
SITUATION  
Jack is talking with Ken. 
ジャックはケンと話しています。	

Jack : Can you guess how much Mark Zuckerberg’s  
　　total assets are? 

 
Ken  : Well, I’m afraid I don’t know who he is. 
 
Jack : He is the guy that started Facebook. Don’t 　 
　　　　 you know? 
 
Ken  : Ah, I know Facebook. It’s a very popular  

　 social-networking site, isn’t it? How much  
          has he earned from it? 
 
Jack : 17.5 billion bucks! He is only 28 years old! 
 
Ken  : What!? 17.5 billion. That’s incredible! 

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。 	

ジャック：	
マーク・ザッカ―バーグの総資産がいくらか	
わかる？	
	
	
ケン：	
いや…その人が誰かわからないんだけど。	
	
ジャック：	
彼はフェイスブックを始めた奴だよ。知らない	
かい？	

	

ケン：	
あー、フェイスブックなら知ってるよ。とても人	
気のあるSNSだよね？で、彼はそのフェイス	
ブックでいくら稼いだんだい？	
	

	

ジャック：	
１７５億ドルだよ！彼まだ２８歳なのに！	
	
ケン：	
なんだって？１７５億…信じられない！	
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Level A2 General English 

asset     　　　　　　　　　資産 
earn      　　　　　　　　　 稼ぐ 
buck      　　　　　　　　　=dollarドル(口語） 

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。 	

He is the guy that started Facebook. 
彼はフェイスブックを始めた男です。	

social-networking site  SNS 
billion                １０億 
incredible          信じられない 
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LANGUAGE FOCUS  

Relative Pronoun (Subjective) 
関係代名詞（主格）	

IDENTIFYING 
He is the guy that started Facebook. 
The girl who is talking with Jane is my sister. 
The car that was stolen yesterday was mine. 
We stayed at a hotel which was built in the18th 
century. 

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 73 
Level A2 General English 

He is the guy that started Facebook. 
彼はフェイスブックを始めた男です。	

UNIDENTIFYING 非制限用法 

　とても親切なスミスさんは私の先生です。 

　一列目に座っているジャックはローズの旦那 
　さんです。	
　 

　私の兄は数学の先生なのに絶対私に数学を 
　教えてくれません。 

ACTIVITY 
練習	

Activity 1: Complete the sentences below with relative pronouns like the example given. 
練習1： 例にならって、関係代名詞を用いて文を完成させましょう。	
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Ex.   Do you know the man? He is standing over there. 
        Do you know the man who is standing over there? 
 
1.   The test was very difficult. It was made by Mr. Taylor. 
      
2.   Look at the house. It stands on the hill. 

3.   She is the only girl. She has passed the exam. 

制限用法 
 
   彼はフェイスブックを始めた男です。 

 
   ジェーンと話している女性は私の姉（妹）です。 

 
   昨日盗まれた車は私のものでした。 

 
   私たちは18世紀に建てられたホテルに泊まり 
   ました。 

Mrs. Smith, who is very kind, is my teacher. 
Jack, who is sitting in the first row, is Rose’s 
husband. 
My brother, who is a math teacher, never 
teaches me math.	

Activity 2: Correct errors in the sentences below. 
練習2： 以下の文の間違いを訂正しましょう。	

My roommate is a girl that she is from Spain. She bought an expensive bag who was made 
in Italy recently.	
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