≪ このひと・そのひと・あのひと ≫

≪ this person ・ that person ≫

このひと kono hito

このひと kono hito

this person

this person

さとうさん
さとうさん Satoo-san
【質問する
質問する人
する人と答える人
える人の近くに佐藤
くに佐藤さんがいる
佐藤さんがいる。】
さんがいる。】
Q１ この人は 佐藤さん ですか。
（さとうさん）

Q１ Is this person

*** はい、 この人は 佐藤さん です。

*** Yes, this person is

（-- はい、

（-- Yes, he is,）

佐藤さん です。）

Q２ この人は 鈴木さん ですか。

（すずきさん）

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

Q２ Is this person

Mr.Satoo .

Mr.Suzuki

*** いいえ、 この人は 鈴木さん じゃありません。

*** No, this person is not

（-- いいえ、

（-- No, he is not.）

鈴木さん じゃありません。）

Q３ この人は 佐藤さん ですか、 鈴木さん ですか。

Q３ Is this person

*** この人は 佐藤さん です。

*** This person is

（--

（-- He is

佐藤さん です。）

Q４ この人は だれ ですか。

Q４

?

?

Mr.Suzuki .

Mr.Satoo

or

Mr.Satoo .）

Who

*** この人は 佐藤さん です。
（--

（-- He is

Mr.Satoo .）

このひと kono hito
あのひと ano hito

このひと kono hito

this person

that person over there

this person

さとうさん
さとうさん Satoo-san

【佐藤さん
佐藤さんは
さんは質問する
質問する人
する人と答える人
える人の近くにい
くにいる。】
Q１ 佐藤さんは この人 ですか。
（さとうさん）

Q１ Is Mr.Satoo

*** はい、 佐藤さんは この人 です。

*** Yes, Mr.Satoo is

（-- はい、

（-- Yes, he is,）

この人 です。）

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

Q２ Is Mr.Satoo

*** いいえ、 佐藤さんは あの人 じゃありません。

*** No, Mr.Satoo is not

（-- いいえ、

（-- No, he is not.）

Q３ 佐藤さんは この人 ですか、 あの人 ですか。

Q３ Is Mr.Satoo

*** 佐藤さんは この人 です。

*** Mr.Satoo is

（--

（-- He is

この人 です。）

that person

?

that person .

this person

or

that person

?

this person .

this person .）

Q４ 佐藤さんは どのひと ですか。

Q４

*** 佐藤さんは この人 です。

*** Mr.Satoo is

（--

（-- He is

このひと です。）

?

this person .

Q２ 佐藤さんは あの人 ですか。
あの人 じゃありません。）

?

Mr.Satoo .

is this person ?
*** This person is Mr.Satoo .

佐藤さん です。）

Mr.Suzuki

Which person

is tMr.Satoo ?
this person .

this person .）
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≪ このひと・そのひと・あのひと ≫

≪ this person ・ that person ≫
そのひと sono hito

このひと kono hito

that person

this person

なかむらさん Nakamura-san
【質問する
質問する人
する人の近くに中村
くに中村さんがい
中村さんがいる
さんがいる。】
【There is Mr.Nakamura near the person who asks.】
】
Q１ この人は 中村さん ですか。 （なかむらさん）
Q１ Is this person Mr.Nakamura ?
*** はい、 その人は 中村さん です。

*** Yes, that person is

（-- はい、

（-- Yes, he is.）

中村さん です。）
（ほんださん）

Q２ この人は 本田さん ですか。

Q２ Is this person

Mr.Nakamura .

Mr.Honda

*** いいえ、 その人は 本田さん じゃありません。

*** No, that person is not

（-- いいえ、

（-- No, he is not.）

本田さん じゃありません。）

?

Mr.Honda .

Q３ この人は 中村さん ですか、 本田さん ですか。

Q３ Is this person Mr.Nakamura or

*** その人は 中村さん です。

*** That persont is

（--

（-- He is

中村さん です。）

?

Mr.Nakamura .

Mr.Nakamura .）

Q４ この人は i だれ i ですか。

Q４ iWhoi is this person ?

*** その人は 中村さん です。

*** That person is

（--

（-- He is

中村さん です。）

Mr.Honda

Mr.Nakamura .

Mr.Nakamura .）

そのひと sono hito
このひと kono hito

that person

this person

なかむらさん Nakamura-san
【中村さん
中村さんは
さんは質問する
質問する人
する人の近くにい
くにいる。】
Q１ 中村さんは この人 ですか。 （なかむらさん）

Q１ Is Mr.Nakamura

*** はい、 中村さんは その人 です。

*** Yes, Mr.Nakamura is

（-- はい、

（-- Yes, he is.）

その人 です。）

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

that person .

Q２ 中村さんは その人 ですか。

Q２ Is Mr.Nakamura

*** いいえ、 中村さんは この人 じゃありません。

*** No, Mr.Nakamura is not

（-- いいえ、

（-- No, he is not.）

この人 じゃありません。）

Q３ 中村さんは この人 ですか、

その人 ですか。

that person

?

this person .

Q３ Is Mr.Nakamura this person or that person ?

*** 中村さんは その人 です。

*** Mr.Nakamura is

（--

（-- He is

その人 です。）

?

that person .

that person .）

Q４ 中村さんは i どのひと i ですか。

Q４ iWhich personi is Mr.Nakamura ?

*** 中村さんは その人 です。

*** Mr.Nakamura is

（--

（-- He is

その人 です。）

that person .

that person .）
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≪ このひと・そのひと・あのひと ≫

≪ this person ・ that person ≫
このひと kono hito

そのひと
そのひと sono hito

this person

that person

たなかさん Tanaka-san
【答える人
える人の近くに田中
くに田中さんがい
田中さんがいる
さんがいる。】

【There is Mr.Tanaka near the person who answers.】
】
（たなかさん）

Q１ その人は 田中さん ですか。

Q１ Is that person

Mr.Tanaka

*** はい、 この人は 田中さん です。

*** Yes, this person is

（-- はい、

（-- Yes, he is.）

田中さん です。）

Q２ その人は 山川さん ですか。

（やまかわさん）

Q２ Is that person

Mr.Tanaka .

Mr.Yamakawa

*** いいえ、 この人は 山川さん じゃありません。

*** No, this person is not

（-- いいえ、

（-- No, he is not.）

山川さん じゃありません。）

?

?

Mr.Yamakawa .

Q３ その人は 田中さん ですか、 山川さん ですか。

Q３ Is that person Mr.Tanaka or Mr.Yamakawa ?

*** この人は 田中さん です。

*** This person is

（--

（-- He is

田中さん です。）

Mr.Tanaka .

Mr.Tanaka .）

Q４ その人は i だれ i ですか。

Q４ iWhoi is that person ?

*** この人は 田中さん です。

*** This person is

（--

（-- He is

田中さん です。）

Mr.Tanaka .

Mr.Tanaka .）

そのひと sono
hito
s
that person

このひと kono hito
this person

たなかさん Tanaka-san

【田中さん
田中さんは
さんは答える人
える人の近くにい
くにいる。】
Q１ 田中さんは その人 ですか。

【Mr.Tanaka is near the person who answers.】
】
（たなかさん）

Q１ Is Mr.Tanaka

that person

*** はい、 田中さんは この人 です。

*** Yes, Mr.Tanaka is

（-- はい、

（-- Yes, he is.）

この人 です。）

this person .

Q２ 田中さんは この人 ですか。

Q２ Is Mr.Tanaka

*** いいえ、 田中さんは その人 じゃありません。

*** No, Mr.Tanaka is not

（-- いいえ、

（-- No, he is not.）

その人 じゃありません。）

Q３ 田中さんは その人 ですか、

この人 ですか。

Q３ Is Mr.Tanaka

*** 田中さんは この人 です。

*** Mr.Tanaka is

（--

（-- He is

この人 です。）

?

this person

?

that person .

that person

or

thisperson

this person .

this person .）

Q４ 田中さんは i どの人 i ですか。

Q４ iWhich personi is Mr.Tanaka ?

*** 田中さんは この人 です。

*** Mr.Tanaka is

（--

（-- He is

この人 です。）

?

this person .

this person .）

ひと

人 （ 3 ） C ７/ ８

≪ このひと・そのひと・あのひと ≫

≪ this person ・ that person ≫
あのひと ano hito
あのひと ano hito

あのひと ano hito

that person over there

that person

that person

やまかわさん
やまかわさん Yamakawa-san
【二人から
二人から離
から離れた所
れた所に山川さんがい
山川さんがいる
さんがいる。】
Q１ あの人は 山川さん ですか。

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

（やまかわさん）

Q１ Is that person

Mr.Yamakawa

*** はい、 あの人は 山川さんです。

*** Yes, that person is

（-- はい、

（-- Yes, he is.）

山川さん です。）
（さとうさん）

Q２ あの人は 佐藤さん ですか。

Q２ Is that person

Mr.Yamakawa .

Mr.Satoo

*** いいえ、 あの人は 佐藤さん じゃありません。

*** No, that person is not

（-- いいえ、

（-- No, he is not.）

佐藤さん じゃありません。）

?

?

Mr.Satoo .

Q３ あの人は 山川さん ですか、 佐藤さん ですか。

Q３ Is that person Mr.Yamakawa or Mr.Satoo ?

*** あの人は 山川さん です。

*** That person is

（--

（-- He is

山川さん です。）

Mr.Yamakawa .）

Q４ あの人は だれ ですか。

Q４

*** あの人は 山川さん です。

*** That person is

（--

（-- He is

山川さん です。）

あのひと ano hito

Who is that person ?
Mr.Yamakawa .

Mr.Yamakawa .）

あのひと ano hito

that person

Mr.Yamakawa .

あのひと ano hito

that person

that person over there

this person

やまかわさん
やまかわさん Yamakawa-san

このひと kono hito
【山川さん
山川さんは
さんは二人から
二人から離
から離れた所
れた所にいる。】
Q１ 山川さんは あの人 ですか。 （やまかわさん）

Q１ Is Mr.Yamakawa

*** はい、 山川さんは あの人 です。

*** Yes, Mr.Yamakawa is

（-- はい、

（-- Yes, he is.）

あの人 です。）

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

that person .

Q２ 山川さんは この人 ですか。

Q２ Is Mr.Yamakawa

*** いいえ、 山川さんは この人 じゃありません。

*** No, Mr.Yamakawa is not

（-- いいえ、

（-- No, he is not.）

この人 じゃありません。）

Q３ 山川さんは あの人 ですか、

この人 ですか。

*** Mr.Yamakawa is

（--

（-- He is

です。）

?

this person .

that person

that person .）

Q４ 山川さんは i どの人 ですか。

Q４

*** 山川さんは あの人 です。

*** Mr.Yamakawa is

（--

（-- He is

あの人 です。）

this person

Q３ Is Mr.Yamakawa that person or this person ?

*** 山川さんは あの人 です。
あの人

?

Which person is Mr.Yamakawa ?
that person .

that person .）

ひと

人 （ 4 ） C ８/ ８

