
7章 受け身の文 英271(1)

●受け身の文(受動態とは?)

能動態(ら、つうの文)→「… が ～ する。」
受動態(受 け身の文)→「  に ～ される。」

例  能動態  Young people‖ ke this song

若い人たちはこの歌が好きです。
,こ重力寛二    This song is“ ked by young people

この歌は若い人たちに好かれています。
「～される、～されている」「～された、～されていた」という文を
受け身(受動態)の文といいます。

be動詞で 現在形か過去形カ まりま
過去分詞とは 動詞の変化形の一つです。
動詞には 規則変化と不規則変化 がありましたね。

例えば 過去形の場合 口ay→口ayed go→ went
規則変化の過去分詞は過去形と同じで原形にedをつけます。

英271(2)

1日本語にしなさい。

(1)This song is Ioved by Tom

(2)This car was washed yesterday

(3)This room is cleaned by my father every day

(4)These computers were used last week

2( 】こ適する語を書きなさい。

(1)サッカーは世界中でプレーされています。

Soccer ( ) ( ) all over the world.

(2)中 国語はこの学校で勉強されています。

Chinese(    )( ) at this school.

(3)私たちは昨夜パーティに招待されました。   招待するhvte

形 ・… 《be動詞 +過去分詞 》

We(  )( ) to the party last night.



7章 受け身の文
●受け身の文(受動態とは?)

能動態(ふつうの文)0「… が ～ する。」
受動態(受け身の文)⇒「… に ～ される。」

例  能動態  Young peo口 e‖ke thL sOng

若い人たちはこの歌が好きです。
This sOng is ltked by,oung peOple

be動詞で 形か i 形 カ

英2-71(1)

この歌は若い人たちに好かれています。
「～される、～されている」「～された、～されていた」という文を
受け身(受動態)の文といいます。

過去分詞とは 動詞の変化形の一つです。
動詞には 規則変化と不規則変化 がありましたね。

規則変Л農秀菖ざ8曇3と書し1惜鬱liをぢ写をす|

Jヒ271(2)

1日本語にしなさい。

(1)This song ls loved by Tom

(2)Thist:}liょ t`:陥」;よ晉r髭し1ホ て 
ヽ`デず́

さ̂ ,ぼ ,杉 , ラんゎスァ、f‐ .

(3)This room is cleaned by my father every day

(4)These::含」iliよ le亀 lseF↑:き螢ごifうし′体て` テチ
ふヽらのコン

`%´
ク́ 、す1/_μ

2イスめ■7tt。
2( 】こ適する語を書きなさい。
〈1)サッカーは世界中でプレーされています。

SOccer(「 ,)(PI。パ」)al1 0ver he wo‖d

(2)中 国語はこの学校で勉強されています。

Chinese(  ), )( ∫やへJ fe」 )at this school

(3)私たちは昨夜パーティに招待されました。   招待する●∨te

We("cンて)()nvi十ぞ」)tO the party Lst雨 ght

形 ・…《be動詞 十過去分詞 》



不規則変化の動詞 英2フ 1(3)

3日本語にしなさい。
(1)These letters were wttten in 1990

(2)The baseba‖ player is known in AmeHca

(3)These books are read by many ch‖ dren

●否定文・疑問文                 業2フ 1(4)

be動詞があるので、ふつうのbe動詞の否定文・疑問文と同じです。

肯定文   Ths car was washed yesterday

否定文     This car was not washed yesterday

勇こ問メを        ″ヽas this car washed yesterday?

4( 】こ適する語を書きなさい。

(1)この机は昨日使われませんでした。

This desk(    )(    )(      )yesterday

(2)その物語は日本語で書かれていません。

The story(    )(     )in」 apanese

(3)これらの写真はカナダで撮られたのですか。

(       )these pictures(         )in Canada?

(4)この歌は世界中に知られていますか。

(     )this song(         )a‖ over the world?

よく使うものを10個覚えよう。 過去形は覚えているかchec"
意 1 原形 過去形

作 る make made

売る sel sold

建てる bund built

取 る take taken

話す speak spoken

与える glve glven

見 る see seen
′

、童
ヨ

write written
知っている know known

読 む read 「ead



不規則変化の動詞 」亡2フ 1(3)

よく使うものを10個覚えよう。 過去形は覚えているかcheck

作る     make    ぃ ,、し、
売る     sdl     .=J
建てる     b面 ld     t^1 1邑てる     bu‖ d     t^:||
取る      take     iレ ,t
話す     speak    ,Pι kご     ■ ‐

与える     」ve     ,_し      ■`・ ‐
日 2
見る     see     、ゞ_     ―

書く       write      ん.,十 こ      . |■
知っている    knOw      たぃご"     ‐Ⅲ‐

read re-a.)

3日本語にしなさい。
(1)These letters were w■ tten in 1990

(2)The ba:なな:11:真卜|〔 kl:fiill= 
電タトデヽ■.

ln Amertca

そaフイゴご膠η、す マ′1夕 て‐え。ら

^て

ヽヽ7'´
(3)These books are read by many children

こふうoフFl`クタく^夕 しレFいτ,ズ371、 Zヽ‐74_

●否定文・疑間文 英271(4)

be動詞があるので、ふつうのbe動詞の否定文・疑問文と同じです。

read

肯定文

否定文

疑間文

This car was washed yesterday.

This car was not washed yesterday.

Was this car washed yesterday?

4( )に適する語を書きなさい。

(1)この机は昨日使われませんでした。

This desk〈  |la,  )(、 。ナ  )( ぃsc (1   )yesterday

(2)その物語は日本語で書かれていません。

The story(  ),、 十 )( "「 il井
`^  )in」

apanese

(3)これらの写真はカナダで撮られたのですか。

( 。́erc  )these pictures (  馬卜
^kι

h  )in Canada?

(4)この歌は世界中に知られていますか。

( 1,)thに song(kハ ク
"4)Jl over the wond?



鬱能動態←受動態

能動態  丁om

5受け身(受動態)の文にしなさい。
※be動詞に注意:現在形か、過去形か:

(1)Tom Opens the window

The window(   )(
(2)Tom opened the windows

The windows(    )(
(3)He uses this computer every day

This computer(   )(

(4)She took these pictures

These pictures(    )(

業271(5)

トムはユキを愛している。loves Yuki

受動態 Yuki

ュキはトムに愛されている。
by～ 「～によって」、 byのあとは代名詞の場合は目的格

単数か複数力ヽ

)by(       )

)by〈      )

)by(     )every day

)by( )

英271(6)

6受け身(受動態)の文にしなさい。
(1)Everyone llkes this song

(2) She read these books last week.

(3) He helped me yesterday.

(4) He doesn't clean his room.

(5)D d Tom make this box?

●byの省略
一般的な行為者を表わす場合はby～ は省略します。

例  能動態   They Speak Eng‖sh in AmeHca

受動態  En」たh t Spoken(by them)h Amenca
英語はアメリカで話されています。

is loved by -Tom.
be動詞 +過去分詞

271終 了



by
b動詞 +lL■ 去分詞

●能動態⇔受tll態

能動態

受動態

丁om loves Yuki_

Yuki

葵271(5)

トムはユキを,    。

⊃芭271(6)

Om

by～ 「～に`     
ユキはトムに愛されてしヽる。

よって」、 byのあとは代名詞の場合は目的格

5受け身(受動態)の文にしなさい。
※be動詞に注意I 現在形か、過去形力ヽ 単数か複数力ヽ

(1)Tom Opens the windOw

The window(

(2)Tomopenedtheiini:wよ
( °

|マ
いで」 )by( 丁。“  )

(3)He u賄
:||11跳

l:」Fket(d:∫ `nc』
)by( T。“ )

r(:5)(伏たメ)by(Aレ )every day

(4)She took these pictures

These pictures( "々 rで )(+.LQ^ )by( hι ′ )

6受け身(受動態)の文にしなさい。
(1)Everyone likes this sOng

lk〕′ `。 . L』
(2)She read these books Iast week.

k.ru b.o lr, ,... vL,
(3) He helped me yesterdav.

I   ぃコa`   k.1 ,c
(4) He doesn't clean his roorir.

llis.oon isn' 。 |′ α 、こ ど

(5)Did Tom make this box?

磯● 1・1111

-般的な行為者を表わす場合はby～ は省略します。
例  能動態  They speak En」 Lh h Amenca

受動態  En」たhお spoken(by them)in AmeAca
英語はアメリカで話されています。

h;r bor

271終 了



補充問題A コ亡271A11)

1次の文の__に、()内の動詞を適する形にかえて書きかえなさい。

また、出来た英文の意味も書きなさい。

(1)Yukl is     by her friends(!。 ve)

日本文

(2)This school was ______ten vears ago (bu‖ d)

日本文

(3) Is Japanese in your country? ( study )
E^X

(4) These pictures weren't by him (take)

日本文

2次の文を()内の指示に従つて書きかえなさい。
(1)These Ыkes are used every day(否 定文に)

(2)Ths camera was made m Chna(疑 問文にして、Yesで答える)

3( 】こ適する語を書きなさい。           英2フ¬A("

(1)多くの言語がインドでは話されています。
Many languages(    )(      )in lndia

(2)この手紙は英語で書かれています。

This letter(   )(    )in Enghsh

(3)これらの鳥は日本で見られますか。

(      )these birds(       )in」 apan?

(4)カナダでは英語とフランス語が話されています。

Eng‖ sh and French(     )(        )in Canada

(5)これらの本は若い人たちに読まれています。

These books(      )(       )by young people

(6)この部屋はいつ掃除されましたか。

(    )was this room(      )?

●by以外の前置詞を使うもの
be covered wth(～ でおおわれている)    be n‖ed wth(～ でいつぱい)

be made of/be made from(～ で作られている)

The deskに made of wood机 は木で作られている。 (of材料)

Wineお made from grapes ワインはぶどうから作られている。(frOm原料)



英271A11)

1次の文の__に、()内の動詞を適する形にかえて書きかえなさい。
また、出来た英文の意味も書きなさい。

(1)Yukl is  tον2J by herfriends (|。 ve)
日本文 曖をl′ に々I^たβち1・ 夕′本て、、まg.

(2)This school was  t_11+  ten vears agO (bu‖ d)
日本文 αゝヤ夜1■ 1.与満,=」 ●らネ[´

(3)Is Japaneee  ,|_」「c」   in your country? (study)

日本文 リガ蒟tダ ″τtta aて ジ@夕多本で、、わ′クヽ.

(4)These pictures weren't 十ヽ セeA by him(take)
日本文 ゝ●ら′

写 熟 ク ト・
1二 几 2潟 ぉ +r_し

^で
、f′ノ′ιん _

2次の文を()内の指示に従つて書きかえなさい。
(1)These bkes are used every day(否定文に)

`α
(2)This 、Yeざで答える)camera was made in China(疑 間文にし

…

,  Cα卜θr^ ぃ、
^Z? 

て4 ι人:ぃ 、 2
→

_L_生 墨 _

3( 】こ適する語を書きなさい。
(1)多くの言語がインドでは話されています。

②圏靴轟堪i、11躍野"n hda
This letter(「 ∫ )("riりれ^)in Eng‖

`h(3)これらの鳥は日本で見られますか。

( 1′
` )these birds( ```^  )in」

apan?

(4)カナダでは英語とフランス語が話されています。
[nglish ard French ( arc  )( ,=ο  卜をい )in Canada

(5)これらの本は若い人たちに読まれています。
These boOks( 代′で  )(  rcα J )by young peOple

(6)この部屋はいつ掃除されましたか。

( llyあ ί )was this rOOm〈  oル 4・ 2ゴ )?

英271A(2)

●by以外の前置詞を使うもの
be covered wth(～ でおおわれている) be l‖ed wth(～ でいつぱい)

be made of/be made from(～ で作られている)

The desk`made of wOOd机 は本で作られている。 (of材料 )

W ne t made from grapesワ インはぶどうから作られている。(frOm原料 )



補充問題B 英 2-7-lB(1)

1各組の文がほぼ同じ内容になるように、()に適する語を書きなさい。

(1)| ‖#e::1」['idthes:lagS    )(       )my Sister

(2)l li:::ilihiSb°
lkl       )(     )Tom

(3)| :|[::[:i:lhiSStileatSev;1      )(      )

(4)I II:1:「
:t:i:lailIStars,「 inight )at night

〈5)| liSaSaligavemelliξ
:∬  
『 :(     )Mr sasaki

(6)| :hinese i;ipokeninilllli:se in china

業271B(2)

2次の日本文に合う英文になるように、( )の語句を並べかえなさい。

(1)サッカーは多くの国でプレーされています。

(is/a lot of/in/soccer/counties/played)

(2)富士山は雪でおおわれています。

(is/snOw/Mt FuJi/with/covered)

(3)あなたの国では何語が使われていますか。

(language/used/in/what/1s)your contry?

your country?

3英文に直しなさい。
(1)英語はたくさんの国で話されています。

(2)この本は夏目漱石によつて書かれました。



問題B ヨむ271B(1)

各組の文がほぼ同じ内容になるように、( 】こ適する語を書きなさい。

(1)| ‖::::|::」[lililiSilal,2z )(  L/ )my SiSter

(2){ li[:::|lhilit、
reaι

・
i「lt;‐

ク
)1:L:υ

多′アツ

(3)| :li羊』:11hi`Stiliici:;;l  _十 )( ,aem)

01精MI‖″Tl')試面小t
(5){ lifilalli]羊

;:lelliξ:∬  
『:(  ,y)Mr Sasaki

⑥l片T:ittn)靴sdn chlna

」∈2'lB(2)

2次の日本文に合う英文になるように、( )の語句を並べかえなさい。
(1)サッカーは多くの国でプレーされています。

。f c。 嗅にナンF

(2)富士山は雪でおおわれています。
(is/snow/Mt Fu」 i/wlth/covered)

興
・・

:   )`   こ。υeν
`」

  "1+人   ∫卜。リ

(3)あなたの国では何語が使われていますか。

(language/used/in/what/is)your contry?

your country?

3英文に直しなさい。
(1)英語はたくさんの国で話されています。

〈2)この本 | ました。

ζ
`ク

ス′々た
'ノ

( ′。メιた
'リ

( is / a lot of / in / soccer ,/ counties / plaved ).

〔||


