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その男性は、カバンを持っています。 The man is carrying a bag.

それはとても重いカバンです。 It's a very heavy bag.

彼が持っているカバンは、とても重いです。 The bag (that) he is carrying is very heavy.

ケイトはお金を獲得しました。 Kate won some money.

そのお金で彼女は何をするのでしょうか？ What is she going to do with it?

ケイトは、獲得したお金で何をするのでしょうか？ What is Kate going to do with the money (that) she won

あなた欲しかった本は見つかりましたか？ Did you find the books you wanted?

私たちが出会った人たちは、とてもフレンドリーでした。 The people we met were very friendly.

私が言ったこと全ては、真実です。 Everything I said was true.

私たちが見た映画は、とても良かったです。 The movie we saw was very good.

イブは、男性と話しています。 Eve is talking to a man.

イブが話している男性を知っていますか？ Do you know the man Eve's talking to?

私たちは、ホテルに滞在しました。 We stayed at a hotel.

私たちが泊まったホテルは、その駅の近くにありました。 The hotel we stayed at was near the station.

ある本についてあなたに話をしました。 I told you about some books.

これらが、あなたに話した本です。 These are the books I told you about.

私たちが泊まったホテルは、その駅の近くにありました。 The hotel where we stayed was near the station.

６カ国語を話せる女性に会いました。 I met a woman who can speak six languages.

ジャックは、彼にとって大きすぎる帽子を被っていました。 Jack was wearing a hat that was too big for him.

EXERCISES（演習）:

ヘレンが撮影した写真を見ましたか？ Have you seen the pictures Helen took?

あなたが私にくれたピンを失くしました。 I've lost the pin you gave me.

私はスーが着ているジャケットが好きです。 I like the jacket Sue is wearing.

私があなたにあげた花はどこにありますか？ Where are the flowers I gave you?

彼が私たちに話してくれた話を私は信じませんでした。 I didn't believe the story he told us.

あなたが買ったオレンジはいくらでしたか？ How much were the oranges you bought?

私が持っているカバンはとても重いです。 The bag I was carrying was very heavy.

あなたが料理した食事は素晴らしいです。 The meal you cooked was excellent.

私が履いている靴はあまり履き心地が良くありません。 The shoes I'm wearing aren't very comfortable.

私たちが夕食に招待した人たちは来ませんでした。 The people we invited to dinner didn't come.

あなたが滞在したホテルの名前は何んですか？ What's the name of the hotel you stayed at?

あなたが話していた人は誰ですか？ Who were the people you were talking to?

探していた鍵は見つかりましたか？ Did you find the keys you were looking for?

あなたが行こうとしているパーティはどこですか？ Where is the party you are going to?

あなたが話していた映画の名前は何ですか？ What's the name of the movie you were talking about?

あなたが今聞いている音楽は何ですか？ What's that music you are listening to?

あなたが待っていたメールは受け取りましたか？ Did you get the email you were waiting for?
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あなたが泊まったホテルは気に入りましたか？ Did you like the hotel where you stayed?

夕食を食べたレストランの名前は何ですか？ What's the name of the restaurant where you had dinner?

あなたが住んでいる街はどれくらいの大きさですか？ How big is the town where you live?

あなたが勤務している工場は正確にはどこにありますか？ Where exactly is the factory where you work?
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