
Lesson 14 Worksheet No. 1  

     Lesson 14    A Person I Admire   Answers 

 

 

Warm-up    有名な方ばかりです。是非どんな人物か調べておこう。 

  How much do you know about them?   

       1. Audrey Hepburn        2. Stephan Hawking    3. Rosa Parks 

       4. Martin Luther King Jr.   5. J.K.Rowling         6. Mother Terresa 

   ※特に、アメリカ「公民権運動」について詳しく知っておくとよいでしょう。 

        

Expressions 関係代名詞   先行詞 =名詞  

１「～する（人）」 【 who 】  形 who – whose – whom(who) 

 Audrey Hepburn was an actress who did a lot of charity work. 

  「オードリーは、多くの慈善活動をした女優だった。」 

 I applaud all the baseball players whose careers have encouraged young children. 

  「私は、その業績が若い子ども達を勇気づけてきたすべての野球選手に拍手を送る。」 

The scientist who［whom］ I admire the most is Stephen Hawking. 

 「私が一番尊敬する科学者は、ステファンホーキング氏だ。」 

  

２「～する（こと・物）」【 which 】 形 which – whose – which （先行詞は「人以外」） 

 The problem that［which］ bothered Rosa Parks was racial discrimination. 

   「ローザパークスさんを悩ませた問題は、人種差別だった。」 

 This is the tune that［which］ Mozart composed when he was five. 

   「これは、モーツアルトが5歳で作曲した曲だ。」 

 

３ 特定の人・物事について補足的に説明する（非制限用法）  ★ that にはこの用法はない 

   「 先行詞 ＋ , (コンマ) ＋ 関係詞節 」 ※コンマのところで、一旦訳を切ろう 

 I admire Nishimoto Tomomi, who has conducted major orchestras in Japan and Russia. 

   「私は西本智実さんを尊敬しているんだ（けどね）、/ 彼女は日本とロシアの主要なオーケストラ

で指揮をしてきてるんだ（よ）」 

 I look forward to the Tony Awards, which are announced every June. 

      「私はトニー賞を楽しいにしているんだ（けどね）、/ それは毎年6月に発表されるんだよ」 

 

４前文の内容を受けて補足的に説明する（非制限用法） 

↑２の説明に合っていますね（whichの先行詞「人以外」） 

 Ino Tadataka began to study astronomy at the age of 50, which always inspires me. 

  「伊能忠敬は50歳で天文学の勉強を始めた, / そしてそのことが私をいつも奮起させる」 

(Get More Informed  Listen Up (p.72)   次のワークシートに移動しています。) 

５「～すること［物］」 what（= the thing(s) which） ←苦手な人が多いので、しっかり確認を 

 What influenced the Beatles was classical music. 

  「ビートルズに影響を与えたのは、クラシック音楽だった」 

 

６「～する人は誰でも」 whoever（= anyone who） 複合関係代名詞 ※（ 名詞 ）の働き 

★他にも whichever や whatever がある           ⇀ つまりSOCになる 

 Whoever desired to learn was accepted by Yoshida Shoin as his student.  

          S   「学びたいと（強く）思う人は誰でも、吉田松陰に生徒として受け入れられた」 

 

７「何を～しようとも」 whatever（= no matter what）  

★譲歩を表す（ 副詞 ）の働き。 他にも whoever や whichever がある 

CAN-Dos   ①自分の尊敬する人について、その人生や功績などについて表現できる。 

       

 



 Whatever other people said［might say］, Gandhi believed in a bright future for India. 

   「他の人が何と言おうと、ガンディはインドのために明るい未来を信じた。」 

 

 

Get Ready to Express Yourself(p.71)   先行詞が続く関係詞節でどんな働きをしているか確認しよ

う 

                  ( S? O? C?   SVOCがまだ苦手な人はここで併せて克服を) 
 
１① Martin Luther King, Jr. was    a leader who fought for civil rights.   
 
 

②   The novelist  I would like to interview   is J.K. Rowling. 

          ↑ここに関係詞(who / that)の省略 

③   Every comic  Tezuka Osamu drew contains   a serious message. 

↑ここに関係詞(which / that)の省略 

④ I was deeply impressed    by what the doctor did for    the seriously ill people. 

                                   O      S       V    の語順になっている 

⑤ The artist     painted whatever came to mind on the canvas.     

               全体で、painted のOになっている 

 

２①  what        ②  whose      ③  which       ④  what       ⑤ whatever      

      （訳が気になるは、このワークシート最後を参照） 

 

３①Ando Tadao is an architect whose  works are highly admired all over the world. 

 

②Tell me  about the TV program which  featured  about Mother Teresa. 

 

③   Whoever is a patient, doctors do their best to save life.   

 または No matter who is a patient  

   ここでのWhoever ～は文の要素（SVOC）になっていないので、「副詞節」 

④  The Scream, which was painted by Edvard Munch, has been stolen several times.  

   日本語を見た時に、「非制限用法」を使うことに気づきたい！ 

   （固有名詞が先行詞に来たときは、「非制限用法」（コンマを忘れずに）を使おう。 

⑤   Music, Bach composed, has influenced many other musicians.   

 

 

 

２ 訳 

 私は黒柳徹子さんを尊敬している、彼女は女優であり、トークショーのホストである。彼女は、本当によ

く売れた『窓際のトットちゃん』の本の著者でもある。1984年に彼女は、アジアで初めてユニセフ親善大使

になり、戦争や自然災害を経験した多くの国を訪れた。彼女はそこで苦しんでいる多くの人々に会った。彼

女は次のように述べている。「私はある子どもが私の『将来何になりたいの？』という質問に答えて、『生

き（続け）たい』と言ったことをはっきり覚えている。その子どもはどんな状況でも一生懸命生きようとし

ていた。」私はそれを知った時どのように感じたのだろうかと思った。 

 


