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単元計画（ ６ ）年                                              中土佐町立久礼小学校 

 

単元名 目  標 評価規準 

【１月】 

Lesson ８ 

「夢宣言」をしよう 

○積極的に自分の将来の夢について交流しようとする。 【コ】 

○どのような職業に就きたいかを尋ねたり，答えたりする表現に慣れ親しむ。【慣】 

○世界には様々な夢をもった同年代の子どもがいることを知り、英語と日本語での職業を 

 表す語の成り立ちを通して、言語の面白さに気付く。【気】 

【コミュニケーション】積極的に自分の将来の夢について交流している。 

【慣れ親しみ】どのような職業に就きたいか尋ねたり答えたりしている。 

【気付き】英語と日本語とでは、職業を表す語彙の表現の仕方が違うことや共通点に気付いている。 

時間 １ ２ ３ 

目標 
・様々な職業の言い方を知り、職業を表す語彙を通して英語と日本語

の違いや共通点に気付く。 

・どのような職業に就きたいかを尋ねたり，答えたりする表現に慣れ親しむ。 ・どのような職業に就きたいかを尋ねたり，答えたりする表現に慣れ親しむ。 

・職業を尋ねたり答えたりしながら交流しようとする。 

評価 

規準 

【気付き】英語と日本語とでは、職業を表す語彙の表現の仕方が違う

ことや共通点に気付いている。 

【慣れ親しみ】どのような職業に就きたいか尋ねたり答えたりしている。 

 

【慣れ親しみ+コミュニケーション】どのような職業に就きたいかを尋ねた

り，答えたりする表現に慣れ親しみ、その表現を使いながら、交流しよう

とする。 

主な 

活動 

 

１．Greeting 

２．ALT’s talk time 

３．【Let’s Listen】   ♪Someday ♪  将来の夢についての歌を聞く。 

４．【Activity】  ３ヒントクイズ  

（３つの絵カードから職業を考える。） 

・様々な職業の言い方を知る。 

５．【Let’s Play１】 カルタ取りゲーム 

   ・職業の言葉に慣れる。       

【Let’s Play２】 Key word game 

   ・職業の言い方を繰り返し言い、言葉に慣れる。 

６．【Activity】・どのような職業に就きたいかを尋ねたり，答えたり 

する表現を知る。 

７．【Let’s Listen】   Hi,friends 2  p38,p39 

    ・誰がどんな職業に就きたいと願っているか聞き取る。 

８．Looking back 

９．Greeting 

１．Greeting 

２．ALT’s talk time 

３．【Let’s Sing】♪Someday♪ 

４．【Let’s Review】（ALT⇒児童） 

・絵カードで様々な職業の言い方を練習する。 

５．【Let’s Play】 Bingo game 

６．【Activity】 ・相手のなりたい職業を尋ねたり、自分のなりたい職業を答えた

りする練習をする。 

      ①demonstrationを聞く。（ALTとHRT） 

 ②職業の尋ね方や答え方に慣れる。（全体→半分→ペア） 

    ③グループで尋ねたり答えたりする練習をする。 

    絵カードを引き、職業を決める。→ What do you want to be?  

    →I want to be a 職業. 

    ＊グループで順番に役割を変わっていき、全員が練習できるようにする。                  

７．Looking back 

８．Greeting 

１．Greeting 

２．ALT’s talk time 

３．【Let’s Sing】♪Someday♪ 

４．【Let’s Review】 ・絵カードで様々な職業の言い方やどんな職業につきた

いか尋ねたり答えたりする言い方を練習する。 

５．【Let’s Play】 Key sentence game     

  ・どんな職業につきたいか尋ねたり答えたりする表現に慣れ親しむ。 

６．【Activity】 ・相手の絵カードの職業を尋ねたり、自分の絵カードの職業

を答えたりする表現を使ってインタビューをする。 

①demonstrationを聞く。（ALTとHRT）  

②職業の尋ね方や答え方に慣れる。（ペア） 

③ビンゴカードに9つの職業を書きこむ。 

④ビンゴカードを１枚引き、自分の職業を決める。 

⑤インタビューしながら、ビンゴカードに相手の名前を書き込む。 

７．Looking back 

８．Greeting 

使用 

表現等 

comedian, zookeeper, vet, farmer, doctor, cook, artist, soccer player, florist, teacher, singer, baker, fire fighter, flight attendant, taxi driver, dentist 

What do you want to be? / I want to be ～. 

教材 

教具 

職業カード（掲示用、児童用）３ヒントカード、電子黒板 職業カード（掲示用、児童用）ビンゴシート 職業カード（掲示用、児童用）ビンゴシート 

『Hi, friends!2』P38. P39  Someday CD Someday CD Someday CD 

 

他教科等

との関連 

国語 「君たちに伝えたいこと」「春に」  ＊自分の考えや思いを広げたり深めたりし、将来の夢をもつ。 

道徳「あこがれのパティシエ」自分の個性や長所を積極的に伸ばして将来に生かそうとする心構えをもち、将来の夢を宣言する。 
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時間 ４ ５ 

目標 
・自分の将来の夢について紹介できるよう表現に慣れ親しみ、将来の

夢について尋ねたり、理由をそえて答えたりして交流しようとする。 

・自分の将来の夢について、理由をそえて紹介したり、友だちの夢を聞いたりし

て交流しようとする。 

評価 

規準 

【慣れ親しみ+コミュニケーション】友達と協力して、自分の将来の

夢について尋ねたり、理由をそえて答えたりして交流しようとして

いる。 

【コミュニケーション】自分の将来の夢について理由をそえて紹介したり、友だ

ちの夢を聞いたりして、交流しようとしている。 

主な 

活動 

 

１．Greeting 

２．ALT’s talk time 

３．【Let’s  sing】   ♪Someday ♪  将来の夢についての歌を歌う。 

４．【Let’s  Review】 

・絵カードで様々な職業の言い方やどんな職業につきたいか尋ね 

たり答えたりする言い方を練習する。 

５．【Let’s Play】 ドンジャンゲーム 

   ・どんな職業につきたいか尋ねたり、答えたりする表現に慣れ親

しむ。 

６．【Let’s Play】 インタビューゲーム 

  ・お互いに理由も含めた将来の夢を尋ねたり、答えたりして交流 

   する。 

  ・紹介し合ったら『Hi, friends!2』P40.に名前と夢を書く。 

７．【Activity】 

① 『Hi, friends!2』P40.のActivityを聞きとる。 

②  自分の夢を紹介する準備をする。 

   ・理由を含め、一人３文で将来の夢が話せるように練習する。 

  ・ALTに言い方や発音を教えてもらう。 

  ・ジェスチャーや絵を使って発表する等、聞き手に伝わりやすい

発表になるよう工夫する。 

８．Looking back 

９．Greeting 

１．Greeting 

２．ALT’s talk time 

３．【Let’s  sing】♪Someday♪  将来の夢についての歌を歌う。 

４．【Let’s Play】 ステレオゲーム 

   ・どんな職業を言っているか聞き取る。 

６．【Activity】  「夢宣言」をしよう。 

   ・自分の夢を紹介し合う。 

  ① demonstrationを聞く。 

  ②自分の夢を紹介し合う。（班→全体） 

  ③メッセージ（班の友達の夢を聞いてメッセージを書く） 

  ④他己紹介 

  ⑤交流後の感想 

７．Looking back 

８．Greeting 

  

 

＊学習発表会で下級生や保護者、地域の人に自分の夢を紹介する。 

使用 

表現等 

comedian, zookeeper, vet, farmer, doctor, cook, artist, soccer player, florist, teacher, singer, baker, fire fighter, flight attendant, taxi driver, dentist 

What do you want to be? / I want to be ～. 

教材 

教具 

職業カード（掲示用、児童用）ワークシート  

『Hi, friends!2』P40  Someday CD Someday CD 


