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Exercise1 先生に続いて、重要表現をリピートしましょう！

今日の表現

81
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Everything that he said sounded great.

I wonder what Lindy is reading.

Jona guessed which team will win.

Loren can’t tell when the writer’s latest book will be published.

How much do you think the purse is ?

彼が言ったことは全てとてもすばらしく思えました。

リンディは何を読んでいるのだろう。

ジョナはどのチームが勝つかを予想した。

ローレンにはその著者の最新刊がいつ出版されるかわかりません。

その財布はいくらだと思いますか。
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彼が言ったことは全て
とてもすばらしく思えました。

Everything that 
he said sounded great.

Check the grammar

everything that he said = everything he said : (X) everything ( x which ) he said

the smartest person that I have ever met 
= the smartest person I have ever met : (X) the smartest person (x who or whom ) I have ever met

the only person that can take over the job what I said = the thing which I said = the thing I said

Today' Expression

relative pronoun -should be noted

関係代名詞の前にある単語に「all, every, 

any, no」や「only, first, very, same 」、ま

た「 the ～ est（最上級）」がついている場合は、

「who, whom, which」ではなく、「that」を

用いましょう。

更に今回、「what he said（彼の言ったこと）」、

「what she is eating（彼女の食べているも

の）」など、「what + 主語 +動詞」の形で、「～

すること」、「～するもの」 という言い方を練

習しましょう。

注意すべき間接疑問文

Repeat each sentence after your teacher.



Exercise 2 Sort the words and build sentences.
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単語を並べ替えて、完成した文章を読みましょう！
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Exercise 3 Answer the following questions. Try to explain your thoughts in sentences.
次の質問に答えましょう。文章であなたの考えを説明してみましょう！

Answers
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3
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What thing that you are most thankful to have ? Why ?Additional Lesson
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Kate is the only person that can take over the job.

Nelson didn’t understand what I meant.

The car that I drive is old.

Could you describe what things you usually see on top of a desk?

Could you name some of the things 

that are commonly used by students in school ?

( that can / only person / Kate is the / the job / take ove ).

( what I meant / didn’t understand / Nelson ).

( that I drive / the car / is old ).

-DayDaily Life


