《英語の神様》No.2
学習 POINT 1

受動態 ②

受動態の文(穴埋め問題)

受動態の文は、「～される・～られる」という表現で、英語では次のような形をとります。

主語＋「be 動詞＋過去分詞」＋by～

この語順をしっかり覚えましょう。

「～される・～られる」という意味を作る

穴埋め問題を解くときに注意することは、be 動詞の使い方です。be 動詞は、主語に合わせて
現在形の場合 is / am / are を使い分けします。過去形の場合 was / were のどちらかです。
［例題］ 次の(
)内に適語を入れ、日本語に合う英文を完成しなさい。
(1) この部屋は私の姉によって使われます。
This room (
)(
) by my sister.
この部屋は

私の姉によって
ここで受動態「使われます」を表現します。

「使う」の過去分詞 used が入ります。

be 動詞が入ります。
主語「この部屋は」が 3 人称・単数で
現在形の文なので、is となります。

(2) これらの教室は彼女のクラスメート達によって掃除されます。
These classrooms (
)(
) by her classmates.
これらの教室は

彼女のクラスメート達によって
ここで受動態「掃除されます」を表現します。

be 動詞が入ります。
主語「これらの教室は」が 3 人称・複数で

「掃除する」の過去分詞 cleaned が入ります。

現在形の文なので、are となります。

(3) 夕食はミカの姉によって料理されました。
Dinner (
)(

) by Mika’s sister.

夕食は

ミカの姉によって
ここで受動態「料理されました」を表現します。

be 動詞が入ります。
主語「夕食は」が 3 人称・単数で

「料理する」の過去分詞 cooked が入ります。

過去形の文なので、was となります。

(4) たくさんの写真がボブによって撮られました。
Many pictures (
)(
たくさんの写真が

) by Bob.
ボブによって

ここで受動態「撮られました」を表現します。
be 動詞が入ります。
主語「たくさんの写真が」が 3 人称・複数で
過去形の文なので、were となります。
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「撮る」の過去分詞 taken が入ります。

［問 1］ 次の(
)内に適語を入れ、日本語に合う英文を完成しなさい。
(1) あの先生は多くの生徒に好かれています。
That teacher (
)(
) by many students.
(2) 私の自転車はマイクによって使われました。
My bike (
)(

) by Mike.

(3) これらのかばんは彼の兄に使われます。
These bags (
)(

) by his brother.

・・・問題以下省略・・・
［問 2］ 次の(
)内から正しい語を選び、○で囲みなさい。
(1) Your computer ( is use / are used / is using / is used ) by him.
(2) This park ( is clean / are cleaned / is cleaning / is cleaned ) by these old people.
(3) That story ( is writing / was written / is written / was writing ) by Mike’s sister ten years ago.
・・・問題以下省略・・・

学習 POINT 2 受動態の文(英作問題)
英作問題を解くときに注意することは、文の構成です。受動態の文は、次のような形をとります。

主語＋「be 動詞＋過去分詞」＋by～

この語順に従って、英作問題を解いていきます。

「～される・～られる」という意味を作る

［例題］ 次の(
)内に適語を入れ、日本語に合う英文を完成しなさい。
(1) この物語は 彼によって 書かれました。
①主語が先頭

This story

③「by～」

②受動態を作ります

was written

by him.

主語「この物語は」が 3 人称・単数で、
過去形の文なので、was を使います。
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by の後に人称代名詞を使うときは、
目的格(3 番目)です。

(2) 夕食は 毎晩 私の姉によって 料理されます。
①主語が先頭

③「by～」

②受動態を作ります

by my sister

Dinner

is cooked

「毎晩(every evening)」は、時を表す語句。

主語「夕食は」が 3 人称・単数で、

受動態の文の構成には関係ありません。
文末に置きます。

現在形の文なので、is を使います。

every evening.

(3) これらのかばんは 先週 彼女によって 使われました。
①主語が先頭

③「by～」

②受動態を作ります

These bags

were used
文末に置きます。

by her

last week.

主語「これらのかばんは」が 3 人称・複数で、
過去形の文なので、were を使います。

［問 3］ 次の日本文を英語に直しなさい。
(1) あなたの妹は 私達に 手伝われました。
(2) この本は 彼女によって 書かれました。
(3) 私の姉は Tom に愛されています。
・・・問題以下省略・・・
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