
≪ これ・それ・あれ ≫ 

    

    

    

    

    

【【【【質問質問質問質問するするするする人人人人とととと答答答答えるえるえるえる人人人人のののの近近近近くにくにくにくに本本本本があるがあるがあるがある。】。】。】。】    

QQQQ１１１１ これは ほん ですか。 

*** はい、 これは ほん です。 

（-- はい、  ほん です。） 

 

QQQQ２２２２ これは ノート ですか。 

*** いいえ、 これは ノート じゃありません。 

（-- いいえ、  ノート じゃありません。） 

 

QQQQ３３３３ これは ほん ですか、  ノート ですか。 

*** これは ほん です。 

（--  ほん です。） 

 

QQQQ４４４４ これは    なんなんなんなん    ですか。 

*** これは ほん です。 

（--  ほん です。） 

    

    

    

【【【【本本本本はははは質問質問質問質問するするするする人人人人とととと答答答答えるえるえるえる人人人人のののの近近近近くにあるくにあるくにあるくにある。】。】。】。】    

QQQQ１１１１ ほんは これ ですか。 

*** はい、 ほんは これ です。 

（-- はい、  これ です。） 

 

QQQQ２２２２ ほんは あれ ですか。 

*** いいえ、 ほんは あれ じゃありません。 

（-- いいえ、  あれ じゃありません。） 

 

QQQQ３３３３ ほんは これ ですか、  あれ ですか。 

*** ほんは これ です。 

（--  これ です。） 

 

QQQQ４４４４ ほんは    どれどれどれどれ    ですか。 

*** ほんは これ です。 

（--  これ です。） 

≪ this ・ that ≫ 

 

    

 

 

 

【【【【There is a book near the two persons.】】】】 

QQQQ１１１１    Is this  a book  ? 

*** Yes, this is  a book . 

（-- Yes, it is,） 

 

QQQQ２２２２ Is this  a notebook  ?  

*** No, this is not  a notebook . 

（-- No, it is not.） 

 

QQQQ３３３３ Is this  a book  or  a notebook  ? 

*** This is  a book . 

（-- It is  a book .） 

 

QQQQ４４４４  What  is this ? 

*** This is  a book . 

（-- It is  a book .） 

 

 

 

 

 

 

【【【【The book is near the two persons.】】】】 

QQQQ１１１１    Is the book  this one  ? 

*** Yes, the book is  this one . 

（-- Yes, it is,） 

 

QQQQ２２２２ Is the book  that one  ?  

*** No, the book is not  that one . 

（-- No, it is not.） 

 

QQQQ３３３３ Is the book  this one  or  that one  ? 

*** The book is  this one . 

（-- It is  this one .） 

 

QQQQ４４４４  Which one  is the book ? 

*** The book is  this one . 

（-- It is  this one .） 
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≪ これ・それ・あれ ≫ 

    

    

    

    

    

【【【【質問質問質問質問するするするする人人人人のののの近近近近くにくにくにくにノートノートノートノートがあるがあるがあるがある。】。】。】。】    

QQQQ１１１１ これは ノート ですか。 

*** はい、 それは ノート です。 

（-- はい、  ノート です。） 

 

QQQQ２２２２ これは ほん ですか、 

*** いいえ、 それは ほん じゃありません。 

（-- いいえ、  ほん じゃありません。） 

 

QQQQ３３３３ これは ノー ト ですか、  ほん ですか。 

*** それは ノー ト です。 

（--  ノート です。） 

 

QQQQ４４４４ これは iiii なんなんなんなん iiii ですか。 

*** それは ノー ト です。 

（--  ノー ト です。） 

    

    

    

    

    

    

【【【【ノートノートノートノートはははは質問質問質問質問するするするする人人人人のののの近近近近くにあるくにあるくにあるくにある。】。】。】。】    

QQQQ１１１１ ノートは これ ですか。 

*** はい、 ノートは それ です。 

（-- はい、  それ です。） 

 

QQQQ２２２２ ノートは それ ですか、 

*** いいえ、 ノートは これ じゃありません。 

（-- いいえ、  これ じゃありません。） 

 

QQQQ３３３３ ノートは これ ですか、  それ ですか。 

*** ノートは それ です。 

（--  それ です。） 

 

QQQQ４４４４ ノートは iiii どれどれどれどれ iiii ですか。 

*** ノートは それ です。 

（--  それ です。） 

≪ this ・ that ≫ 

 

 

 

 

    

【【【【There is a notebook near the person who asks.】】】】 

QQQQ１１１１ Is this  a notebook  ? 

*** Yes, that is  a notebook . 

（-- Yes, it is.） 

 

QQQQ２２２２ Is this  a book  ? 

*** No, that is not  a book .  

（-- No, it is not.） 

 

QQQQ３３３３ Is this  a notebook  or  a book  ? 

*** That is  a notebook . 

（-- It is  a notebook .） 

 

QQQQ４４４４ iWhati is this ? 

*** That is  a notebook . 

（-- It is  a notebook .） 

 

 

 

 

 

 

【【【【The notebook is near the person who asks.】】】】    

QQQQ１１１１ Is the notebook  this one  ? 

*** Yes, the notebook is  that one . 

（-- Yes, it is.） 

 

QQQQ２２２２ Is the notebook  that one  ? 

*** No, the notebook is not  this one .  

（-- No, it is not.） 

 

QQQQ３３３３ Is the notebook  this one  or  that one  ? 

*** The notebook is  that one . 

（-- It is  that one .） 

 

QQQQ４４４４ iWhich onei is the notebook ? 

*** The notebook is  that one . 

（-- It is  that one .） 
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≪ これ・それ・あれ ≫ 

 

 

 

 

 

【【【【答答答答えるえるえるえる人人人人のののの近近近近くにくにくにくに本本本本があるがあるがあるがある。】。】。】。】    

QQQQ１１１１ それは ほん ですか。 

*** はい、 これは ほん です。 

（-- はい、  ほん です。） 

 

QQQQ２２２２ それは ノート ですか。 

*** いいえ、 これは ノート じゃありません。 

（-- いいえ、  ノート じゃありません。） 

 

QQQQ３３３３ それは ほん ですか、  ノート ですか。 

*** これは ほん です。 

（--  ほん です。） 

 

QQQQ４４４４ それは i なんなんなんなん i ですか。 

*** これは ほん です。 

（--  ほん です。） 

 

 

 

 

 

 

【【【【本本本本はははは答答答答えるえるえるえる人人人人のののの近近近近くにあるくにあるくにあるくにある。】。】。】。】    

QQQQ１１１１ ほんは それ ですか。 

*** はい、 ほんは これ です。 

（-- はい、  これ です。） 

 

QQQQ２２２２ ほんは これ ですか、 

*** いいえ、 ほんは それ じゃありません。 

（-- いいえ、  それ じゃありません。） 

 

QQQQ３３３３ ほんは それ ですか、  これ ですか。 

*** ほんは これ です。 

（--  これ です。） 

 

QQQQ４４４４ ほんは iiii どれどれどれどれ iiii ですか。 

*** ほんは これ です。 

（--  これ です。） 

≪ this ・ that ≫ 

    

    

    

    

    

【【【【There is a book near the person who answers.】】】】 

QQQQ１１１１    Is that  a book  ? 

*** Yes, this is  a book . 

（-- Yes, it is.） 

 

QQQQ２２２２ Is that  a notebook  ?  

*** No, this is not  a notebook . 

（-- No, it is not.） 

 

QQQQ３３３３ Is that  a book  or  a notebook  ? 

*** This is  a book . 

（-- It is  a book .） 

 

QQQQ４４４４ iWhati is that ? 

*** This is  a book . 

（-- It is  a book .） 

 

 

 

 

 

 

【【【【The book is near the person who answers.】】】】    

QQQQ１１１１ Is the book  that one  ? 

*** Yes, the book is  this one . 

（-- Yes, it is.） 

 

QQQQ２２２２ Is the book  this one  ? 

*** No, the book is not  that one .  

（-- No, it is not.） 

 

QQQQ３３３３ Is the book  that one  or  this one  ? 

*** The book is  this one . 

（-- It is  this one .） 

 

QQQQ４４４４ iWhich onei is the book ? 

*** The book is  this one . 

（-- It is  this one .） 

本本本本
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≪ これ・それ・あれ ≫ 

    

    

    

    

    

【二人二人二人二人からからからから離離離離れたれたれたれた所所所所にににに辞書辞書辞書辞書があるがあるがあるがある。。。。】 

QQQQ１１１１ あれは じしょ ですか。 

*** はい、 あれは じしょ です。 

（-- はい、  じしょ です。） 

 

QQQQ２２２２ あれは ほん ですか。 

*** いいえ、 あれは ほん じゃありません。 

（-- いいえ、  ほん じゃありません。） 

 

QQQQ３３３３ あれは じしょ ですか、  ほん ですか。 

*** あれは じしょ です。 

（--  じしょ です。） 

 

QQQQ４４４４ あれは    なんなんなんなん    ですか。 

*** あれは じしょ です。 

（--  じしょ です。） 

 

 

 

 

 

 

【辞書辞書辞書辞書はははは二人二人二人二人からからからから離離離離れたれたれたれた所所所所にあるにあるにあるにある。。。。】 

QQQQ１１１１ じしょは あれ ですか。 

*** はい、 じしょは あれ です。 

（-- はい、  あれ です。） 

 

QQQQ２２２２ じしょは これ ですか。 

*** いいえ、 じしょは これ じゃありません。 

（-- いいえ、  これ じゃありません。） 

 

QQQQ３３３３ じしょは あれ ですか、  これ ですか。 

*** じしょは あれ です。 

（--  あれ  です。.） 

 

QQQQ４４４４ じしょは iiii どれどれどれどれ ですか。 

*** じしょは あれ です。 

（--  あれ です。） 

≪ this ・ that ≫ 

    

    

    

    

    

【【【【There is a dictionary far from the two persons.】】】】 

QQQQ１１１１ Is that  a dictionary  ? 

*** Yes, that is  a dictionary . 

（-- Yes, it is.） 

 

QQQQ２２２２ Is that  a book  ? 

*** No, that is not  a book .  

（-- No, it is not.） 

 

QQQQ３３３３ Is that  a dictionary  or  a book  ? 

*** That is  a dictionary . 

（-- It is  a dictionary .） 

 

QQQQ４４４４  What  is that ? 

*** That is  a dictionary . 

（-- It is  a dictionary .） 

 

 

 

 

 

 

【【【【The dictionary is far from the two persons.】】】】 

QQQQ１１１１ Is the dictionary  that one  ? 

*** Yes, the dictionary is  that one . 

（-- Yes, it is.） 

 

QQQQ２２２２ Is the dictionary  this one  ? 

*** No, the dictionary is not  this one .  

（-- No, it is not.） 

 

QQQQ３３３３ Is the dictionary  that one  or  this one  ? 

*** The dictionary is  that one  

（-- It is  that one .） 

 

QQQQ４４４４  Which one  is the dictionary ? 

*** The dictionary is  that one . 

（-- It is  that one .） 
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