
受動態の練習（２） No.1

【問題】次の各文を受動態の文に書き換え、更に日本

語に訳しなさい。

1)Do you like this doll?

2)Does she teach French here?

3)Does your sister use this desk?

4)Do her friends help Nancy?

5)Do you speak English here?

6)Did your uncle paint this picture?

7)Did she cook this fish?

8)Did the doctor save many people?

9)Did your mother make the cake?

10)Did he ride this bicycle?

11)Will you buy the book?

12)Will he drive this car?

13)Can you play the piano?

14)Will Tom use this record?

15)Must you clean your room?

16)When does he open the gate?
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【解答】

1)Is this doll liked by you? この人形はあなたに好か

れていますか。（受動態の疑問文を作り方は、be 動

詞の疑問文の作り方と同じです。）

2)Is French taught by her here? フランス語はここで

彼女によって教えられていますか。

3)Is this desk used by your sister? この机はあなたの姉

さんによって使われていますか。

4)Is Nancy helped by her friends? ナンシーは彼女の友

人たちに助けられますか。

5)Is English spoken (by you) here? 英語は（あなた達

によって）ここで話されますか。

6)Was this picture painted by your uncle? この絵はあ

なたの叔父さんによって描かれましたか。（過去の

受動態の文は、be動詞が was、wereになることに注

意。）

7)Was this fish cooked by her? この魚は彼女によって

料理されましたか。

8)Were many people saved by the doctor? 多くの人々

がその医者によって救われましたか。

9)Was the cake made by your mother? そのケーキはあ

なたのお母さんに作られましたか。

10)Was this bicycle ridden by him? この自転車は彼に

乗られましたか。

11)Will the book be bought by you? その本はあなたに

よって買われるでしょうか。（Will be this book～？

とならないように。助動詞の使われた受動態では、

助動詞だけを前に持ってくれば疑問文になります。）

12)Will this car be driven by him? この車は彼によっ

て運転されるでしょうか。

13)Can the piano be played by you? ピアノはあなたに

よって演奏されることが出来るでしょうか。

14)Will this record be used by Tom? このレコードはト

ムによって使われるでしょうか。

15)Must your room be cleaned by you? あなたの部屋

はあなたによって掃除されなければなりませんか。

16)When is the gate opened by him? その門は、いつ彼

によって開けられるでしょうか。(疑問詞が使われ

ている受動態の文は疑問詞が先頭に置かれますが、

その他については普通の受動態の疑問文の作り方と

同じです。）
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17)When do you help your mother?

18)When do they wash this car?

19)Where does he sell the flowers?

20)Who cleans this room?

21)Where did you find the ball?

22)Where did he buy the records?

23)When did he write the story?

24)How many books did you buy?

25)Who invented the radio?

26)When will you bring the desk?

27)When must you speak English?

28)When will he drive this car?

29)Where can I buy this book?

30)Who can cook this fish?
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17)When is your mother helped by you? あなたのお母

さんはいつあなたに手伝ってもらいますか。

18)When is this car washed by them? この車はいつ彼

らに洗われますか。

19)Where are the flowers sold by him? その花はどこで

彼によって売られますか。

20)By whom is this room cleaned? この部屋は誰によ

って掃除されますか。 （「誰によって」は By whom

という疑問詞を使います。後は普通の受動態の疑

問文の作り方と同じです。〔注〕Who is this room

cleaned by? という答え方もあります。）

21)Where was the ball found by you? そのボールは、

どこであなたによって見つけられましたか。

22)Where were the records bought by him? そのレコー

ドはどこで彼によって買われましたか。

23)When was the story written by him? その物語はい

つ彼によって書かれましたか。

24)How many books were bought by you? 何冊の本が

あなたによって買われましたか。（この文の主語は

How many booksで、主語を尋ねる疑問文は普通の

文の語順になることに注意すること。この文だと例

えば、Two books were bought by you. 「２冊の本が

あなたに買われた。」と同じ語順になっていますね。）

25)By whom was the radio invented? ラジオは誰によ

って発明されましたか。

26)When will the desk be brought by you? その机はい

つあなたに持ってこられるでしょうか。

27)When must English be spoken by you? 英語はいつ

あなたによって話されなければなりませんか。

28)When will this car be driven by him? この車はいつ

彼によって運転されるでしょうか。

29)Where can this book be bought by me? この本はど

こで私によって買われることが出来るのだろうか。

30)By whom can this fish be cooked? この魚は誰によ

って料理されることが出来るのだろうか。


