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Brainstorm

NameMy dream job
理想の仕事についてスピーチをしましょう。Speech

Lv4 S2

What are you good at? / What is your dream job?
What do you do for your dream job?
Give more information.

2
1

3

～     の枠内に質問の答えのキーワードを書き込みましょう。1 3

Example You

1

・good at singing / a performer

3

・Moreover / travel and perform 
    abroad

・Performing on stage / happy

2

・have joined many singing 
    competitions before

・Now / practicing a lot for 
    another singing competition

・want to sing and dance in front 
    of many people

1

・

3

・

・
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・

・

・
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「情報を加える」ときは、以下の表現を使います。

● moreover （さらに）
I want to be a great surgeon. Moreover, I want to help people live long, healthy lives.

（私は外科医になりたいです。さらに人々が健康で長生きするのを手伝いたいと思っています。）

● and （そして）
I read astronomy books. And recently, I have decided that I want to become an astronaut.

（私は天文学の本を読みます。そして最近、宇宙飛行士になりたいと決めました。）

● besides that （それに加えて）
I want to create fun games. Besides that, I’m also interested in robots and AI.

（私は楽しいゲームを作りたいと思っています。それに加えて、ロボットや人工知能にも興味があります。）

ポ　イ　ン　ト

join a competition
perform on stage
help sick people
contribute to society
work abroad
make people happy
It’s going to be challenging, but I’ll … hard.
I know it’s not easy to be …, so I’ll … hard.
I have been interested in …
In the future, I want to …

（コンテスト、コンクールなどに）参加する
ステージで演奏する
病気の人を助ける
社会に貢献する
海外で働く
人々を幸せにする
大変だと思うが一生懸命～する。
～になるのは簡単ではないから一生懸命～する。
～にずっと興味があった
将来～したい

Helpful words

MEMO
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Your speech

Brainstorm の　　 ～     を使ってスピーチを作りましょう。1 3

Your speech

Hello.

Thank you.

2

1

3

Example
Hello.
     I’m good at singing, and my dream job is to become a performer.
     I have joined many singing competitions before.
     Now, I’m practicing a lot for another singing competition.
     I really want to sing and dance in front of many people.
     Moreover, I want to travel and perform abroad.
     Performing on stage makes me really happy.
Thank you.
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ポイントの内容を使ってスピーチを書きましょう。
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