
Game Preparation:
One student should be the banker (who can still 
play the game) and hands out: 2 - $500 bills, 2 - 
$100 bills, 2 - $50 bills, 6 - $20 bills, 5 - $10 bills, 5 
- $5 bills and 5 - $1 bills. This should be a total of 
$1500 per player given. Another player can be the 
real estate agent and take care of the real estate 
cards. All players select a token and place it on 
"GO." Chance and Community Chest Cards are 
placed face down in their allotted locations on the 
board. The banker makes all financial transactions 
throughout the game.

Game Play:
One player begins and the game play continues to 
his left. Rolling doubles results in another turn. 
Each time a player passes "GO" he/she receives 
$200 from the banker.

Buying and renting: 
When a player lands on property, the banker asks 
him, “Do you want to buy it?” If the player wants to 
buy it, he gives the banker the correct amount of 
money saying. “Here you are.” And the real estate 
agent gives him the real estate card of purchase. 
When another player lands on the player’ s 
property, the owner says, “Please give me (the 
numerical amount of the rent). The player pays the 
property owner, saying. “Here you are” and the 
next player goes.
When a player lands on a Chance or Community 
Chest space, the top card is taken, obeyed, and 
placed at the bottom of the pile. "Get out of Jail" 
cards can be kept or sold until used.
When a player speaks Japanese, he has to place 
50 dollars in Free Parking. When a player lands on 
Free Parking, he can take all the money there.
The game takes about one hour to play.   At the 
end, the players add up their money and write 
their names and totals on the blackboard. The one 
with the most money is the winner.

MONOPOLY Rules (Simplified)

モノポリー （簡単なルールの説明）

ゲームの準備
ゲームの参加者のうち１人が銀行家になり、
全員のお金の処理を行います。
＄５００紙幣・・2枚、＄１００紙幣・・２枚、
＄５０紙幣・・2枚、＄２０紙幣・・6枚、＄１
０紙幣・・5枚、＄５紙幣・・5枚、＄１紙幣・・
5枚、一人につき計＄１５００を全員に配りま
す。銀行家以外の人達は全員不動産屋になり、
不動産カードを使います。全員 1つずつトーク
ンを選び “GO” のマスの上に置きます。“チャ
ンスカード” と “共同基金カード” はゲーム盤
の決められた場所に裏を向けて置きます。銀行
家はゲームを通じて全員のお金の処理を
行います。

ゲームの進め方
ゲームは、2個のサイコロを使って、スタート
の人から順に時計回りで進めてゆきます。サイ
コロのぞろ目が出た場合はもう一度振ることが
出来ます。“GO” を通過するたびに銀行家から
＄２００をもらいます。

購入と借入
銀行家は “地所” のマスで止まった人に「この
土地を購入したいですか？」と尋ね、止まった
人は、もし購入したければ額面どおりの資金を
「はい、どうぞ」と言って銀行家に渡し、不動
産屋から不動産購入カードを受け取ります。既
に他の人が購入済みの地所で止まってしまった
人は、その地所の所有者に「借地料を払ってく
ださい」と言われますから「はい、どうぞ」と
言って借地料を払い、次の人の順番になります。
“チャンス箱” または “共同基金箱” のマスで
止まった人は、一番上のカードを取り、そのカー
ドに書かれている指示に従います。取ったカー
ドは一番下に戻します。“出獄しなさい” とい
うカードを引いた場合は、そのカードを保持し
ておくか、売ることができます。
ゲーム中に日本語を話してしまった人は、“フ
リーパーキング” のマスの所に＄５０を置きま
す。フリーパーキングのマスで止まった人は、
パーキングに置いてあるお金を全て持ってゆく
ことができます。

このゲームは終了まで約 1時間かかります。参
加者は最後に所持金を集計し、黒板に自分の名
前と合計金額を書き、一番お金を持っている人
が “億万長者” ということになりますね。


