
Departure English Expression I Revised 
 Lesson 15 Worksheet No. 1  

     Lesson 15 Find Out More about Our Treasures p.74～ 

 

 

 

Warm-up （省略） 
  

<MEMO＞ EXAMPLES 

World Heritage Site Country Characteristic 

Mt. Fuji 

 

 

Atomic Bomb Dome 

(Genbaku Dome) 

 

 

Machu Picchu 

 

 

Angkor Wat 

 

Grand Canyon 

Japan 

 

 

Japan 

(Hiroshima) 

 

 

Peru 

 

 

Cambodia 

 

the U.S. 

The Highest mountain in Japan. 

Mr. Fuji is said to be the source of Japanese art. 

 

A building that conveys the tragedy of the atomic 

bomb dropped on Hiroshima. 

In 2016, former President Obama visited there. 

 

It is the remains of the Inca Empire in the 15 

century. It is a mysterious place. 

 

One of the ruins located in northwest Cambodia. 

 

A gorge in northern Arizona. 

 

Expressions 関係詞（関係副詞）   関係代名詞と関係副詞の違いを説明できますか？ 

  →関係副詞：「先行詞」が、続く関係詞節の中で副詞（「いつ」「どこで」「どのように」）に当たる

働きをする と考えよう 

 

1 場所や時を具体的に説明する  【場所】先行詞 ＋ where ＋SV…   

【時】先行詞 ＋ when＋SV…. 

 Rome is the city where the Colosseum is located. 

  「ローマは、コロッセオがある都市だ。」 

 The year when the first World Heritage Sites were registered was 1978. 

  「最初の世界遺産が登録された年は、１９７８年だっだ。」 

 

2 場所や時について補足説明する （非制限用法） ※関係代名詞で説明しましたね。 

                      先行詞までで一旦訳を切り、「そして」「しかし」で続ける 

 ～ , where ... / ～ , when ...       ※why, how には、この用法はない 

 This winter I visited the Great Barrier Reef, / where I saw some beautiful fish. 

     「今年の冬、私はグレートバリアリーフを訪れた、（そしてそこで）私は美しい魚（たち）を見た。」 

 I was about to leave the Grand Canyon,  / when a strong wind pushed me backwards. 

   「私がグランドキャニオンを去ろうとしたまさにその時、強い風が私を押し戻した。」 

 

3 理由を説明する the reason ＋ why SV～ ★the reason は省略されることが多い。また why を省略することもある 

 Do you know (the reason) why the Great Wall of China was constructed? 

  「あなたは、中国の万里の長城が作られた理由を知っていますか。」 

 

CAN-Dos   推奨したい世界遺産がどこにあるのか，どんな魅力や特徴があるのかなどを表現できる。 

       

 



4 方法や手順を説明する   ～ how SV… 

★the way how SV… とは言わないが，the way（in which）SV… で表すことはできる 

I want to find out how the Nazca Lines were drawn. 

 「私はナスカの地上絵がどのように描かれたかを知りたい。」 

 

5 定型「そういうわけで～」「こんなふうにして～」That is why SV… / This is how SV… 

 I like Shakespeare’s play, Hamlet.  That’s why I visited Kronborg Castle in Denmark. 

  「私はシェイクスピア劇の『ハムレット』が好きだ。そんなわけでデンマークのクロンボー城を訪れた。」 

 Look at this picture. This is how Stonehenge was built. 

  「この写真を見て。こうしてストーンヘンジが作られたんだ。」 

 

6 「～する時はいつでも」 Whenever SV…   / 「～するところはどこでも」 Wherever SV… 

Whenever I visit Greece, I climb up the Acropolis.     ※副詞の働き 

   「ギリシャを訪れるときはいつでも、アクロポリスに上る。」 

 

7「どれほど～でも」 However［ No matter how］ ＋形容詞・副詞 ＋SV…   ※副詞の働き  

※語順に注意！ 

 However［No matter how］ far away Brazil is, you should visit Carioca Landscapes. 

  「ブラジルがどんなに遠くても、カリオカ景観群を訪れるべきだ。」   

  ※ However Brazil is far away, ～ としないように注意 

  ※ However［No matter how］ far away Brazil may be と，may を用いることもある 

 

 

Get Ready to Express Yourself (p.75)  
 1 
 ①Spain is a country     where there are a lot of World Heritage Sites I want    to visit. 
 
 ②Do you know the reason      why certain places are selected as World Heritage Sites     ? 
 
 ③It is a mystery to me     how the geyser basins at Yellowstone were created      .  
 
 ④I’m     really interested in the time when the Pyramids of Giza were built      . 
 
 ⑤Gyeongju is a popular   tourist site, / where you can see many historic buildings    . 
 
2   
① （  when   ） ②（  why   ） ③（  How  ） ④（   where  ） ⑤（  wherever  ） 
訳 
 国連は１９７８年に世界遺産の選出を始め、そしてその年に１２の場所がリストに載せられた。アメリカ
のイエローストーンやエクアドルのガラパゴス諸島が最初に選ばれた場所のうちの２つだった。特定の場所
が世界遺産に登録された理由は、歴史的価値のある遺跡や建築物を保存するためである。どのように選ばれ
るかというのは、つまり登録の過程であるが、国連のウェブページで紹介さえている。多くの世界遺産のあ
る国を知っていますか。４０以上の遺産を持つ国は、イタリア、中国、スペインである。どこでも好きなと
ころにいけるとするならば、どこを訪れたいですか。 
3 

 ① 
       This   is how   the Buddhist monuments at Bamiyan   were   built. 
 ② 
       Wherever  you go,  you cannot  see a wooden building  older than  Horyu-ji Temple. 
 ③ 
      （解答例）Please explain how you got to Easter Island.          
 ④ 
      （解答例）However tiring it is, I want to climb Mt. Kilimanjaro in Tanzania.     
 ⑤ 
      （解答例）I’m interested in baroque architecture. That is why I visited Salzburg last month. 
 


