
受動態の基礎（２）No.1

【１】 日本語の意味に合うように( )内に適語を入

れなさい。

1)この歌は多くの人に愛されています。

This song ( ) ( ) by many people.

2)私はそのパーティーに招待されています。

I ( ) ( ) to the party.

3)野球は多くの国々でされています。

Baseball ( ) ( ) in many countries.

4)カナダでは英語とフランス語が話されています。

English and French ( ) ( ) in Canada.

5)この学校では中国語が教えられています。

Chinese ( ) ( ) at this school.

6)この物語は英語で書かれています。

This story ( ) ( ) in English.

【２】各文を過去の文に書き換え、それを日本語に訳

しなさい。

1)This room is cleaned by Keiko.

2)The books are read by many people.

3)These computers are used by the students.

4)Kenji is loved by everyone in his class.

【３】次の各文を疑問文と否定文にし、それぞれ日本

語に訳しなさい。

1)The house was built by John.

2)The library is used by many students.

3)These cameras were made in Japan.

【４】次の各文を下線部を主語にして２通りの受動態

に書き換え、それぞれを日本語に訳しなさい。

1)My uncle gave me the watch.
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【１】

1) is loved

2) am invited

3) is played

4) are spoken

5) is taught

6) is written

【２】

1)This room was cleaned by Keiko. この部屋は恵子に

掃除された。

2)The books were read by many people. その本は多く

の人々に読まれた。

3)These computers were used by the students. これらの

コンピュータはその生徒たちに使われた。

4)Kenji was loved by everyone in his class. 健二は彼の

クラスのみんなに愛されていた。

【３】

1)Was the house built by John? その家はジョンに建

てられましたか。 The house was not built by John.

その家はジョンによって建てられなかった。

2)Is the library used by many students? その図書館は

多くの生徒に使われていますか。 The libray is not

used by many students. その図書館は多くの生徒に

使われてはいません。

3)Were these cameras made in Japan? これらのカメラ

は日本で作られたのですか。 These cameras were

not made in Japan. これらのカメラは日本で作られ

なかった。

【４】

1)I was given the watch by my uncle. 私は私の叔父に

その時計を与えられた。 The watch was given me by

my uncle. その時計は私の叔父によって私に与えら

れた。
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2)Ms. Yamada told them the story

3)Mr. Smith teaches us English.

4)David gave Nancy the bag.

【５】( )内の語を適当な形に変え、全文を書き換え

て、更に日本語に訳しなさい。

1)This park is (visit) by a lot of people.

2)English and Chinese are (study) at this school.

3)These cakes were (make) by my mother.

4)English was (speak) at the party.

5)These flowers were (bring) here by Jane.

【６】指示に従って各文を書き換え、更に日本語に訳

しなさい。

1)This book is read by young people. (This bookを

These booksに変えて）

2)The children were loved by everybody. （childrenを

childに変えて）

3)This computer is used every day. （every dayを

yesterdayに変えて）

4)French is taught at that school. （否定文に）

5)The cars were made in the United States.（疑問文に）

6)This house was built in 1850.（下線部を尋ねる文に）
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2)They were told the story by Ms. Yamada. 彼らは山

田さんにその話を話してもらった。 The stoy was

told them by Ms. Yamada. その話は山田さんによっ

て彼らに話された。

3)We are taught English by Mr. Smith. 私達はスミス

先生に英語を教えられている。 English is taught us

by Mr. Smith. 英語はスミス先生によって私達に教

えられている。

4)Nancy was given the bag by David. ナンシーはデイ

ビッドにそのカバンを与えられた。 The bag was

given Nancy by David. そのカバンはデイビッドに

よってナンシーに与えられた。

【５】

1) visited この公園は多くの人々に訪れられる。

2) studied この学校では英語と中国語が勉強されて

いる。

3) made これらのケーキは私の母によって作られ

た。

4) spoken 英語がそのパーティーで話された。

5) brought これらの花はジェーンによって、ここに

持って来られた。

【６】

1)These books are read by young people. これらの本は

若者達に読まれている。

2)The child was loved by everybody. その子供はみん

なに愛されていた。

3)This computer was used yesterday. このコンピュー

タは昨日使われた。

4)French is not taught at that school. フランス語はあ

の学校で教えられていない。

5)Were the cars made in the United States? その車はア

メリカで作られたのですか。

6)When was this house built? この家はいつ建てられ

ましたか。


