
受動態の練習（１） No.1

【問題】次の各文を受動態の文に書き換え、訳しなさい。

1)I like this dog.

2)We study English at school.

3)Mary cleans the room every day.

4)My brother washes the car.

5)He loves the pretty cat.

6)They wrote this story.

7)Mr. Smith built this house.

8)She cut the flowers.

9)I read the long story. （この readは過去形）

10)The boy broke the window yesterday.

11)He will find the book.

12)Bill will make model cars.

13)You must clean this room.

14)We can answer this question.

15)She will teach English.

16)I don't like this cat.

17)We don't study French at school.

18)She doesn't clean this room.
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【解答】

1)This dog is liked by me. この犬は私に好かれている。

2)English is studied (by us) at school . 英語は（私たちによっ

て）学校で勉強されている。

3)The room is cleaned by Mary every day. その部屋は毎

日、メアリーによって掃除されている。

4)The car is washed by my brother. その車は僕の兄に洗わ

れる。

5)The pretty cat is loved by him. その可愛い猫は彼に愛され

ている。

6)This story was written by them. この物語は彼らに書かれ

た。

7)This house was built by Mr. Smith. この家はスミス氏に建

てられた。

8)The flowers were cut by her. その花は彼女に切られた。

9)The long story was read by me. その長い物語は私に読ま

れた。

10)The window was broken by the boy yesterday. その窓は

昨日、その少年に壊された。

11)The book will be found by him. その本は彼に見つけられ

るだろう。（ will や must, can などの助動詞がある場合は、

「助動詞＋ be＋過去分詞」の語順となる。）

12)Model cars will be made by Bill. 模型の車はビルに作ら

れるだろう。

13)This room must be cleaned by you. この部屋はあなたに

掃除されなければならない。

14)This question can be answered (by us). この質問は（私た

ちに）答えられ得る。（「この質問は答えることが出来る。」で

良い。）

15)English will be taught by her. 英語は彼女に教えられるだ

ろう。

16)This cat isn't liked by me. この猫は私に好かれていな

い。

17)French isn't studied (by us) at school. フランス語は（私た

ちによって）学校で学ばれない。

18)This room isn't cleaned by her. この部屋は彼女に掃除さ

れない。
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19)Father doesn't wash the car.

20)They don't sell those books.

21)They didn't buy the car.

22)She didn't eat all the apples.

23)He didn't make the desk.

24)We didn't see the picture.

25)You didn't bring the book.

26)He won't use this tape.

27)Nancy won't take this bag.

28)You must not speak Japanese here.

29)Tom cannot read this book.

30)I won't drive this new car.
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19)The car isn't washed by Father. その車は父によって洗わ

れない。

20)Those books aren't sold (by them). あれらの本は（彼らに

よって）売られない。

21)The car wasn't bought by them. その車は彼らによって買

われなかった。

22)All the apples weren't eaten by her. 全てのリンゴが彼女

によって食べられた訳ではない。

23)The desk wasn't made by him. その机は彼に作られなか

った。

24)The picture wasn't seen (by us). その絵は（私たちに）見ら

れなかった。

25)The book wasn't brought by you. その本はあなたに持っ

てこられなかった。

26)This tape won't be used by him. このテープは彼に使われ

ないだろう。

27)This bag won't be taken by Nancy. このカバンはナンシー

に持って行かれないだろう。

28)Japanese mustn't be spoken (by you) here. 日本語は（あ

なた達に）ここで話されてはならない。

29)This book cannot be read by Tom. この本はトムによって

読まれることは出来ない。（ can not は can't 以外に、しばし

ば cannot となることがある。）

30)This new car won't be driven by me. この新しい車は私に

運転されないだろう。


