
≪ このひと・そのひと・あのひと ≫ 

    

    

    

    

    

【【【【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佐藤佐藤佐藤佐藤さんがいるさんがいるさんがいるさんがいる。】。】。】。】    

QQQQ１１１１ この人は 佐藤さん ですか。    （さとうさんさとうさんさとうさんさとうさん） 

*** はい、 この人は 佐藤さん です。 

（-- はい、  佐藤さん です。） 

 

QQQQ２２２２ この人は 鈴木さん ですか。   （すずきさんすずきさんすずきさんすずきさん） 

*** いいえ、 この人は 鈴木さん じゃありません。 

（-- いいえ、  鈴木さん じゃありません。） 

 

QQQQ３３３３ この人は 佐藤さん ですか、  鈴木さん ですか。 

*** この人は 佐藤さん です。 

（--  佐藤さん です。） 

 

QQQQ４４４４ この人は    だれだれだれだれ    ですか。 

*** この人は 佐藤さん です。 

（--  佐藤さん です。） 

    

    

    

【【【【佐藤佐藤佐藤佐藤さんさんさんさん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くにくにくにいいいいるるるる。】。】。】。】    

QQQQ１１１１ 佐藤さんは この人 ですか。    （さとうさんさとうさんさとうさんさとうさん） 

*** はい、 佐藤さんは この人 です。 

（-- はい、  この人 です。） 

 

QQQQ２２２２ 佐藤さんは あの人 ですか。 

*** いいえ、 佐藤さんは あの人 じゃありません。 

（-- いいえ、  あの人 じゃありません。） 

 

QQQQ３３３３ 佐藤さんは この人 ですか、 あの人 ですか。 

*** 佐藤さんは この人 です。 

（--  この人 です。） 

 

QQQQ４４４４ 佐藤さんは    どどどどのひとのひとのひとのひと    ですか。 

*** 佐藤さんは この人 です。 

（--  このひと です。） 

≪ this person ・ that person ≫ 

 

    

 

 

 

【【【【There is Mr.Satoo near the two persons.】】】】 

QQQQ１１１１    Is this person  Mr.Satoo  ? 

*** Yes, this person is  Mr.Satoo . 

（-- Yes, he is,） 

 

QQQQ２２２２ Is this person  Mr.Suzuki  ?  

*** No, this person is not  Mr.Suzuki . 

（-- No, he is not.） 

 

QQQQ３３３３ Is this person  Mr.Satoo  or  Mr.Suzuki  ? 

*** This person is  Mr.Satoo . 

（-- He is  Mr.Satoo .） 

 

QQQQ４４４４  Who  is this person ? 

*** This person is  Mr.Satoo . 

（-- He is  Mr.Satoo .） 

 

 

 

 

 

 

【【【【Mr.Satoo is near the two persons.】】】】 

QQQQ１１１１    Is Mr.Satoo  this person  ? 

*** Yes, Mr.Satoo is  this person . 

（-- Yes, he is,） 

 

QQQQ２２２２ Is Mr.Satoo  that person  ?  

*** No, Mr.Satoo is not  that person . 

（-- No, he is not.） 

 

QQQQ３３３３ Is Mr.Satoo  this person  or  that person  ? 

*** Mr.Satoo is  this person . 

（-- He is  this person .） 

 

QQQQ４４４４  Which person  is tMr.Satoo ? 

*** Mr.Satoo is  this person . 

（-- He is  this person .） 

    人人人人
ひと

（（（（1111）））） C  C  C  C     ５５５５////８８８８     

あのひとあのひとあのひとあのひと    ano hito    
that person over there 

このひとこのひとこのひとこのひと    kono hito    このひとこのひとこのひとこのひと    kono hito    

    さとうさとうさとうさとうさんさんさんさん    Satoo-san    

このひとこのひとこのひとこのひと    kono hito    このひとこのひとこのひとこのひと    kono hito    

    さとうさとうさとうさとうさんさんさんさん    Satoo-san    

this person 

this person this person 

this person 



≪ このひと・そのひと・あのひと ≫ 

    

    

    

    

    

【【【【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中村中村中村中村さんがいさんがいさんがいさんがいるるるる。】。】。】。】    

QQQQ１１１１ この人は 中村さん ですか。  （なかむらさんなかむらさんなかむらさんなかむらさん） 

*** はい、 その人は 中村さん です。 

（-- はい、  中村さん です。） 

 

QQQQ２２２２ この人は 本田さん ですか。   （ほんださんほんださんほんださんほんださん） 

*** いいえ、 その人は 本田さん じゃありません。 

（-- いいえ、  本田さん じゃありません。） 

 

QQQQ３３３３ この人は 中村さん ですか、  本田さん ですか。 

*** その人は 中村さん です。 

（--  中村さん です。） 

 

QQQQ４４４４ この人は iiii だれだれだれだれ iiii ですか。 

*** その人は 中村さん です。 

（--  中村さん です。） 

    

    

    

    

    

    

【【【【中村中村中村中村さんさんさんさん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くにくにくにいいいいるるるる。】。】。】。】    

QQQQ１１１１ 中村さんは この人 ですか。  （なかむらさんなかむらさんなかむらさんなかむらさん） 

*** はい、 中村さんは その人 です。 

（-- はい、  その人 です。） 

 

QQQQ２２２２ 中村さんは その人 ですか。 

*** いいえ、 中村さんは この人 じゃありません。 

（-- いいえ、  この人 じゃありません。） 

 

QQQQ３３３３ 中村さんは この人 ですか、  その人 ですか。 

*** 中村さんは その人 です。 

（--  その人 です。） 

 

QQQQ４４４４ 中村さんは iiii どどどどのひとのひとのひとのひと iiii ですか。 

*** 中村さんは その人 です。 

（--  その人 です。） 

≪ this person ・ that person ≫ 

 

 

 

 

    

【【【【There is Mr.Nakamura near the person who asks.】】】】 

QQQQ１１１１ Is this person  Mr.Nakamura  ? 

*** Yes, that person is  Mr.Nakamura . 

（-- Yes, he is.） 

 

QQQQ２２２２ Is this person  Mr.Honda  ? 

*** No, that person is not  Mr.Honda .  

（-- No, he is not.） 

 

QQQQ３３３３ Is this person  Mr.Nakamura  or   Mr.Honda  ? 

*** That persont is  Mr.Nakamura . 

（-- He is  Mr.Nakamura .） 

 

QQQQ４４４４ iWhoi is this person ? 

*** That person is  Mr.Nakamura . 

（-- He is  Mr.Nakamura .） 

 

 

 

 

 

 

【【【【Mr.Nakamura is near the person who asks.】】】】    

QQQQ１１１１ Is Mr.Nakamura  this person  ? 

*** Yes, Mr.Nakamura is  that person . 

（-- Yes, he is.） 

 

QQQQ２２２２ Is Mr.Nakamura  that person  ? 

*** No, Mr.Nakamura is not  this person .  

（-- No, he is not.） 

 

QQQQ３３３３ Is Mr.Nakamura  this person  or  that person  ? 

*** Mr.Nakamura is  that person . 

（-- He is  that person .） 

 

QQQQ４４４４ iWhich personi is Mr.Nakamura ? 

*** Mr.Nakamura is  that person . 

（-- He is  that person .） 

人人人人
ひと

（（（（2222）））） C C C C        ６６６６////８８８８    

なかむらさんなかむらさんなかむらさんなかむらさん    Nakamura-san 

このひとこのひとこのひとこのひと    kono hito    

this person 

そのひとそのひとそのひとそのひと    sono hito 

that person 

このひとこのひとこのひとこのひと    kono hito    

this person 

そのひとそのひとそのひとそのひと    sono hito 

that person 

なかむらさんなかむらさんなかむらさんなかむらさん    Nakamura-san 



≪ このひと・そのひと・あのひと ≫ 

 

 

 

 

 

【【【【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田中田中田中田中さんがいさんがいさんがいさんがいるるるる。】。】。】。】    

QQQQ１１１１ その人は 田中さん ですか。   （たなかさんたなかさんたなかさんたなかさん） 

*** はい、 この人は 田中さん です。 

（-- はい、  田中さん です。） 

 

QQQQ２２２２ その人は 山川さん ですか。  （やまかわさんやまかわさんやまかわさんやまかわさん） 

*** いいえ、 この人は 山川さん じゃありません。

（-- いいえ、  山川さん じゃありません。） 

 

QQQQ３３３３ その人は 田中さん ですか、 山川さん ですか。 

*** この人は 田中さん です。 

（--  田中さん です。） 

 

QQQQ４４４４ その人は i だれだれだれだれ i ですか。 

*** この人は 田中さん です。 

（--  田中さん です。） 

 

 

 

 

 

 

【【【【田中田中田中田中さんさんさんさん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くにくにくにいいいいるるるる。】。】。】。】    

QQQQ１１１１ 田中さんは その人 ですか。   （たなかさんたなかさんたなかさんたなかさん） 

*** はい、 田中さんは この人 です。 

（-- はい、  この人 です。） 

 

QQQQ２２２２ 田中さんは この人 ですか。 

*** いいえ、 田中さんは その人 じゃありません。 

（-- いいえ、  その人 じゃありません。） 

 

QQQQ３３３３ 田中さんは その人 ですか、  この人 ですか。 

*** 田中さんは この人 です。 

（--  この人 です。） 

 

QQQQ４４４４ 田中さんは iiii どどどどのののの人人人人 iiii ですか。 

*** 田中さんは この人 です。 

（--  この人 です。） 

≪ this person ・ that person ≫ 

    

    

    

    

    

【【【【There is Mr.Tanaka near the person who answers.】】】】 

QQQQ１１１１    Is that person  Mr.Tanaka  ? 

*** Yes, this person is  Mr.Tanaka . 

（-- Yes, he is.） 

 

QQQQ２２２２ Is that person   Mr.Yamakawa  ?  

*** No, this person is not  Mr.Yamakawa . 

（-- No, he is not.） 

 

QQQQ３３３３ Is that person  Mr.Tanaka  or  Mr.Yamakawa  ? 

*** This person is  Mr.Tanaka . 

（-- He is  Mr.Tanaka .） 

 

QQQQ４４４４ iWhoi is that person ? 

*** This person is  Mr.Tanaka . 

（-- He is  Mr.Tanaka .） 

 

 

 

 

 

 

【【【【Mr.Tanaka is near the person who answers.】】】】    

QQQQ１１１１ Is Mr.Tanaka  that person  ? 

*** Yes, Mr.Tanaka is  this person . 

（-- Yes, he is.） 

 

QQQQ２２２２ Is Mr.Tanaka  this person  ? 

*** No, Mr.Tanaka is not  that person .  

（-- No, he is not.） 

 

QQQQ３３３３ Is Mr.Tanaka  that person  or  thisperson  ? 

*** Mr.Tanaka is  this person . 

（-- He is  this person .） 

 

QQQQ４４４４ iWhich personi is Mr.Tanaka ? 

*** Mr.Tanaka is  this person . 

（-- He is  this person .） 

人人人人
ひと

（（（（3333）））） C   C   C   C  ７７７７////８８８８    

そのひそのひそのひそのひとととと    sono hito    

たなかさんたなかさんたなかさんたなかさん Tanaka-san    

そのひとそのひとそのひとそのひと s s s sono hito    

このひとこのひとこのひとこのひと    kono hito    

このひとこのひとこのひとこのひと    kono hito        

たなかさんたなかさんたなかさんたなかさん Tanaka-san    

that person 

that person 

this person 

this person 



≪ このひと・そのひと・あのひと ≫ 

    

    

    

    

    

【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山川山川山川山川さんがいさんがいさんがいさんがいるるるる。。。。】 

QQQQ１１１１ あの人は 山川さん ですか。  （やまかわさんやまかわさんやまかわさんやまかわさん） 

*** はい、 あの人は 山川さんです。 

（-- はい、  山川さん です。） 

 

QQQQ２２２２ あの人は 佐藤さん ですか。    （さとうさんさとうさんさとうさんさとうさん） 

*** いいえ、 あの人は 佐藤さん じゃありません。 

（-- いいえ、  佐藤さん じゃありません。） 

 

QQQQ３３３３ あの人は 山川さん ですか、  佐藤さん ですか。 

*** あの人は 山川さん です。 

（--  山川さん です。） 

 

QQQQ４４４４ あの人は    だれだれだれだれ    ですか。 

*** あの人は 山川さん です。 

（--  山川さん です。） 

 

 

 

 

 

 

【山川山川山川山川さんさんさんさん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にににいいいいるるるる。。。。】 

QQQQ１１１１ 山川さんは あの人 ですか。  （やまかわさんやまかわさんやまかわさんやまかわさん） 

*** はい、 山川さんは あの人 です。 

（-- はい、  あの人 です。） 

 

QQQQ２２２２ 山川さんは この人 ですか。 

*** いいえ、 山川さんは この人 じゃありません。 

（-- いいえ、  この人 じゃありません。） 

 

QQQQ３３３３ 山川さんは あの人 ですか、  この人 ですか。 

*** 山川さんは あの人 です。 

（--  あの人  です。） 

 

QQQQ４４４４ 山川さんは iiii どどどどのののの人人人人 ですか。 

*** 山川さんは あの人 です。 

（--  あの人 です。） 

≪ this person ・ that person ≫ 

    

    

    

    

    

【【【【There is Mr.Yamakawa far from the two persons.】】】】 

QQQQ１１１１ Is that person  Mr.Yamakawa  ? 

*** Yes, that person is  Mr.Yamakawa . 

（-- Yes, he is.） 

 

QQQQ２２２２ Is that person  Mr.Satoo  ? 

*** No, that person is not  Mr.Satoo .  

（-- No, he is not.） 

 

QQQQ３３３３ Is that person  Mr.Yamakawa  or  Mr.Satoo  ? 

*** That person is  Mr.Yamakawa . 

（-- He is  Mr.Yamakawa .） 

 

QQQQ４４４４  Who  is that person ? 

*** That person is  Mr.Yamakawa . 

（-- He is  Mr.Yamakawa .） 

 

 

 

 

 

 

【【【【Mr.Yamakawa is far from the two persons.】】】】 

QQQQ１１１１ Is Mr.Yamakawa  that person  ? 

*** Yes, Mr.Yamakawa is  that person . 

（-- Yes, he is.） 

 

QQQQ２２２２ Is Mr.Yamakawa  this person  ? 

*** No, Mr.Yamakawa is not  this person .  

（-- No, he is not.） 

 

QQQQ３３３３ Is Mr.Yamakawa  that person  or  this person  ? 

*** Mr.Yamakawa is  that person  

（-- He is  that person .） 

 

QQQQ４４４４  Which person  is Mr.Yamakawa ? 

*** Mr.Yamakawa is  that person . 

（-- He is  that person .） 

人人人人
ひと

（（（（4444）））） C   C   C   C  ８８８８////８８８８        

あのひとあのひとあのひとあのひと ano hito    
ああああのひとのひとのひとのひと    ano hito    
that person over there 

やまかわやまかわやまかわやまかわさんさんさんさん    Yamakawa-san 

あのひとあのひとあのひとあのひと    ano hito    
that person over there 

やまかわやまかわやまかわやまかわさんさんさんさん    Yamakawa-san 

that person 

that person that person 

that person 

あのひとあのひとあのひとあのひと    ano hito 

このひとこのひとこのひとこのひと    kono hito 
this person 

あのひとあのひとあのひとあのひと    ano hito    あのひとあのひとあのひとあのひと    ano hito    


