
このひとは さとうさん ですか。 

QQQQ１１１１    

このひとは  さとうさん ですか。 

Kono hito wa Satoo-san desu ka. 

 

 

QQQQ２２２２    

このひとは  すずきさん ですか。 

Kono hito wa Suzuki-san desu ka. 

 

 

QQQQ３３３３    

このひとは  さとうさん ですか、 

        すずきさん ですか。 

Kono hito wa Satoo-san desu ka, 

          Suzuki-san desu ka. 

QQQQ４４４４    

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。 

QQQQ１１１１    

さとうさんは  このひと ですか。 

Satoo-san wa kono hito desu ka. 

 

 

QQQQ２２２２    

さとうさんは  あのひと ですか。 

Satoo-san wa ano hito desu ka. 

 

 

QQQQ３３３３    

さとうさんは  このひと ですか、 

         あのひと ですか。 

Satoo-san wa kono hito desu ka, 

          ano hito desu ka. 

QQQQ４４４４    

さとうさんは  どのひと ですか。 

Satoo-san wa dono hito desu ka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このひとは さとうさん です。 

はいはいはいはい、、、、        

このひとは  さとうさん です。 

Hai,Hai,Hai,Hai, kono hito wa Satoo-san desu. 

 

 

いいえいいえいいえいいえ、、、、このひとは        

 すずきさん じゃありません。    

Iie, Iie, Iie, Iie, kono hito wa  

Suzuki-san ja arimasen. 

 

 

このひとは  さとうさん です。 

Kono hito wa Satoo-san desu. 

 

 

 

このひとは  さとうさん です。 

Kono hito wa Satoo-san desu. 

 

 

 

さとうさんは このひと です。 

はいはいはいはい、、、、        

さとうさんは  このひと です。 

Hai,Hai,Hai,Hai, Satoo-san wa kono hito desu. 

 

 

いいえいいえいいえいいえ、、、、    さとうさんは     

 あのひと じゃありません。 

Iie, Iie, Iie, Iie, Satoo-san wa  

ano hito ja arimasen. 

 

 

さとうさんは  このひと です。 

Satoo-san wa kono hito desu. 

 

 

 

さとうさんは  このひと です。 

 Satoo-san wa kono hito desu. 

 
人人人人（（（（1111））））    B B B B ５５５５////８８８８    

ここここのひとのひとのひとのひと    ここここのひとのひとのひとのひと    

ここここのひとのひとのひとのひと    ここここのひとのひとのひとのひと    

ああああのひとのひとのひとのひと    ああああのひとのひとのひとのひと    

    佐藤佐藤佐藤佐藤さんさんさんさん    



このひとは なかむらさん ですか。 

    QQQQ１１１１             なかむら    

このひとは 中村さん ですか。 

Kono hito wa  

Nakamura-san desu ka. 

 

QQQQ２２２２                    

このひとは ほんださん ですか。 

Kono hito wa  

Honda-san desu ka. 

 

QQQQ３３３３    

このひとは 中村さん ですか、 

       ほんださん ですか。 

Kono hito wa  Nakamura-san 

desu ka,  Honda-san desu ka. 

QQQQ４４４４    

このひとは だれ ですか。 

Kono hito wa dare desu ka. 

 

 

 

中村さんは このひと ですか。 

QQQQ１１１１    

中村さんは このひと ですか。 

Nakamura-san wa  

kono hito desu ka. 

 

QQQQ２２２２    

中村さんはそのひと ですか。 

Nakamura-san wa  

sono hito desu ka. 

 

QQQQ３３３３    

中村さんは このひと ですか、 

        そのひと ですか。 

Nakamura-san wa  kono hito 

desu ka, sono hito desu ka. 

QQQQ４４４４    

中村さんは どのひと ですか。 

Nakamura-san wa 

dono hito desu ka. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そのひとは なかむらさん です。 

はいはいはいはい、、、、   なかむら 

そのひとは 中村さん です。 

Hai,Hai,Hai,Hai, sono hito wa  

Nakamura-san desu. 

 

いいえいいえいいえいいえ、、、、そのひとは        

 ほんださん じゃありません。    

Iie, Iie, Iie, Iie, sono hito wa  

Honda-san ja arimasen. 

 

 

そのひとは 中村さん です。 

Sono hito wa Nakamura-san desu. 

 

 

 

そのひとは 中村さん です。 

Sono hito wa Nakamura-san desu. 

 

 

 

中村さんは そのひと です。 

はいはいはいはい、、、、        

中村さんは  そのひと です。 

Hai,Hai,Hai,Hai, Nakamura-san wa 

sono hito desu 

 

いいえいいえいいえいいえ、、、、中村さんは     

 このひと じゃありません。 

Iie, Iie, Iie, Iie, Nakamura-san wa 

kono hito ja arimasen. 

 

 

中村さんは  そのひと です。 

Nakamura-san wa 

sono hito desu. 

 

 

中村さんは  そのひと です。 

Nakamura-san wa 

sono hito desu. 

このひとこのひとこのひとこのひと    そのひとそのひとそのひとそのひと    

このひとこのひとこのひとこのひと    そのひとそのひとそのひとそのひと    

そのひとそのひとそのひとそのひと    このひとこのひとこのひとこのひと    

人人人人（（（（２２２２）））） B  B  B  B ６６６６////８８８８    

中村中村中村中村さんさんさんさん    



そのひとは たなかさん ですか。 

    QQQQ１１１１    

そのひとは たなかさん ですか。 

Sono hito wa  

Tanaka-san desu ka. 

 

QQQQ２２２２                やまかわ    

そのひとは 山川さん ですか。 

Sono hito wa  

Yamakawa-san desu ka. 

 

QQQQ３３３３    

そのひとは たなかさん ですか、 

        山川さん ですか。 

Sono hito wa Tanaka-san desu ka, 

Yamakawa-san desu ka. 

QQQQ４４４４    

そのひとは だれ ですか。 

Sono hito wa dare desu ka. 

 

 

 

たなかさんは そのひと ですか。 

QQQQ１１１１    

たなかさんは そのひと ですか。 

Tanaka-san wa  

sono hito desu ka. 

 

QQQQ２２２２    

たなかさんは このひと ですか。 

Tanaka-san wa  

kono hito desu ka. 

 

QQQQ３３３３    

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 

desu ka, kono hito desu ka. 

QQQQ４４４４    

たなかさんは どのひと ですか。 

Tanaka-san wa  

dono hito desu ka. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このひとは たなかさん です。 

はいはいはいはい、、、、        

このひとは たなかさん です。 

Hai,Hai,Hai,Hai, kono hito wa  

Tanaka-san desu. 

 

いいえいいえいいえいいえ、、、、このひとは        

 山川さん じゃありません。    

Iie, Iie, Iie, Iie, kono hito wa  

Yamakawa-san ja arimasen. 

 

 

このひとは たなかさん です。 

Kono hito wa Tanaka-san desu. 

 

 

 

このひとは たなかさん です。 

Kono hito wa Tanaka-san desu. 

 

 

 

たなかさんは このひと です。 

はいはいはいはい、、、、        

たなかさんは このひと です。 

Hai,Hai,Hai,Hai, Tanaka-san wa  

kono hito desu. 

 

いいえいいえいいえいいえ、、、、    たなかさんは     

 そのひと じゃありません。 

Iie, Iie, Iie, Iie, Tanaka-san wa 

sono hito ja arimasen. 

 

 

たなかさんは このひと です。 

Tanaka-san wa  

kono hito desu. 

 

 

たなかさんは このひと です。 

Tanaka-san wa  

kono hito desu. 

人人人人（（（（3333）））） B  B  B  B ７７７７////８８８８    

そのひとそのひとそのひとそのひと    ここここのひとのひとのひとのひと    

そのひとそのひとそのひとそのひと    ここここのひとのひとのひとのひと    

ここここのひとのひとのひとのひと    そのひとそのひとそのひとそのひと    

田中田中田中田中さんさんさんさん    



あのひとは やまかわさん ですか。 

    QQQQ１１１１             やまかわ    

あのひとは 山川さん ですか。 

Ano hito wa  

Yamakawa-san desu ka. 

 

QQQQ２２２２                    

あのひとは さとうさん ですか。 

Ano hito wa  

Satoo-san desu ka. 

 

QQQQ３３３３    

あのひとは 山川さん ですか、 

        さとうさん ですか。 

Ano hito wa Yamakawa-san  

desu ka, Satoo-san desu ka. 

QQQQ４４４４    

あのひとは だれ ですか。 

Ano hito wa dare desu ka. 

 

 

 

山川さんは あのひと ですか。 

QQQQ１１１１    

山川さんは あのひと ですか。 

Yamakawa-san wa  

ano hito desu ka. 

 

QQQQ２２２２    

山川さんは このひと ですか。 

Yamakawa -san wa  

kono hito desu ka. 

 

QQQQ３３３３    

山川さんは あのひと ですか、 

        このひと ですか。 

Yamakawa -san wa  ano hito 

desu ka, kono hito desu ka. 

QQQQ４４４４    

山川さんは どのひと ですか。 

Yamakawa -san wa 

dono hito desu ka. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あのひとは やまかわさん です。 

はいはいはいはい、、、、   やまかわ 

あのひとは 山川さん です。 

Hai,Hai,Hai,Hai, ano hito wa  

Yamakawa-san desu. 

 

いいえいいえいいえいいえ、、、、あのひとは        

 さとうさん じゃありません。    

Iie, Iie, Iie, Iie, ano hito wa  

Satoo-san ja arimasen. 

 

 

あのひとは 山川さん です。 

Ano hito wa  

Yamakawa -san desu. 

 

 

あのひとは 山川さん です。 

Ano hito wa  

Yamakawa -san desu. 

 

 

山川さんは あのひと です。 

はいはいはいはい、、、、        

山川さんは あのひと です。 

Hai,Hai,Hai,Hai, Yamakawa -san wa 

ano hito desu 

 

いいえいいえいいえいいえ、、、、山川さんは     

 このひと じゃありません。 

Iie, Iie, Iie, Iie, Yamakawa -san wa 

kono hito ja arimasen. 

 

 

山川さんは あのひと です。 

Yamakawa -san wa 

ano hito desu. 

 

 

山川さんは あのひと です。 

Yamakawa -san wa 

ano hito desu. 

人人人人（（（（4444）））） B B B B        ８８８８////８８８８    

あのひとあのひとあのひとあのひと    あのひとあのひとあのひとあのひと    

あのひとあのひとあのひとあのひと    あのひとあのひとあのひとあのひと    

このひとこのひとこのひとこのひと    このひとこのひとこのひとこのひと    

山川山川山川山川さんさんさんさん    


