このひとは さとうさん ですか。

このひと

このひと

Q１
このひとは

このひとは さとうさん です。
はい、
はい、
このひとは

さとうさん ですか。

Kono hito wa Satoo-san desu ka.

さとうさん です。

Hai, kono hito wa Satoo-san desu.

佐藤さん
佐藤さん
Q２
このひとは

いいえ、
いいえ、このひとは
すずきさん ですか。

すずきさん じゃありません。

Iie, kono hito wa

Kono hito wa Suzuki-san desu ka.

Suzuki-san ja arimasen.
Q３
このひとは

さとうさん ですか、

このひとは

さとうさん です。

Kono hito wa Satoo-san desu.

すずきさん ですか。

Kono hito wa Satoo-san desu ka,
Suzuki-san desu ka.
Q４
このひとは

このひとは

だれ ですか。

Kono hito wa dare desu ka.

さとうさんは このひと ですか。

Kono hito wa Satoo-san desu.

このひと

このひと

Q１
さとうさんは

さとうさんは このひと です。
はい、
はい、

このひと ですか。

さとうさんは

Satoo-san wa kono hito desu ka.

あのひと ですか。

Satoo-san wa ano hito desu ka.

このひと です。

Hai, Satoo-san wa kono hito desu.

あのひと

Q２
さとうさんは

さとうさん です。

あのひと

いいえ、
いいえ、 さとうさんは
あのひと じゃありません。

Iie, Satoo-san wa
ano hito ja arimasen.

Q３
さとうさんは

このひと ですか、

さとうさんは

あのひと ですか。

Satoo-san wa kono hito desu.

このひと です。

Satoo-san wa kono hito desu ka,
ano hito desu ka.
Q４
さとうさんは

どのひと ですか。

Satoo-san wa dono hito desu ka.

さとうさんは

このひと です。

Satoo-san wa kono hito desu.
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このひとは なかむらさん ですか。

Q１

このひと

そのひと

そのひとは なかむらさん です。
はい、
はい、

なかむら

なかむら

このひとは 中村さん ですか。

そのひとは 中村さん です。

Kono hito wa

Hai, sono hito wa

Nakamura-san desu ka.

Nakamura-san desu.

中村さん
中村さん

Q２

いいえ、
いいえ、そのひとは

このひとは ほんださん ですか。

ほんださん じゃありません。

Kono hito wa

Iie, sono hito wa

Honda-san desu ka.

Honda-san ja arimasen.

Q３

このひとは 中村さん ですか、

そのひとは 中村さん です。
Sono hito wa Nakamura-san desu.

ほんださん ですか。
Kono hito wa

Nakamura-san

desu ka, Honda-san desu ka.
Q４

このひとは だれ ですか。

そのひとは 中村さん です。

Kono hito wa dare desu ka.

Sono hito wa Nakamura-san desu.

中村さんは このひと ですか。

このひと

そのひと

中村さんは そのひと です。

Q１

はい、
はい、

中村さんは このひと ですか。

中村さんは

Nakamura-san wa

Hai, Nakamura-san wa

kono hito desu ka.

sono hito desu

そのひと
Q２

そのひと です。

このひと
いいえ、
いいえ、中村さんは

中村さんはそのひと ですか。

このひと じゃありません。

Nakamura-san wa

Iie, Nakamura-san wa

sono hito desu ka.

kono hito ja arimasen.

Q３
中村さんは このひと ですか、
そのひと ですか。
Nakamura-san wa kono hito

中村さんは

そのひと です。

Nakamura-san wa

sono hito desu.

desu ka, sono hito desu ka.
Q４
中村さんは どのひと ですか。

中村さんは

そのひと です。

Nakamura-san wa

Nakamura-san wa

dono hito desu ka.

sono hito desu.
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そのひとは たなかさん ですか。

そのひと

このひと

Q１

このひとは たなかさん です。
はい、
はい、

そのひとは たなかさん ですか。

このひとは たなかさん です。

Sono hito wa

Hai, kono hito wa

Tanaka-san desu ka.
Q２

田中さん
田中さん

Tanaka-san desu.
いいえ、
いいえ、このひとは

やまかわ

そのひとは 山川さん ですか。

山川さん じゃありません。

Sono hito wa

Iie, kono hito wa

Yamakawa-san desu ka.

Yamakawa-san ja arimasen.

Q３

そのひとは たなかさん ですか、

このひとは たなかさん です。
Kono hito wa Tanaka-san desu.

山川さん ですか。
Sono hito wa Tanaka-san desu ka,

Yamakawa-san desu ka.
Q４

そのひとは だれ ですか。

このひとは たなかさん です。

Sono hito wa dare desu ka.

Kono hito wa Tanaka-san desu.

たなかさんは そのひと ですか。

そのひと

このひと

たなかさんは このひと です。

Q１

はい、
はい、

たなかさんは そのひと ですか。

たなかさんは このひと です。

Tanaka-san wa

Hai, Tanaka-san wa

sono hito desu ka.

kono hito desu.

このひと
Q２

そのひと
いいえ、
いいえ、 たなかさんは

たなかさんは このひと ですか。

そのひと じゃありません。

Tanaka-san wa

Iie, Tanaka-san wa

kono hito desu ka.

sono hito ja arimasen.

Q３
たなかさんは そのひと ですか、
このひと ですか。

Tanaka-san wa sono hito

たなかさんは このひと です。

Tanaka-san wa
kono hito desu.

desu ka, kono hito desu ka.
Q４
たなかさんは どのひと ですか。

たなかさんは このひと です。

Tanaka-san wa

Tanaka-san wa

dono hito desu ka.

kono hito desu.
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あのひとは やまかわさん ですか。

Q１

あのひと

あのひとは やまかわさん です。

あのひと

はい、
はい、

やまかわ

あのひとは 山川さん ですか。

やまかわ

あのひとは 山川さん です。

Ano hito wa

山川さん
山川さん

Hai, ano hito wa

Yamakawa-san desu ka.

Yamakawa-san desu.

Q２

いいえ、
いいえ、あのひとは

あのひとは さとうさん ですか。

さとうさん じゃありません。

Ano hito wa

Iie, ano hito wa

Satoo-san desu ka.

Satoo-san ja arimasen.

Q３

あのひとは 山川さん ですか、

あのひとは 山川さん です。
Ano hito wa

さとうさん ですか。

Yamakawa -san desu.

Ano hito wa Yamakawa-san
desu ka, Satoo-san desu ka.
Q４

あのひとは だれ ですか。

あのひとは 山川さん です。

Ano hito wa dare desu ka.

Ano hito wa
Yamakawa -san desu.

山川さんは あのひと ですか。

あのひと

あのひと

山川さんは あのひと です。

Q１

はい、
はい、

山川さんは あのひと ですか。

山川さんは あのひと です。

Yamakawa-san wa

Hai, Yamakawa -san wa

ano hito desu ka.

ano hito desu

このひと

Q２
山川さんは このひと ですか。

このひと

いいえ、
いいえ、山川さんは
このひと じゃありません。

Yamakawa -san wa

Iie, Yamakawa -san wa

kono hito desu ka.

kono hito ja arimasen.

Q３
山川さんは あのひと ですか、
このひと ですか。
Yamakawa -san wa ano hito

山川さんは あのひと です。
Yamakawa -san wa

ano hito desu.

desu ka, kono hito desu ka.
Q４
山川さんは どのひと ですか。

山川さんは あのひと です。

Yamakawa -san wa

Yamakawa -san wa

dono hito desu ka.

ano hito desu.
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