《英語の神様》No.7
学習 POINT

受動態 ⑦

make を用いた受動態

一般動詞 make(作る)は、受動態の文によく使われます。

Tomoko

made

あの人形を

that doll.

トモコはあの人形を作りました。

(be 動詞＋過去分詞)

That doll

was made by Tomoko.

あの人形はトモコによって作られました。

「トモコによって」

※ by の後ろは、「作る」という動作を行った人がきます。

しかし、「be 動詞＋過去分詞(受動態の形)」の後ろが必ずしも by がくるとは限りません。
「by～」が省略される場合があります。
〈「by～(～によって)」が省略される make を用いた受動態の例文〉
(1) This car is made in America.

この車はアメリカで作られています。
(＝アメリカ製です)

アメリカで

(2) This machine was made for old people.

この機械は老人達のために作られました。

老人達のために
ウッド(木材)

(3) The desk is made of wood.

その机は木で作られています。
(＝でできています)

木で
グレイプス(ぶどう)

ワイン

(4) Wine is made from grapes.

ワインはぶどうから作られます。
(＝で作られます)

ぶどうから＝ぶどうで

※上の(1)～(4)の前置詞 in・for・of・from は、「by～(～によって)」の代わりではありません。
「by～(～によって)」が省略された受動態です。
※上の(3)、(4)の区別
(3) 見た目で分かるもの(材料)の場合
「be made of～」を用います。
The desk is made by wood. 机が木でできていることは見て分かります。
(4) 見た目で分からないもの(原料)の場合

「be made from～」を用います。

(見た目では何から作られたのか分からないもの)

Wine is made from grapes.

ワインはもとがぶどうであることは見た目では分かりません。
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〔暗記〕

・This car is made in America.

この車はアメリカ製です。

・This machine was made for old people.

この機械は老人達のために作られました。

・The desk is made of wood.

その机は木でできています。

・Wine is made from grapes.

ワインはぶどうで(=から)作られます。
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下線部に注意して、次の英文の日本語訳の空所を埋めなさい。

(1) That doll is made in France.
あの人形は(

)。

(2) This park was made for children.
この公園は(

)。

(3) His chair is made of wood.
彼の椅子は(

)。

(4) These cakes were made by Ken’s mother
これらのケーキは(

)。

(5) Wine is made from grapes.
)。

ワインは(
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次の英文の空所に入る最も適当な前置詞を、下の

(1) Butter is made (

から選んで書きなさい。

) milk.

〔butter バター〕
バタァ

(2) These chairs were made (

) old people.

〔ヒント：老人のために〕

(3) A nice doll will be made (

) Ms. White.

〔ヒント：ホワイト先生によって〕

(4) My house is made (

) wood.

(5) This bag is made (
by

in

) Italy.
of

with

from

for
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次の日本文に合うように、〔 〕内の語を並べ替え、英文を完成しなさい。ただし、先頭に
くる語も小文字で示してある。
(1) そのかばんは私の母によって作られました。
〔 mother / was / my / by / the bag / made 〕.

(2) アロハシャツは日本の着物で作られました。
〔 were / from / aloha shirts / Japanese kimonos / made 〕.

ビルド

(3) あの家は貧しい子供達のために建てられました。
〔 for / that / was / poor children / house / built 〕.

ビルト

［build(建てる)－built－built］

(4) これらの機械は中国製です。
〔 China / machines / made / these / are / in 〕.

(5) この鳥は 1 枚の紙で作られています。
〔 made / a piece of paper / this / is / bird / of 〕.
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次の(

ピース

ペイパァ

〔a piece of paper 1 枚の紙〕

)内に適語を入れ、日本語に合う英文を完成しなさい。

(1) これらの箱は私の姉によって作られました。
These boxes (
) made (

) my sister.

(2) この犬は 1 枚の紙で作られています。
This dog (
) made (

) a piece of paper.

(3) これらのかばんはイタリア製です。
These bags are (
)(

) Italy.

(4) アロハシャツは日本の着物で作られました。
Aloha shirts (
) made (
(5) この公園は老人のために作られました。
This park (
)(

) Japanese kimonos.

)(

3

) old people.

5 次の日本文を英語に直しなさい。
(1) 私のかばんは中国製です。

(2) この人形は彼女によって作られました。

(3) たくさんのケーキが子供達のために作られました。

(4) この猫は 1 枚の紙で作られています。

(5) アロハシャツは日本の着物で作られました。
〔アロハシャツ = aloha shirts、 日本の着物 = Japanese kimonos〕
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