
① 持ち主が分からないものについて尋ねることができる

② 持ち主を誰か教えることができる。

Whose is ～?  Whose 〇〇 is ～?

何ができるようになるか

構文： どんな文が作れるようになるのか

① Whose is ～?という文を作ることができる。
② Whose ○○ is ～?という文を作ることができる。
③ mine, yoursなどを使って表現することができる。



Introduction

Whose is this?Where is my wallet?



Introduction

What is the NO.1 Lost Items (Wasuremono）?

Whose umbrellas 
are these?

8069 / one year



Introduction

How much money do people leave?

Whose money is 
this?

¥25,525,693 / one year



Introduction

What are rare lost items?

Whose is this?
Whose stick is this?



Introduction

What are rare lost items?

Whose is this?
Whose udon is this?



Introduction

What are rare lost items?

Whose is this?
Whose Wii is this?



Introduction

What are rare lost items?

Whose are these?
Whose teeth are these?



Introduction

What are rare lost items?

Whose are these?
Whose fish are these?



Introduction

What are rare lost items?

Whose are these?
Whose chickens  are 

these?



Introduction

What are rare lost items?

Whose is this?
Whose  jukenhyo is 

this?



Introduction

What are rare lost items?

Whose is this?
Whose X-ray is this?



Introduction

They are yours 
now.



Key Sentences

Whose is ～?  Whose ○〇 is ～？

Whose is this?  - It’s mine.

Whose dictionary is this?  - It’s his.

これは誰のものですか。 － 私のものです。

これは誰の辞書ですか。 － 彼のものです。

Whose are these?  - They’re ours.

これらは誰のものですか。 － 私たちのものです。

Whose dictionaries are these?  
- They’re theirs

これらは誰の辞書ですか。 － 彼らのものです。



～のもの



Check the Point

「～の」 所有格

This is my text book.
私の～

「～のもの」 所有代名詞

This is mine.
私のもの

This textbook is mine.
私のもの

This is my.

This is mine book.



Check the Point 2

「～のもの」の表現

１人称
（私）

２人称
（あなた）

３人称
（それ以外）

単数
1人

複数
2人以上

私のもの あなたのもの
彼のもの

彼女のもの

私たちのもの あなたたちのもの 彼らのもの



１人称
（私）

２人称
（あなた）

３人称
（それ以外）

単数
1人

複数
2人以上

mine

theirsours

his

hers
yours

Check the Point 2

yours

「～のもの」の表現



Check the Point 2

これまでの代名詞をまとめよう

主格
「～は」

所有格
「～の」

目的格
「～を／に」

所有代名詞
「～のもの」

私

あなた

彼

彼女

私は

あなたは

彼は

彼女は

私の

あなたの

彼の

彼女の

私を

あなたを

彼を

彼女を

私のもの

あなたの
もの

彼のもの

彼女の
もの



Check the Point 2

これまでの代名詞をまとめよう

主格
「～は」

所有格
「～の」

目的格
「～を／に」

所有代名詞
「～のもの」

私

あなた

彼

彼女

I

you

he

she

my

your

his

her

me

you

him

her

mine

yours

his

hers



Check the Point 2

これまでの代名詞をまとめよう

主格
「～は」

所有格
「～の」

目的格
「～を／に」

所有代名詞
「～のもの」

私たち

あなた
たち

彼ら
それら

私たちは

あなた
たちは

彼らは

私の

あなた
たちの

彼らの

私を

あなた
たちを

彼らを

私のもの

あなたた
ちのもの

彼のもの



Check the Point 2

これまでの代名詞をまとめよう

主格
「～は」

所有格
「～の」

目的格
「～を／に」

所有代名詞
「～のもの」

私たち

あなた
たち

彼ら
それら

we

you

they

our

your

their

us

you

them

ours

yours

theirs



This is my .

Key Expression 1

① 私のバッグ

② あなたの本

③ 彼の辞書

④ 彼女の夢

⑤ 私たちの教室

⑥ 彼らの町

⑦ ケンの制服

This is my bag.

This is your book.

This is his dictionary.

This is her dream.

This is our classroom.

This is their town.

This is Ken’s uniform.



This is mine.

Key Expression 2

① 私のもの

② あなたのもの

③ 彼のもの

④ 彼女のもの

⑤ 私たちのもの

⑥ 彼らのもの

⑦ ケンのもの

This is mine.

This is yours.

This is his.

This is hers.

This is ours.

This is theirs.

This is Ken’s.



These caps are mine.

Key Expression 2

① 私のもの

② あなたのもの

③ 彼のもの

④ 彼女のもの

⑤ 私たちのもの

⑥ 彼らのもの

⑦ ケンのもの

These caps are mine.

These caps are yours.

These caps are his.

These caps are hers.

These caps are ours.

These caps are theirs.

These caps are Ken’s.



Whose is this?
Whose bag is this?



Check the Point 1

This is              .?

Whose is this?

This is            textbook.?

Whose textbook is this?

誰のものだ？

誰の教科書？

一緒に



Whose is(are) ?

Key Expression 3

① これ

② あの傘

③ そのカギ

④ これら

⑤ それら

⑤ あれらのペン

Whose is this?

Whose is that umbrella?

Whose is the key?

Whose are these?

Whose are they?

Whose are those pens?



Whose is(are) this/they?

Key Expression 4

① カメラ／これ

② 傘／あれ

③ カギ／それ

④ これらの本

⑤ 自転車／それら

⑥ ペン／あれら

Whose camera is this?

Whose umbrella is that?

Whose key is it?

Whose books are these?

Whose bicycles are they?

Whose pens are those?



Let’s Practice



Let’s Practice

A: Whose faces are they?
B:   HINTS.
A:   Are they  A’s face and B’s face?
B:   Yes, they are.  /  No, they’re not.
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Let’s Practice

A: Whose faces are they?
B:   HINTS.
A:   Are they  A’s face and B’s face?
B:   Yes, they are.  /  No, they’re not.



Let’s Practice



Whose Profile is this?

A:  Do you like(play / live in)  ?   

B: Yes, I do.  /  No, I don’t.

A: Is this yours?  (Show the profile)

B:   Yes, it is.  It’s mine.

No, it isn’t.  It’s not mine.





Director & Actor

これ誰のだよ。あれは誰のだ！？

Whose is this?  Whose is that?

教室汚くて、先生ぶち切れ

このコップは私のです。触らないでよ。

This cup is mine.  Don’t touch it!!

ちょっと、勝手に触らないでよ！



Director & Actor

このお金はあなたのものですか。
これは本当にあなたのものですか？？

Is this your money?  Is this really yours?

本当ですか？疑っていますよ。

あれ誰の彼女？ え、お前の母ちゃん？オーマイガー。

Whose girlfriend is she?
Is she your mother? OMG!!

うちのお母さんと違いすぎて、、、



Key Sentences Review

Whose is ～?  Whose ○〇 is ～？

Whose is this?  - It’s mine.

Whose dictionary is this?  - It’s his.

これは誰のものですか。 － 私のものです。

これは誰の辞書ですか。 － 彼のものです。

Whose are these?  - They’re ours.

これらは誰のものですか。 － 私たちのものです。

Whose dictionaries are these?  
- They’re theirs

これらは誰の辞書ですか。 － 彼らのものです。


