
新２年生英語課題について  

 

１ 必ず提出する課題 

  ①英語で自分の将来のことについて書きなさい。 

   １）テーマ：「５年後の自分は・・・」 

”In five years,”、”Five years from now,”などで始めなさい。 

    ５年後、どのような自分になっていたいか。 

  下の例Ａ、例Ｂを参考にして、いろいろ考えて書きましょう。 

２）語 数：８０語以上 

②学科・番号・名前を忘れずに記入 

③提出方法・・・別紙に記入。最初の授業で担当者に提出。 

  ④評価の観点 

   １）あなたにしか書けない内容になっているか 

   自分のことをしっかり書いて下さい。まるまるコピーは、ダメです。 

２）８０語以上書けているか 

   ３）他のクラスメートに伝わりやすい表現になっているか 

すぐに伝わらない難しい単語や文法をつかっていないか 

辞書などで調べて書いていいけど、他の人が聞いて分かるものにし 

よう 

書いた内容は、学校が再開したら、発表してもらいます！  

出来るだけ、聞いている人が理解しやすい表現にしましょう！ 

  ※２年次では、伝わる英語で書かれているか、オリジナリティのある内容 

かどうかを重視します。 

 

 

例Ａ 

       Five years from now, I hope I will work for TOYOTA as an  

    ５年後には、エンジニアとしてトヨタで働いていたい。 

engineer, because I love TOYOTA cars very much. At that time, of  

     トヨタの車がとっても好きだから。    その時には、もちろん 

course, I will ride in a car which is made by TOYOTA. I hope the car 

トヨタの車に乗っているでしょう。            その車は、 

will be a Supra. And, I want to represent Japan in the Skill Olympics 

スープラが良いな。そして、技能五輪の日本代表になって、 

and get a gold medal. Then, I will teach younger workers many things 

金メダルを取りたいな。 それから、自分が学んだ多くのことを後輩たちに 

which I have learned. And, about 10 years from now, I want to be a  

教えたいな。     そして、１０年くらい後には、 新型車の製作 

production staff of a new model. With other members, we will make a  

スタッフになっていたいな。    仲間たちと、誰も思いつかないような 

special car which nobody can imagine. Thank you for listening. 

特別な車を作るんだ。                   話を聞いてくれてありがとう。 

 



 

例Ｂ 

In five years, I want to work for Microsoft Japan as a  

        ５年後には、マイクロソフト・ジャパンでコンピュータエンジニア 

computer engineer. I think building computers is very interesting and  

として働いていたいな。コンピュータを作るのはとても面白いし、大切なこと 

important. However, it is hard work. Computers are made up of many  

だよね。 でも、大変な仕事なんだ。 コンピュータはたくさんの小さなパーツ 

small parts. In class, we learned how to build toy cars that follow a  

からできてる。授業でも、ライントレイサー（テープの線を追いかける車）の作り方を 

tape track. I thought it was very fun to ‘program’ the cars. We also  

学んだんだ。 車をプログラムするのはとても楽しかった。    また、光 

learned how to program lights and use a ‘claw’ to grab candy. In five  

のプログラミングやキャンディをつかむ“つめ”の使い方を学んだ。５年後、 

years, I want to build computers and program them. Microsoft hires  

コンピュータを作って、プログラミングをしたい。   マイクロソフトでは 

people from around the world. I can travel around the world to work.  

世界中から人を雇っている。   仕事をして、世界中を旅したい。 

I think it will be exciting. For these reasons, I will like to work for  

それってワクワクするよね。 これらの理由から、マイクロソフトで働きたいん 

Microsoft. Thank you for listening. 

だ。   話を聞いてくれてありがとう。 

 

２ 自主課題 

  今回も、特に指定はありません。 

自分で考えて、いろいろ取り組んでください。 

 例えば、英検の問題に取り組む。 

問題集を解いて、リスニングして、解いた内容を音読する。 

例えば、１年から使ってる教科書のLesson1からLesson5の復習。 

何度も何度も音読するのがとても効果的。 

 

ｐ.ｓ. ２の自主課題の成果や自分で気づいたことなどは、別にノートなどに書 

 いて提出してもかまいません。意欲点として、内容に応じて、新学期の平 

常点に加算します。 

 
時間はたっぷりとありますが、気を抜いているといつの間にか過

ぎていきます。 

この文章を見たら、すぐに始めましょう。 

Ｎｏ ｔｉｍｅ ｔｏ Ｌｏｓｅ！ 

（ぐずぐずしている暇はない） 


