
受動態の基礎（１） No.1

【１】受動態とは何ですか。

【２】受動態の文はどうやって作りますか。

【３】次の下線部の動詞に気をつけて全文を日本語に訳しなさ

い。

1)This box was made by my father. （「 by ＋人」で「～によっ

て」の意味となります。）

2)That park is used by many people.

3)Is English spoken in Canada? Yes, it is.

4)This book was written by Mr. Watson.

5)Kyoto is visited by many people every year.

6)This work will be finished tomorrow.

7)That car was bought by his father.

8)Is this book read by many children? Yes, it is.

【４】（ ）内の語を適当な形に変えて全文を書き換え、更に日

本語に訳しなさい。

1)My lunch (eat) by my brother. （過去形の受動態に）

2)The window (break) by Kenji yesterday.

3)This church (build) 400 years ago.

4)The lost child (find) by a police officer two days ago. （ lost

child 「迷子」）

5)Many good things (sell) at this store. （現在形の受動態に）

受動態の基礎（１） No.1

【１】受動態とは「○○は（□□によって）～される」という意味

の文のことを言います。

【２】動詞の部分を 「ｂｅ動詞＋（動詞の）過去分詞」 にするこ

とによって作ります。

【３】

1)この箱は私の父によって作られた。 （受動態の文は現在

形か過去形か、あるいは未来形かは be 動詞のところで判

断します。この文では過去形の was が使われているので

was made で「作られた」になります。 make の過去分詞は

made ）

2)あの公園は多くの人々に使われている（使われる）。 （ use

の過去分詞は過去形と同じ used ）

3)英語はカナダで話されていますか。 はい、話されていま

す。（受動態の文は be 動詞が使われているので、疑問文や

否定文の作り方は be 動詞の文の場合と同じです。 speak の

過去分詞は spoken ）

4)この本はワトソン氏によって書かれた。 （ write の過去分詞

は written ）

5)京都は毎年、多くの人々に訪れられる。（ visit の過去分詞

は過去形と同じ形の visited ）

6)この仕事は明日終えられるだろう。（受動態の未来形は

「 will be ＋過去分詞」で作ります。）

7)あの車は彼の父によって買われた。（ buy の過去分詞は過

去形と同じ形の bought ）

8)この本は多くの子供達に読まれていますか（読まれます

か）。

【４】

1)My lunch was eaten by my brother. 僕の昼ご飯は僕の兄

に食べられた。（ eat ― ate ― eaten ）

2)The window was broken by Kenji yesterday. その窓は昨

日、健二によって壊された。（「壊す」 break ― broke ―

broken ）

3)This church was built 400 years ago. この教会は 400 年前

に建てられた。（ build ― built ― built ）

4)The lost child was found by a police officer two days ago.

その迷子は２日前に警察官によって見つけられた。（ find ―

found ― found ）

5)Many good things are sold at this store. 多くの良い物がこ

の店で売られている。（ sell ― sold ― sold ）



受動態の基礎（１） No.2

【５】次の日本語を英語にしなさい。

1)この机は私の兄によって使われています。

2)あの人形は彼女の姉によって作られました。

3)この花はあなたに植えられたのですか。はい、そうです。

（「植える」は plant ― planted ― planted ）

4)この手紙は私の母によって書かれました。

5)英語はこの国で話されていますか。はい、話されています。

6)この番組は多くの人々に見られている。（この「見る」は

watch ）

7)あの家は私の父によって建てられました。

8)あの石はこれらの少年によって運ばれた。

9)今日の昼食は私の姉によって料理された。

10)この本はあなたの兄に読まれましたか。はい、読まれまし

た。

11)そのサッカー選手は多くの人々によって愛されています。

12)この机は、その男の人によって使われませんでした。

13)私達はそのパーティに招待されませんでした。

14)あれらのリンゴは多くの鳥に食べられました。

15)これらの写真はここで撮られませんでした。

16)この図書館は多くの学生達に使われていますか。はい、使

われています。

17)その部屋は明日、ナンシーによって掃除されるでしょう。

受動態の基礎（１） No.2

【５】

1)This desk is used by my brother.

2)That doll was made by her sister.

3)Was this flower planted by you? Yes, it was.

4)This letter was written by my mother.

5)Is English spoken in this country? Yes, it is.

6)This program is watched by many people.

7)That house was built by my father.

8)That stone was carried by these boys. （ carry ― carried ―

carried ）

9)Today's lunch was cooked by my sister.

10)Was this book read by your brother? Yes, it was. （ read

のつづりは read ― read ― read と変わりませんが、発音は

「リード - レッド - レッド」と変化します。）

11)The soccer player is loved by many people.

12)This desk was not used by the man.

13)We weren't invited to the party.

14)Those apples were eaten by many birds.

15)These pictures weren't taken here. （ take ― took ―

taken ）

16)Is this library used by many students? Yes, it is.

17)The room will be cleaned by Nancy tomorrow.


