
Rencontres Pédagogiques du Kansaï 2005                                       
Thème 1 
 

文法事項定着のためのゲーム 

Activités ludiques pour la compréhension de la grammaire 
  

 
Masako SHIMAMURA 

Université de Saga 
mak_simat323?yahoo.co.jp 

 
はじめに 
  最近「笑い」がブームであるが、「笑い」は授業においてもとても役に立つ。何かを食べ

るときに口を開かなければならないように、人が何かを学ぶときには、開かれた心（頭）

が必要である。したがって授業でも学習者の心を開くのが最優先だと筆者は考える。心

を開くのに絶好なのが笑いだ。笑わせる話術をもっている教師はそれだけで授業巧者で

あろう。そんな話術をもちあわせない筆者は代わりにゲームを使っている。所有形容詞、

数字、いくつかの基本動詞の現在や複合過去の活用など、文法事項の理解を助け、定

着にも有効ないくつかのゲームを以下に紹介する。 

どんな文法事項に使えるか（１）、ゲームのやりかた（２）、実施した場合の効果や問題点

（３）も併記する。 

ゲームの紹介 

Ⅰ サイコロを使っての activités 

（１） 数字の練習

（２） すべてペアで交互に。 

一つのサイコロを片方が振り、出た目の数を相手がフランス語で言う。 

二つのサイコロを一緒に片方が振り、出た目の掛け算の答を相手が言う。 

２  と ５  --  dix , ３  と ６  -- dix-huit    

二つのサイコロをペアの片方が一つづつ振り、最初に出た目は１０の位、次に出た

目は１の位にして二桁の数を相手が言う。 

 ４  と ４  -- quarante-quatre ,  ６  と ５  -- soixante-cinq 

（３）繰り返しやることで、口頭ですばやく出てくるようになった。 

    ―――――――――――――――――――――――――――――― 

（１）動詞の活用練習

① 数字のサイコロで・・・現在形活用 

② 数字のサイコロと不定法６種の二つのサイコロで 

・・・現在形活用、複合過去、半過去 etc. 
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（２）すべてペアで交互に。 

①être の活用の場合、片方が振って、出たサイコロの目で活用を相手が言う。 

   １  -- Je suis ,  3  -- Il est , 4  -- Nous sommes,  5  -- Vous êtes 

②二つのサイコロ：数字のサイコロと不定法(être, avoir, aimer, aller, venir, faire) 

のサイコロを同時に振る。次のような目が出ると、相手は右のように答える。 

3   と  aimer  -- Il aime.    ４ と  aller  -- Nous allons,  

複合過去でも、 ２ と  faire   -- Tu as fait.   ６ と  être  -- Ils ont été   

＊ 無地のサイコロ（ 立方体の木材---ダイソーで入手可）の各面に上記の 

不定法を書いた紙を貼っておく。     

（３）「複合過去は複雑だったけど、ちゃんと活用が覚えられた」とか、「活用がスラスラ言

えるようになれました！」など、満足の声が多く聞かれた。 atelier の参加者から、

「サイコロの数字を使うより、人称代名詞を貼ったサイコロを使っては？」という意

見が出た、確かにそちらの方がいいので、現在はそのサイコロを使っている。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（１）文の構成

（２）無地のサイコロの６面に６単語の文の単語６つを貼り、そのサイコロを廻してみなが

ら文をつくる。 

（ordinateur, marche, pas, mon, bien, ne）➝ Mon ordinateur ne marche pas bien. 

(une, acheté, il, a, française, voiture) ➝ Il a acheté une voiture française. 

(sport, aimes, comme, que, tu, qu’est-ce) ➝ Qu’est-ce que tu aimes comme 

sport ?   この場合 qu’est-ce を一つの面に貼っておく。 

こんなサイコロをたくさんつくっておく。できればテキストの中の文が望ましい。 

これは授業の最後に教卓の前にきて、教師の前でひとりづつする。 

（３）ゲームのようで楽しかった、面白かった、との意見が多く、また教科書も何も見

ずにできたため自信がつき、わかったときの満足度が大きかったようである。 

    ――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（１）比較級と所有形容詞 

（２）サイコロの各面に家族名詞（父、兄、妹、祖母、etc）の紙を貼ったサイコロを振る。出

た家族と自分を比べた比較級の文を作る。ペアで。 

父 ➝  Je suis moins grand que mon père. 

あるいは mon père を主語にしてもよい。 Mon père est plus grand que moi. 

妹 ➝  Je suis plus belle que ma petite sœur. 

もし妹がいないときは ➝  Je n’ai pas de petite sœur. 

（３）「形容詞のサイコロもあった方がもう少し面白くできるのでは？」と学生側から提案が

あった。 よく動詞 être を入れるのを忘れるが、ペアでやってるので、相手から注意

されてうまくいくようになるし、「文章を工夫するのが楽しかった。」という声もでた。た

だ、種々の形容詞や副詞を、黒板にでも、書いておいた方がいいかもしれない。 
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Ⅱ ボールを使っての activités 

 （１） 数字の練習

 （２） 学生に輪になって立たせ、ボールを隣の人にまわしながら順に数字を言う。慣れ

てきたら、今度は順番ではなくアットランダムににボールを投げあい、ボールをと

った人が次の数字を言う。１から２０まで、１から１００まで、１０，２０・・５０・・９０・・

１００、など授業の進度にあわせて。 

（３）「 何回も言い合ううちに皆覚えるので、自分も覚えなければついていけないし、流

れを切らないようにと必死になって覚えた。」と数字を覚えるのには、効果大で、また

眠そうな雰囲気のときにやると、気分が変わっていい。窓を開けていると、窓からボ

ールが飛び出すので要注意。ボールは１２ｃｍ径くらいのが適している。 

Ⅲ カードを使っての activités 

（１） 所有形容詞

（２） ４，５種類の色（ピンク、青、緑、黄、薄紫）のカード（名刺大）をそれぞれ５，６枚程

度用意する。それぞれの色のカードに父、母、祖母、祖父、娘、息子など日本語で

かいておく。同じ色を一つの家族とする。この約３０枚を１セットとする。これをよく繰

って４，５人のグループの真ん中に裏向きに山にして置き、順番に一人づつめくる。

めくったカードは自分の前に表向きにして置く、順番にめくっていき、場の誰かのカ

ードと同じ色のカードが出るとその二人はお互いを「私の」という所有形容詞をつけ

て呼び合う。例えば『父』と『母』が同じ色で出ると mon mari 、ma femme と呼び合う。

早く言えた方が自分の持ち札全部を渡す。最後に持ち札の少ない人が勝ち。グル

ープの数のセットを用意。 

（３）ルールが少し複雑なので、教師が見て回って、やってみせないとなかなかできない。

が、わかってくるととても面白いらしく、かなり熱狂的にやる。これはゲームの要素

が一番強い。 

     ―――――――――――――――――――――――――――――――― 

（１） 複合過去活用

（２） 主語人称代名詞 etc のカード 

 Je   Tu   Elle  Nous   Ils  Vous  Marie  J’ Mon père 

各人称の助動詞のカード 

 est  sommes  ai   avez  sont  suis  ont   êtes  a  

いろいろの動詞の過去分詞のカード 

pris   eu   fait   acheté    allé   allée   venus   nées   parti   morte 

など、をつくっておく。これらを教室の机の上に適当に並べておく。学生達は正しい

組み合わせと思われるものをそれぞれ一枚づつ、３枚教師のところにもってくる。間

違うと何度でも試みる。 

（３） 主語に対する助動詞の活用を覚えられ、また性数一致も考え、この練習のおかげ

で複合過去ができるようになって、 わかってくると楽しそうにやっていた。 

     ―――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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（１） 複合過去の文つくり練習 

（２） 上記のカードを使い、後に適当な単語を自分で考え、付け加え、文にする。教師の

ところにきて、口頭で言い、正しければ黒板に書かせる。あとで訳させる。 

（３） 自分で文を考えてつくるのがパズルみたいで、意欲的に取り組むことができたそう

である。また、「全く頭に入ってなかったのが、間違えても何回もチャレンジしていく

うちにだんだんとコツをつかめたような気になり、普通に覚えるより、チャレンジ精

神を掻き立てられて、やる気がわくなあと思った。」というコメントはまさにゲームの

効用を言い表している。 

Ⅳ 有名人の写真を使っての activités 

（１）qui, qu’est-ce que, où, quel, など疑問詞の練習

（２）有名人の写真を見せ、上記の疑問詞を使ってたずね、口頭で答えさせる。 

  Qui est-ce ?   Qu’est-ce qu’il fait ?  Il habite où ? etc. 

（３）有名人の写真を見ると学生たちの顔が輝いてくる。ただ中には全く知らないという学

生もいて、どんな有名人を選ぶかが問題。かなりの学生が「実用的でよかった」とか、

「フランス語が身近に感じられた。これが一番会話表現が身についた練習だった。」

など、好んだ activité である。 

Ⅴ ペアでやる計算練習 

（１）数字の練習

（２）各種の計算問題をペアで口頭でやる。問題のプリントを渡しておき、一人が問題を

読む。もう一人は何も見ないで答える。フランス語の数式表現は先に教えておく。 

       ３０ ＋ １５ ＝   、    ２４ －  １１ ＝     

５  ｘ １８ ＝   、    ７０ ÷ １５ ＝ 

（３）ペアでやることによって、聞き取るだけではなく、読みの練習も同時にできる。ただ互

いに発音が上手くなかったので、書かないと通じなかった例もある。難しかったが、

これが一番大好きだったという意見もあった。 

Ⅵ 名、国籍、職業、住所 etc.のカードを使っての練習 

（１）自己紹介、知人紹介の表現

（２）名、職業、住所、国籍、年齢などのカードを沢山つくっておき、それぞれ一枚づつとり、

その人物になり、互いに聞きあったり、知人紹介などをするロールプレイ。 

（３）カードによって、いろいろな人になることができるので、 演劇性があって大胆になれ

る。席に座ってだけではなく、歩き回って聞くので、気分が変わる。 

まとめ 

ゲームをやっているとき、教室は笑いにつつまれ、なごやかな雰囲気が生まれる。また

知らなかった相手と、笑いが入ることで親しくなり、その後の授業がやりやすくなる、とい

う利点以外に、ゲームを使うことで、授業に双方向性をもたせることができ、学習者の側

も「参加したんだ」という達成感があり、次の講義にも繋がっていく。また 道具を使ったり、

身体を使ったりして覚えると、動作と共に覚えるので記憶が深く、定着の度合いが高くな

った、と筆者は感じている。 
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