
受動態を能動態に（１） No.1

【問題】次の各文を能動態の文に書き換え、更に日本語に訳し

なさい。

1)This room is cleaned by my mother.

2)English is studied by us at school.

3)The car is washed by him every day.

4)This cat is loved by my father.

5)That car is driven by my brother.

6)This story was written by Mr. Smith.

7)That table was made by my uncle.

8)The tree was cut down by him.

9)Those books were carried by them.

10)The house was built by them.

11)This story will be read by the boys.

12)This room must be cleaned by you.

13)Those records won't be used by him.

14)The question can be answered by you.

15)This English letter may be written by her.

16)The car isn't washed by him.

17)French isn't studied in our school.
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【解答】受動態の文を能動態に書き換える際のポイント

①能動態の文を、まず日本語で考えてみる。

②その日本語を元に英作文をするつもりで書き換える。

上のポイントを忘れなければ能動態への書き換えは、それ

ほど難しくはありません。

1)My mother cleans this room. 私の母は、この部屋を掃除す

る。

2)We study English at school. 私たちは学校で英語を勉強す

る。

3)He washes the car every day. 彼は毎日、その車を洗う。

(every day などの時を表す言葉は能動態でも受動態でも文

末に置くのが基本。）

4)My father loves this cat. 私の父はこの猫が大好きです。

5)My brother drives that car. 私の兄はあの車を運転します。

6)Mr. Smith wrote this story. スミス氏はこの物語を書いた。

（過去の文であることに注意すること）

7)My uncle made that table. 私の叔父はあのテーブルを作っ

た。

8)He cut down the tree. 彼はその木を切り倒した。（ cut down

で、「～を切り倒す」の意味。 cut-cut-cutの変化に注意。）

9)They carried those books. 彼らはあれらの本を運んだ。

10)They built the house. 彼らはその家を建てた。

（ build-built-builtの変化に注意。）

11)The boys will read this story. その少年たちはこの物語を

読むだろう。（助動詞が使われている文では、能動態だろう

が受動態だろうが、動詞の中で助動詞が先頭に来る。）

12)You must clean this room. あなたはこの部屋を掃除しな

ければならない。

13)He won't use those records. 彼はあれらのレコードを使わ

ないだろう。（助動詞の文の否定文は、能動態も受動態も助

動詞を否定する。）

14)You can answer the question. あなたはその質問に答える

ことが出来る。

15)She may write this English letter. 彼女はこの英語の手紙

を書いても良い。

16)He doesn't wash the car. 彼はその車を洗わない。（主語

が三人称単数の現在形の一般動詞の文の否定文は doesn't

を使って作りますね。.）

17)We don't study French in our school. 私たちは私たちの学

校でフランス語を勉強しません。（元の受動態の文には

「 by ～」が含まれていません。そんなときは複数形の代名

詞の Weや You 、 They を主語にします。この文では in our

school とありますから、Weが主語にふさわしいですね。）
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18)The room wasn't cleaned by Kate.

19)Those dolls weren't made by her.

20)The story wasn't told by him.

21)Is English taught by Miss May?

22)Is your room cleaned by your mother?

23)Were these windows broken by them?

24)Were many people invited by Mr. Smith?

25)Will the book be read by her?

26)When was this house built by him?

27)How many dolls were made by her?

28)Where was the camera bought by you?

29)By whom was this book written?

30)By whom was America discovered?
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18)Kate didn't clean the room. ケイトはその部屋を掃除しな

かった。（過去形の一般動詞の否定文ですから、 didn't で否

定しますね。）

19)She didn't make those dolls. 彼女はあれらの人形を作らな

かった。

20)He didn't tell the story. 彼はその物語を語らなかった。（話

さなかった。）

21)Does Miss May teach English? メイ先生は英語を教えま

すか。（主語が三人称単数の現在形の一般動詞の疑問文

ですから Does～？ですね。）

22)Does your mother clean your room? あなたのお母さんは

あなたの部屋を掃除しますか。

23)Did they break these windows? 彼らはこれらの窓を壊しま

したか。（一般動詞の過去の疑問文ですから、当然、 Did

～？ですね。）

24)Did Mr. Smith invite many people? スミス氏は多くの人々

を招待しましたか。

25)Will she read the book? 彼女はその本を読むでしょうか。

（助動詞の文は能動態でも受動態でも助動詞を前に出して

疑問文を作りますね。）

26)When did he build this house? 彼はいつこの家を建てまし

たか。（疑問詞がある場合、疑問詞が先頭で、後は普通の

疑問文の形ですね。）

27)How many dolls did she make? 彼女はいくつの人形を作

りましたか。

28)Where did you buy the camera? あなたはそのカメラをどこ

で買いましたか。

29)Who wrote this book? 誰がこの本を書いたのですか。（主

語が疑問詞の場合、 do や does 、 did は使わず、普通の文

の形になりますね。）

30)Who discovered America? 誰がアメリカを発見したのです

か。


