
SITUATION  
Jo and Ryo are talking about Ryo’s boss. 
ジョーとリョウはリョウの上司について話しています。	

Jo  : Who is he?	
                                 　　　 　           	
Ryo: He is my boss. He used to work  
         for MTT.      	
　　	
Jo  : Really? My cousin works for the  
         sales department there.     	

DIALOGUE  	
Directions: First repeat after your tutor and then practice each role. 
課題： 先生の後に続いてくり返した後、それぞれの役を練習してみましょう。 	

ジョー：	
彼は誰？	
　　　　　	
　	
リョウ： 
僕の上司だよ。	
MTTで働いていたんだよ。　　　　　　　　	
　　　　　　	
	
	
ジョー： 
そうなの？僕のいとこはその会社
の営業部で働いているよ。　	

Lesson 22 
今日のフレーズ	
PHRASE OF THE DAY 

VOCABULARY	

状況	

ダイアログ	

語い	

Level A1 General English 

boss　     上司	

used to　 以前は～していた	

work for　～に勤めている	

Directions: First repeat after your tutor and then read aloud by yourself. 
課題： 先生の後に続いてくり返した後、今度はひとりで発音してみましょう。 	

Who is he? 
彼は誰ですか？	

cousin　                 いとこ	
sales department   営業部	
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Asking About Someone 
　他人について尋ねる	
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LANGUAGE FOCUS 	
今日のポイント	

Directions: First repeat after your tutor and then read aloud again by yourself. 
課題： 先生の後に続いてくり返した後、今度はひとりで発音してみましょう。 	

Lesson 22 
Level A1 General English 

Hints 
ヒント	

cook　              料理人　	

dentist              歯科医師	

newscaster　   ニュースキャスター	

photographer　写真家	

5 

Activity1: Choose the best word to each question. 
練習1：　それぞれの質問に合う言葉を選びましょう。	

ACTIVITY 
練習	

6 

Who is he? 
He is my boss.　　　　　　　	

Asking about Someone 
他人について尋ねる 

actor/actress　俳優／女優	

doctor　           医者	

the president　大統領	

singer 　          歌手	

comedian　     お笑い芸能人	

Who is he? 
彼は誰ですか？	

彼は誰ですか？	

彼は私の上司です。	

1. Who is Donald J. Trump? 
2. Who is Ichiro Suzuki? 
3. Who is Lady Gaga? 
4. Who is Audrey Hepburn? 
5. Who is Robin Williams? 

actress 
actor 
singer 
soccer player 

newscaster	
baseball player	
comedian	
the president	

Activity2: Guess what the job is. 
練習2：　職業は何でしょう。	

1. She cooks food. 
2. He reads the news on TV. 
3. She treats people’s teeth. 
4. He takes photographs. 

5. She treats sick people.	
6. He acts in movies or TV shows. 

Asking About Someone 
　他人について尋ねる	
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