
Scrabble is a board game that can be played by two to 
four people. In ESL classes, two players can partner as a 
team. In such a case, up to eight players can play. 
Players place words on the game board using small tiles 
that have a single letter inscribed on them. Each letter 
tile is assigned a point value, and depending where a 
word is placed on the board, additional points can be 
gained. Whoever has the most points at the end of the 
game is the winner. 

The game begins with each player drawing seven 
lettered tiles at random from a bag. The first player gets 
double points since it must be placed on the pink star tile 
in the middle of the board. Each player then makes a 
word which must use at least one letter from a 
previously formed word on the board. The new word 
must be made horizontally or vertically. It should be a 
properly used word found in a dictionary. It cannot be a 
proper noun, as in the name of a person or place. Players 
always go clock-wise. (Native English speakers cannot 
use a dictionary during game play, but ESL students 
can.)

Players get points for the letters in their words and can 
get double or triple points depending on the location of 
the words.

Once the bag of tiles is empty and one player has used 
all his/her tiles, the game is over. Players add of their 
points and subtract points for the tiles left over.

One game usually takes about one hour. Scrabble is a 
good game to play on special days, like the last day of 
class before vacation.

スクラブル ・ オリジナルは２～４人で遊べ
るゲームです。 ESL のクラスなどでは、
２人 1組で８人までゲームができます。
アルファベットの一文字が書いてある小さ
なタイルをゲーム盤に並べて一単語にし
ます。 各々の文字にポイントが付き、ゲー
ム盤のどこにタイルを置いたかによっても
追加点が得られまる。 ゲームの最終段
階で一番ポイントの高い人が勝ちとなりま
す。

各自、 文字タイルの入った袋から無作
為に７個のタイルを取り出して、 ゲームを
開始します。 ゲームの一番手はボードの
中心にあるピンクの星の上にタイルを置く
決まりになっていて、 ダブルポイントがも
らえます。 以後、 ゲーム盤の上に既に
出来上がっている単語の中から最低でも
１文字を使って別の単語を作ります。 そ
の際、 横か縦に文字を並べますが、 出
来上がった単語は、 辞書に載っていて、
正しく使われている単語でなければなりま
せん。 そして、 人物や地名のような固
有名詞は使えません。 ゲームは時計回
りで進行します。 ESL の生徒達は辞書を
使っても構いませんが、ネイティブ・スピー
カーは辞書を使ってはいけません。

このゲームでは、 自分が作った単語の
中の文字の分だけポイントが得られ、 ま
た単語の位置によっては２倍、 ３倍のポ
イントが得られます。

タイルの入った袋が空になったり、 一人
でもタイルを使い果たしてしまったら、ゲー
ムは終了です。 各自残ったタイルの分だ
け点数を引いてポイントを集計します。

スクラブル ・ オリジナルは、 １ゲームに
約１時間かかりますので、 学期末の最後
の授業などで行うのに最適なゲームで
しょう。 　

Scrabble Original (Simplified)
スクラブル・オリジナル 
( 簡単なルールの説明）


