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Listen. Check the sentences you hear.

Listen again. What is the woman’s job? Check the right
answer.

3 What do you do?

1

2

UNIT

Listening
CD

talking
about

jobs
□ salesclerk □ manager □ teacher
□ translator □ office assistant □ writer

□ I speak English at work.
□ I use English at work.

□ Where do you work?
□ Where are you from?



Look at the pictures and fill in the blanks.

A: What do you do?

B: I work for the 

A: Where do you work?

B: I work at 

A: What do you do?

B: I work at a 

A: Where do you work?

B: I work in 

1

a. b.

Practice
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Woman: What do you do?

Mr. Lee: I’m a sales rep.

Woman: Oh really? Where do you work?

Mr. Lee: At a software company. I sell
computer games.

Woman: That sounds interesting.

Conversation
CD



c. d.

Practice the dialogues with your partner.

UNIT 3 sWhat do you do?

A: What do you do?

B: I’m a 

A: Where do you work?

B: I work at 

A: What do you do?

B: I Japanese.

A: Where do you work?

B: I work at a 

2

Talk about the jobs from #1.2

More Practice
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EX.

Your teacher will give you job cards. Guess your classmates’ jobs.1

Who works long hours?

Who works part time?

Who works in an office?
Who works at home?

Who travels a lot?

Who talks to a lot of people?

A: What do you do?
B: Guess!
A: OK. Give me a hint.
B: I talk to a lot of people.
A: Hmm … Are you a sales rep?
B: Yes, I am.
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Study Notes

Talking About Jobs

仕事について話をする

What do you do?「お仕事は？」という質問に

は以下のように答えるのが一般的です。aは職

種について、bとcは具体的な仕事の内容につ

いて言う場合の例です。

I’m a sales rep.

What do you do?と尋ねられた際に、I’m an office

worker.と答えて相手が混乱してしまった経験はあ

りませんか？ あなたが「会社員」だとしても、具

体的な職種や担当、肩書きなどを伝えなければ、

実際にどんな仕事をしているのか相手にはうまく

伝わりません。I’m a sales rep.や I’m a doctor.の

ように、自分の仕事について言えるようにしてお

きましょう。また、I sell computers.のように、具

体的に仕事の内容を言って答えることもできます。

Today’s Goal

Culture Tip

Where do you work?

d I work at 
ABC Company.

e I work at 
a high school.

f I work in 
Sapporo.

職場について話をする

Where do you work?「どこで働いていますか」

という質問には、以下のように答えるのが一般

的です。dは会社名について、eは職場の種類、

fは職場の地理的な場所について言う場合の例

です。

What do you do?

b I teach Japanese.

a I’m an office 
assistant.

c I work for 
the government.
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Talking About Jobs 仕事について話をする

仕事について話をする

sWhat do you do? お仕事は？

sI’m a/an … …です。

ssalesclerk 店員

sengineer 技術者

soffice assistant OL
stranslator 翻訳家

swriter 作家

sarchitect 建築家

shomemaker 主婦

ssales rep 営業

sdoctor 医者

sconvenience store clerk コンビニの店員

sbank teller 銀行のテラー／窓口係

swaiter/waitress ウェイター／ウェイトレス

smanager 経営者／支配人／部長

職場について話をする

sWhere do you work? どちらにお勤めですか。

sI work at a/an … …に勤めています。

simport/export company 貿易会社

ssoftware company ソフトウェア会社

shigh school 高校

suniversity 大学

sdepartment store デパート

scomputer company コンピュータ会社

shospital 病院

sconvenience store コンビニ

srestaurant レストラン

sbank 銀行

s（a/anなし）city hall 市役所

sI work for the government. 公務員です。

Other その他

sThis is a nice cafe, isn’t it? いいカフェですね。

sThat sounds interesting. おもしろそうですね。

sGuess! 当ててみて。

sGive me a hint. ヒントをください｡

swork part time アルバイトで働く

Words & Phrases

UNIT 3 sWhat do you do?


