
受動態の基礎（３）No.1

【１】次の各文を受動態にし、更にそれを日本語にしなさ

い。

1)A lot of people love this song.

2)Keiko wrote this letter.

3)They sell these pens at that store.

4)Mike cleaned those rooms.

5)Taro caught this fish.

【２】次の各組の文がほぼ同じ内容を表すように、( )内

の語句を並べ替え、並べ替えた文を日本語にしなさ

い。

1)Mary told me an interesting story.

I (an interesting story / told / was) by Mary.

2)Mr. Williams gave the children many books.

Many books (given / the children / to / were) by Mr.

Williams.

3)They call the cat Shiro.

The cat (called / is / Shiro).

4)They keep the parks clean.

The parks (clean / kept / are).

【３】日本語の意味に合うように英文を完成しなさい。

1)彼は、私のクラスのみんなに知られています。

He ( ) ( ) ( ) everyone in my class.

2)ワインはブドウから作られます。

Wine ( ) ( ) from grapes.

3)恵美はその知らせに驚きました。

Emi ( ) ( ) ( ) the news.

4)私は動物にとても興味を持っています。

I ( ) ( ) ( ) animals very much.

【４】日本語に合うように（ ）内の語を並べ替えなさい。

1)英語は多くの国々で使われています。（used / many /

English / in / is ）countries.

2)これらの写真は私の父によって撮られました。（by /

taken / were / these pictures）my father.

3)あなたはテニスに興味を持っていますか。（tennis / you

/ interested / are / in / ?）

4)その窓は和子が開けたのではありません。（was / by /

opened / not / the window）Kazuko.

5)その絵はいつ描かれたのですか。（the picture / painted

/ was / when / ?）
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【１】

1)This song is loved by a lot of people. この歌は多くの

人々に愛されている。

2)This letter was written by Keiko. この手紙は恵子に書

かれた。

3)These pens are sold at that store. これらのペンはあの

店で売られている。（「by ＋複数形の代名詞」は普通、

省略します。）

4)Those rooms were cleaned by Mike. あれらの部屋は

マイクに掃除された。

5)This fish was caught by Taro. この魚は太郎に捕まえ

られた。

【２】

1)was told an interesting story 私はメアリーに面白い話

を教えてもらった。

2)were given to the children 多くの本がウィリアムズ氏

によって子供達に与えられた。

3)is called Shiro その猫はシロと呼ばれている。

4)are kept clean 公園は清潔にに保たれている。（「by

＋複数形の代名詞」は普通、省略します。）

【３】

1) is known to（「～に知られている」は be known to～）

2) is made

3) was surprised at（「～に驚く」は be surprised at～）

4) am interested in（「～に興味がある」は be interested

in～）

【４】

1)English is used in many

2)These pictures were taken by

3)Are you interested in tennis?

4)The window was not opened by

5)When was the picture painted?
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6)健は四月に生まれた。（born / was / Ken）in April.

7)私は父からこのペンをもらいました。 I（this pen / given

/ my father / was / by）.

【５】（ ）内から適する語を選び、全文を日本語にしなさ

い。

1)He is known (to, for) everyone.

2)This doll is made (of, for) paper.

3)She was surprised (to, at) the news.

4)The mountain is covered (of, with) snow.

【６】次の各組の文がほぼ同じ内容を示すように( )内に

適語を入れ、更に下の文を日本語にしなさい。

1)My sister broke the computer.

The computer ( ) ( ) ( ) my sister.

2)They sell sugar at that store.

Sugar ( ) ( ) at that store.

3)What do they call this flower in English?

What ( ) ( ) ( ) ( ) in English?

4)We learn English from Mr. Yamada.

We are ( ) English by Mr. Yamada.

5)December 25th is his birthday.

He was ( ) ( ) December 25th.

6)My father gave me the racket.

I ( ) ( ) the racket by my father.
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6)Ken was born

7)was given this pen by my father

【５】

1)to 彼はみんなに知られている

2)of この人形は紙で出来ている。（「be made of＋見て

分かる材料」で「～で出来ている」）

3)at 彼女はその知らせに驚いた。

4)with その山は雪で覆われている。（be covered with

～で「～で覆われている」）

【６】

1)was broken by そのコンピュータは私の妹に壊された。

2)is sold あの店で砂糖が売られている。

3)is this flower called この花は英語で何と呼ばれてい

ますか。

4)taught 私達は山田先生に英語を教えられている（習っ

ている）。

5)born on 彼は 12月 25日に生まれた。（日付は on～）

6)was given 私は私の父にそのラケットをもらった（与え

られた）。


