組。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　      ロイヤル・フルハウス　        ９　        ◆４枚の単語カードで構成された異なる英熟語が２組。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◆４枚の単語カードと１枚以上の 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ノーカウントカードで構成された異なる英熟語が２組。 

              ◆４枚の単語カードで構成された英熟語が１組と、 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ４枚の単語カードと１枚以上の 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ノーカウントカードで構成された英熟語が１組。 

　      ロイヤル・ストレート・フラッシュ・ゴッド　　
                                                                      １０　　          ◆８枚の単語カードで構成された英熟語。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◆８枚の単語カードと１枚以上の 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ノーカウントカードで構成された英熟語。 
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     ○ルール　　　「ジャッジメント」もしくは「ゲームの親」は、 
よく切った単語カードをプレーヤーに順に１枚ずつ伏せて、 
手持ち(手札)がゲーム開始前に決めた枚数ずつになるように配ります。 
残りはストックとします。 

配られた手札を見て、より強い役をつくるために、 
手札の中の不要なカードを場に伏せて出し、 
捨てた枚数だけジャッジメント(もしくはゲームの親)からもらいます。 
その際、他のプレーヤーが把握できるように何枚交換したかを告げます。 
そして、それぞれ新しい手札を検討します。 

もし不要なカードがない場合は、「パス」をします。 
誰か１人でも「パス」をしたら、その次のプレーヤーから 
「最初にパスをしたプレーヤー」の直前のプレーヤーまで、 

手札の中の不要なカードを場に伏せて出し、 
捨てた枚数だけジャッジメント(もしくはゲームの親)からもらう工程を 
続け、今回のゲームはそこで終了です。 

「手札を公開」します。 
その際、ノーカウントカードを正しく選んで英熟語を完成させます。 
単語カードを声に出して読み上げながら並べて、 
１組から複数組の英熟語(ポーカー・ハンド)を公開します。 

「英熟語例・構文例一覧」を用いて 
「正しい並び」になっているかどうか？ 
「正しい単語の選び方」が出来ているかどうか？などを 
ほかのプレイヤーとジャッジメント(もしくはゲームの親)と
一緒にチェックします。 

ミスがあればその英熟語(ポーカー・ハンド)は０点、 
ミスがなければその英熟語(ポーカー・ハンド)に与えられた点数を合計して、 

プレーヤーの中で英熟語(ポーカー・ハンド)の点数の合計が 
もっとも高かったプレーヤーが勝ちとなります。 

(※ゲーム中にストック・カードがなくなったときは、 

捨て札を集めてよくシャッフルして使います。) 
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【英熟語deポーカー】　の魅力 

○「単語カード」のデッキの種類は複数あり、いずれも内容が重複しないため、 
　その都度ゲームに「異なる複数の単語カードデッキを用いる」ことで、 
   ゲームの「難易度を上げる」ことができ、
「同時に遊ぶことができる人数も増やす」ことができます。 

　逆に、 
「同一の単語カードデッキを複数用いる」ことで、
「ポーカーハンド(英熟語)を作りやすく」なり、 

  ゲームの進行を円滑に進めることができるようになります。 

　複数人数でゲームを行う際、
    ２人につき「ノーカウントカード」のデッキが１つ必要であると考えて 
　必要なもしくは使用したいデッキを用意してゲームをおこなうことをおすすめします。 

○ ライブカメラやリモートカメラの使用で、
   離れた人とオンラインでゲームを行うことができます。 

   これにより塾や学校など、教育現場でのオンライン学習に応用することが出来ます。 

○子供たちや、英語を学習している人たちの 
「ゲームで勝ちたい」という志向が、
「英熟語を覚えたい」という志向につながります。 

○「手札のカード」から「どのポーカーハンド(英熟語)が作れるのか？」 

「他に何の単語カードがあれば、どのポーカーハンド(英熟語)が作れるのか？」と 
ゲームの中で自然と考えるようになるので、 
ゲームの回数を重ねることで復習と、反復学習を自然に行うことができるようになります。 

(制作元 / 販売元) 

加治木の小さなレストラン Symphony 
鹿児島県姶良市加治木町新生町386番地 
0995-50-3689
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【英熟語deポーカー】
完成した英熟語による

ポーカー・ハンド名とポイント(点数) の 

例
シングル　　　　　０.５点              ◆１枚の単語カードと１枚以上の 

　　　　　　　　　　　　　　　　  ノーカウントカードで構成された英熟語。

ワンペア　　　　　 １点　　　　◆２枚の単語カードで構成された英熟語。

ワンペア　　　　　 １点　　　　◆２枚の単語カードと１枚以上の 
　　　　　　　　　　　　　　　　ノーカウントカードで構成された英熟語。
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ツウペア　　　　　 ２点　　　　 ◆２枚の単語カードで構成された英熟語が２組。

ツウペア　　　　　 ２点　　　　 ◆２枚の単語カードと１枚以上の 

　　　　　　　　　　　　　     　　ノーカウントカードで構成された英熟語が２組。

ツウペア　　　　　 ２点　　　　 ◆２枚の単語カードで構成された英熟語が１組と、 

　　　　　　　　　　　　　　　　 ２枚の単語カードと１枚以上の 

　　　　　　　　　　　　　　　　 ノーカウントカードで構成された英熟語が１組。 
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スリーペア　　　　    ３点　　　　　  

◆２枚の単語カードで構成された英熟語が３組。

◆２枚の単語カードと１枚以上の 
   ノーカウントカードで構成された英熟語が３組。

  

 ◆２枚の単語カードで構成された英熟語が１組と、 

　 ノーカウントカードで構成された英熟語が２組。

◆２枚の単語カードで構成された英熟語が２組と、 
   ノーカウントカードで構成された英熟語が１組。 
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スリーカード　 　　　 ３点　               

◆３枚の単語カードで構成された英熟語。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         

◆３枚の単語カードと１枚以上の 
   ノーカウントカードで構成された英熟語。

フォアペア 　　　　　４点　　　　    

◆２枚の単語カードで構成された英熟語が４組。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

◆２枚の単語カードと１枚以上の 
   ノーカウントカードで構成された英熟語が４組。 
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フォアペア 　　　　　４点 

    

◆２枚の単語カードで構成された英熟語が１組と、 
   ノーカウントカードで構成された英熟語が３組。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

◆２枚の単語カードで構成された英熟語が２組と、 
   ノーカウントカードで構成された英熟語が２組。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

◆２枚の単語カードで構成された英熟語が３組と、 
   ノーカウントカードで構成された英熟語が１組。
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ストレート　 　　    　４点　　　       

◆４枚の単語カードで構成された英熟語。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

◆４枚の単語カードと１枚以上の 
   ノーカウントカードで構成された英熟語。

フラッシュ        　　　５点

　　           
◆５枚の単語カードと１枚以上の 
   ノーカウントカードで構成された英熟語。
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ダブル・スリーカード　        ６点　　           

◆３枚の単語カードと１枚以上の 
   ノーカウントカードで構成された英熟語が２組。

ロイヤル・フルハウス　        ９点

◆４枚の単語カードで構成された英熟語が１組と、 
   ４枚の単語カードと１枚以上のノーカウントカードで構成された英熟語が１組。 



全2回

9月1日（月）10時～
9月8日（月）10時～
会場…アスクルベビーマッサージ教室
対象…生後2か月～1歳前後の赤ちゃんとママさん・パパさん
持ち物…大きなバスタオル・水分補給できるもの

○ポイント計算時に「正しく、ノーカウントカードの単語を選べているか？」 
　間違ったものを選んでいた場合は、そのポーカー・ハンドは０点となります。 

○合計ポイント(点数)の例

「manage to Ving」→ ❌  

なので、 
スリーペアで 
合計点数は３点

「manage to Vb」→ ⭕  

なので、 
フォアペアで 
合計点数は４点

スリーカード(３点)と 

フラッシュ(５点)で 

合計点数は８点



全2回

9月1日（月）10時～
9月8日（月）10時～
会場…アスクルベビーマッサージ教室
対象…生後2か月～1歳前後の赤ちゃんとママさん・パパさん
持ち物…大きなバスタオル・水分補給できるもの

【英熟語deポーカー】 

ご利用時の注意事項
ご購入いただきありがとうございます。


トラブル防止のため、以下の注意点を必ずお読みください。

●ご購入前のお使いの端末や閲覧環境により、 

   ホームページなどに掲載している写真と 

   実物の色味や質感、サイズ感が多少異なって見えることがございます。 

●1点1点丁寧に制作しておりますが、 

  ハンドメイドのため上下左右のバランスが微妙に違うことがございます。

  また、強い衝撃を与えると破損する可能性がございます。 

  お取り扱いには十分にお気をつけください。 

●防水加工ではないので、水に触れないようご注意ください。 

●摩擦・水濡れなどによる脱色・汚損はどは避けられません。 

  ご理解ください。 

●小さなお子様やペットがいるご家庭は、誤飲にお気をつけください。 

  事故が起きましても、責任を負いかねますのでご了承ください。 

最後まで読んでいただき、 
ありがとうございました。


気になる点がございましたらお気軽にお声がけください。 

加治木の小さなレストラン Symphony


