
GUESS WHO?

- Is it a man? ( それは男の人ですか。 )
- Is it a woman? ( それは女の人ですか。 )

- Is she/ he wearing glasses? ( その人はめがねをかけていますか。 )
- Is she/ he wearing a hat? ( その人は帽子をかぶっていますか。 )

- Is she wearing earring? 
( その人 ( 彼女 ) はイヤリングをしていますか。 )

- Does she/ he have brown/ black/ blond/ white hair? 
( その人は茶髪 / 黒髪 / ブロンド / 赤毛 / 白髪ですか。 )

- Does he have a beard? ( その人 ( 彼 ) はあごひげを生やしていますか。 )
- Does he have a mustache? ( その人 ( 彼 ) は口ひげを生やしていますか。 )

-Does he have a goatee? ( その人 ( 彼 ) は
山羊のようなひげを生やしていますか。 )

- Does he have blue/ brown eyes? ( その人は
青い / 茶色い目をしていますか。 )

-Does he have long/ short/ curly hair? 
( その人の髪は長い / 短い / 巻き毛ですか。 )

Is he bald? ( その人 ( 彼 ) は禿げていますか。 )
Is it (name)? ( その人は ( 名前 ) ですか。 )

The first time I saw American kids playing "Guess 
Who?" in New York, I thought, "This is an ideal game 
for Japanese." Now that it is available to the English 
teaching community in Japan, I would like to 
recommend it as a strong teaching tool, which really 
makes English come alive through the active questioning 
of the players. 
First of all, two players or teams are necessary to play 
the game. One team uses the red game board and the 
other uses the blue one. The 24 cards, consisting of 
fascinating male and female faces, are all flipped up on 
the game boards. The teacher or student in charge gives 
each team a card with an interesting face on it; the 
opposing team cannot see it. That card is propped up in 
front of the game board. The object of the game is for 
one team to guess who the other team's “mystery 
person” is. 
Each team can ask one question about the “mystery 
person” . The opposing team can only give YES or NO 
answers. When the team asking a question receives its 
YES or NO answer, that team flips down the cards of 
the faces that are eliminated via the answer. For 
example, if the red team asks, "Is she wearing a hat?" 
and the blue team says NO, then the red team flips down 
all the faces of women who are wearing hats. It's all 
suspenseful and a gradual process of elimination. 
These are the questions that we practice with the 
students before playing. 

The first few times your students play this game, they 
will need to look at the blackboard or a print with the 
questions. But after playing it about three times, they are 
able to ask the questions on their own. It`s entertaining 
and never loses its appeal. It`s even fun for the teacher to 
play against all the students! Can you beat your students 
at Guess Who? 

ニューヨークで初めてティーンネージャーたちがゲス・
フー (Guess Who)で遊んでいるのを見た時、「これは日本
人にちょうどいい！」と思いました。このゲームは今日で
は、日本の英語教育現場でも容易に入手できるようになり
ましたので、効果的な教材としてお勧めしたいと思います。
ゲームをしながら、お互いにどんどん質問を投げかける…
そうしている内に、英語がほんとうに生きたものになって
くるのです。
まず、ゲームをするには、2人、或いは 2グループ必要で
す。どちらかが赤の盤を使い、もう一方が青の盤を使いま
す。24枚の魅惑的な顔のカードは、全ての盤の上で立て
た状態にします。先生、或いは、担当の生徒がそれぞれの
チームに面白い顔のカードを一枚ずつ、相手チームには見
えないようにして、渡します。そのカードは、盤の一番手
前の枠に差し込まれ、立てられます。ゲームの目的は、相
手チームのその「謎の人物」を言い当てることです。
　それぞれのチームは、その「謎の人物」について何か一
つ質問をします。相手チームは” Yes” 又は” No” としか
答えることができません。” Yes”又は” No”の返事をもらっ
たチームは、その返事に従って消去すべき顔のカードを倒
していきます。例えば、もし赤チームが” Is she wearing a 
hat?” (彼女は帽子をかぶっていますか。)と聞き、相手チー
ムが” No” と答えたら、赤チームは、帽子をかぶってい
る女の人のカードを全部倒します。サスペンスと同時に
除々に消去して行くプロセス楽しめます。
　実際にゲームをする前に、クラスで次のような質問の練
習をします。

生徒達は、初めの内は、質問例の書かれたプリントや黒板
を見ないとゲームできないでしょう。しかし、三回もすれ
ば、自分達で質問できるようになります。楽しいだけでな
く、いつまでも魅力も失わないゲームです。先生対生徒全
員でやるのもおもしろいですよ。さあ、生徒達と対戦して、
あなたは Guess Whoで勝てますか。

The above material is available through Little America Mail Order 
      www.littleamerica-em.com    mailorder@littleamerica.co.jp

GAME Corner


