
受け身（受動態）とは… 「～される」  be 動詞＋過去分詞 

「～する」 

  と 

「～される」 

Paul loves Mary.        ポールはメアリーを愛している。 

 

Mary is loved by Paul.  メアリーはポールに愛されている。 

 肯定文 否定文 疑問文 

現在 

「～される」 

主語・am・過去分詞 

主語・is・過去分詞 

主語・are・過去分詞 

主語・am not・過去分詞 

主語・is not・過去分詞 

主語・are not・過去分詞 

Am・主語・過去分詞 ? 

Is・主語・過去分詞 ? 

Are・主語・過去分詞 ? 

Mary is loved. 

メアリーは愛されている。 

Mary is not loved. 

メアリーは愛されていない。 

Is Mary loved? 

メアリーは愛されていますか。 

過去 

「～された」 

主語・was・過去分詞 

主語・were・過去分詞 

主語・was not・過去分詞 

主語・were not・過去分詞 

Was・主語・過去分詞 ? 

Were・主語・過去分詞 ? 

He was called Tom. 

彼はトムと呼ばれていた。 

He was not called Tom. 

彼はトムと呼ばれていなかった。 

Was he called Tom? 

彼はトムと呼ばれていたの？  

 

１ 次の文を日本語に訳そう。 

1. She is liked by everyone. 

                                                                       

2. I was named John by my father.  name : 名付ける 

                                                                       

3. This restaurant is opened at 11:00 a.m. every day. 

                                                                       

4. English is not spoken in that country. 

                                                                       

5. This bag was made in China. 

                                                                       

6. Are these books read by young people? 

                                                                        

7. When was this cake made? 

                                                                       

8. Is that boy called Bob? 

                                                                       

ENGLISH 2    文法練習プリント  受け身（受動態）のまとめ 



Class__ 少人数(     ) No.__ Name__________________ 

２ 次の日本文に合うように、英文の   に適する語を書こう。 

1.  この物語は多くの人に知られている。 

This story                                     many people.  

2.  昨夜、たくさんの星が見られた。 see- saw-seen 

Many stars                               last night. 

3.  インドでは牛肉は食べられていない。 eat- ate- eaten 

Beef                              in India. 

4.  この歌はコンサートで歌われなかった。 

This song                                at the concert.. 

5.  図書館は何時に閉まりますか。 

What time          the library                ? 

6.  これらの絵はトムによって撮られたのですか。 

           these pictures                        Tom? 

7.  銀閣寺は足利義政によって 1490 年に建てられた。 

  Ginkaku-ji                            Ashikaga Yoshimasa     1490. 

8.  このお宝は、私の家の近くで発見された。 find-found-found 

    This                                                     my house. 

9.  この地域（area）では、たくさんの言語が話されている。 

    Many                                               in this area. 

10. 難！富士山がここから見えますよ。(見られることができる)  see-saw- seen 

    Mt. Fuji                                               from here. 

 

３ 次の英文を（  ）内の意味になるように書きかえよう。 

1.  Many young people read this book.  （この本は多くの若者に読まれている。） 

                                       

2.  A Chinese drew this picture.  （この絵は中国人によって描かれた。） 

                draw(絵を描く) drew-drawn 

                                      

3.  She doesn’t call him Ken.  （彼は彼女からけんと呼ばれない。） 

                                      



文法練習プリント 受身（受動態）のまとめ 解答 

 

１ 1   彼女はみんなから好かれている。         

 2  私は父によってジョンと名付けられた。 

3 このレストランは毎日１１時に開店する。   

4 あの国では英語は話されていない。 

5 このカバンは中国で作られた（中国製だ）。     

6 これらの本は若い人達に読まれていますか。 

7 いつこのケーキは作られましたか。     

8 あの男の子はボブと呼ばれていますか。 

 

２ 1  This story is known to many people. 

    2  Many stars were seen last night . 

    3  Beef is not eaten in India. 

    4  This song was not sung at the concert. 

    5  What time is the library closed? 

    6  Were these pictures taken by Tom? 

    7  Ginkaku-ji was built by Ashikaga Yoshimasa in 1490. 

    8  This treasure was found near my house. 

    9  Many languages are spoken in this area. 

    10  Mt. Fuji can be seen from here. 

 

３ 1  This book is read by many young people. 

    2  This picture was drawn by a Chinese. 

    3  He is not called Ken by her. 

 

 


