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▶▶（注）　used to … ＝（今とちがって）以前はよく…した
 recycle ＝ 再利用する；リサイクルする
 great ＝すばらしい；すてきな（くだけた会話で用いられる）

透に誘われてボランティアとして公園清掃に参加した祐人とキャシー。公園でキャシーが見つけたものは？

Toru ：Hi, Cathy and Yuto.  Thank you for coming.  Let’s clean the park.

Cathy ：�Thank you for inviting us.  I used to volunteer with my parents 

on the weekends in the States.

Yuto ：I didn’t know that.

Cathy ：  How often is this park cleaned?  

Toru ：�  It is cleaned every Saturday morning.   Used cans and   

  bottles are collected separately, and then they are recycled.

Cathy ：You can sometimes get cash from collecting bottles. 

Yuto ：That is great! 

Cathy ： Oh, look at that poor cat.

 　（Cathy goes to the cat and picks it up.）
Cathy ：   This cat is injured.  She was hit by a bicycle, but she’s   

  better now.  We should give something to her.

Yuto ：You are always very kind.

ボランティア活動1

01 02

英語　問題

※著作権の都合上，掲載しておりません。
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透	 ：	やあ，キャシー，祐人。来てくれてありがとう。公園を

掃除しよう。

キャシー　：	誘ってくれてありがとう。アメリカでは週末に両親とボ

ランティア活動をしていたのよ。

祐人	 ：それは知らなかったよ。

キャシー	 ：この公園はどのくらいひんぱんに掃除されるの ?

透	 ：	毎週土曜日の朝に掃除されるんだよ。使用ずみの缶やび

んは別々に集められて，それからリサイクルされるんだ。

キャシー	 ：びんを集めることで現金をもらえる場合もあるわね。

祐人	 ：それはすごい。

キャシー	 ：あら，あのかわいそうな猫を見て。

	 	 （キャシーは猫のところへ行き，その猫を抱き上げる。）

キャシー	 ：	この猫はけがをしているわ。自転車にはねられたのね，

でも今は良くなっているようね。何かあげなくちゃ。

祐人	 ：きみはいつもとってもやさしいね。

★　volunteer   動  ボランティアに従事する　名  ボランティア
★　used   形  使用〔利用〕された
★　collect   動  集める；収集する
★　separately   副  別々に；別個に
★　cash   名  現金（紙幣（note）と硬貨（coin）を指す）
★　poor   形  （名詞の前で）かわいそうな；気の毒な
★　injure   動  傷つける；痛める

ボランティア活動1

01 02
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　「…される〔されている〕」のように，動作を受ける側から見た
表現を受動態といい，〈be動詞 ＋ 過去分詞〉で表します。
　過去分詞は動詞の変化形の 1 つです。規則動詞の過去分詞は，
過去形と同じ〈原形 ＋ -（e）d〉の形です。
　不規則動詞の過去分詞はひとつずつ覚える必要がありますが，
変化のパターンによって，大きく次の 4 つに分けて考えることが
できます。

受動態には，「…される」
という‘動作’を表す場
合と「…されている」と
いう‘状態’を表す場合
がある。

注意しよう

read の変化形はすべて
同じ形だが，原形の発音
は［ríːd］，過去形・過去
分詞の発音は［réd］と
なる。

注意しよう

Used cans and bottles are collected separately, and then they are 

recycled.

 （使用ずみの缶やびんは別々に集められて，リサイクルされます。）

受動態と過去分詞

This cat is injured. （この猫はけがをしています。）

受動態を用いた文

　受動態の文は，〈主語 ＋be動詞 ＋ 過去分詞〉の形で表されます。

　受動態は動作を受ける側から見た表現なので，受動態の文では
多くの場合，動作主は表しません。「～によって」と ‘動作主 ’ を
示すときは，〈主語 ＋ be動詞 ＋ 過去分詞〉のあとに〈by＋ 動
作主〉を続けます。

受動態は，いつも「…さ
れる〔されている〕」と
訳すのではなく，上の例
文のように自然な日本語
に直すように心がけよ
う。

注意しよう

‘動作主’とは「動作の
主体となる人やもの」の
こと。

整理しよう

変化のパターン 原形 過去形 過去分詞
3 つの形が異なる eat（食べる） ate eaten

原形のみ形が異なる make（作る） made made

過去形のみ形が異なる come（来る） came come

3 つすべてが同じ形 put（置く） put put

主語 be動詞  ＋  過去分詞 by＋ 動作主
English is taught by Mr. Kato.

（英語は加藤先生によって教えられています。）

主語 be動詞  ＋  過去分詞 場所を表す副詞句
English and French are spoken in Canada.

（カナダでは英語とフランス語が話されています。）
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　「～は…されますか〔されていますか〕」とたずねる受動態の疑問
文は，be動詞を主語の前に出して〈be動詞 ＋ 主語 ＋ 過去分詞 

…?〉の形にします。答えるときにも be動詞を使って，〈Yes, 主語 

＋ be動詞 .〉または〈No, 主語 ＋ be動詞 ＋ not.〉と答えます。
〔例文〕
　“Is the shop opened at eight every day?” “Yes, it is.”
　「その店は毎日 8 時に開けられますか。」「はい，開けられます。」
　受動態の否定文は，be動詞の後ろに notを置いて〈be動詞 ＋
not＋ 過去分詞〉にします。〈be動詞 ＋ not〉は短縮形もよく使
われます。
〔例文〕
　Those animals are not 〔aren’t〕 seen in this island.

 （それらの動物はこの島では見られません。）

上の例文のように，how
や when などの疑問詞
を用いる受動態の疑問文
は，疑問詞を文頭に置い
て，〈疑問詞＋ be 動詞
＋主語＋過去分詞…？〉
の形になる。
また，疑問詞（＋名詞）
が主語の場合は，〈主語
（＝疑問詞）＋ be 動詞
＋過去分詞…？〉の形に
なる。

整理しよう

How often is this park cleaned?

 （この公園はどのくらいひんぱんに掃除されますか。）
It is cleaned every Saturday morning.

 （それは毎週土曜日の朝に掃除されます。）

受動態の疑問文と否定文

　「～は…されました〔されていました〕」という過去の受動態の
文は be動詞を過去形にして，〈主語 ＋ was〔were〕＋ 過去分詞〉
の形で表します。
〔例文〕
　This car was washed by Bob yesterday.

 （この車は昨日，ボブによって洗われました。）
　These stories were not 〔weren’t〕 written by Cathy.

 （これらの物語はキャシーによって書かれたのではありません。）

過去の受動態の疑問文・
否定文の作り方も現在の
場合と同じになる。
疑問文…be 動詞を主語
の前に出す。
否定文…be 動詞のあと
に not を置く。

整理しよう

She was hit by a bicycle.

 （彼女〔この猫〕は自転車にはねられました。）

過去の受動態
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　指示に従って，次の問いに答えなさい。
⑴～⑶　次の各組の文がほぼ同じ意味を表すように，空所に最も適当な語を 1 語ずつ
入れなさい。

⑴　They speak Spanish in many countries in Central America.

 Spanish （　①　） （　②　） in many countries in Central America.

 ①（　　　　　　　）　②（　　　　　　　）

⑵　Most of the students in this school know Mr. Yamamoto.

  Mr. Yamamoto （　①　） （　②　） （　③　） most of the students in this 

school.

 ①（　　　　　　　）　②（　　　　　　　）　③（　　　　　　　）

⑶　Ken didn’t speak to me at the party.

 I （　①　） （　②　） spoken （　③　） （　④　） Ken at the party.

 ①（　　　　　　　）　②（　　　　　　　）
 ③（　　　　　　　）　④（　　　　　　　）

⑷～⑹　次の対話が成り立つように，空所内に最も適当な語を 1 語ずつ入れなさい。
⑷　A：（　①　） was this nice cake baked （　②　）?
 B：It was baked by my sister.

 ①（　　　　　　　）　②（　　　　　　　）

⑸　A：What is this brown soup?

 B：It is miso soup.  Miso （　①　） made （　②　） soybeans.

 ①（　　　　　　　）　②（　　　　　　　）

⑹　A：（　①　）chopsticks （　②　） in all the countries in Asia?

 B：No, they aren’t.  People eat food with their hands in South Asia.

 ①（　　　　　　　）　②（　　　　　　　）

1

07



22

JEE302-Z2K1- JEE302-Z2K1-

　指示に従って，次の問いに答えなさい。
⑴～⑶　次の各組の文がほぼ同じ意味を表すように，空所に最も適当な語を 1 語ずつ
入れなさい。
⑴　They speak Spanish in many countries in Central America.

 Spanish （　①　） （　②　） in many countries in Central America.

 ①（　　　　　　　）　②（　　　　　　　）

⑵　Most of the students in this school know Mr. Yamamoto.

  Mr. Yamamoto （　①　） （　②　） （　③　） most of the students in this 

school.

 ①（　　　　　　　）　②（　　　　　　　）　③（　　　　　　　）

⑶　Ken didn’t speak to me at the party.

 I （　①　） （　②　） spoken （　③　） （　④　） Ken at the party.

 ①（　　　　　　　）　②（　　　　　　　）
 ③（　　　　　　　）　④（　　　　　　　）

⑷～⑹　次の対話が成り立つように，空所内に最も適当な語を 1 語ずつ入れなさい。
⑷　A：（　①　） was this nice cake baked （　②　）?
 B：It was baked by my sister.

 ①（　　　　　　　）　②（　　　　　　　）

⑸　A：What is this brown soup?

 B：It is miso soup.  Miso （　①　） made （　②　） soybeans.

 ①（　　　　　　　）　②（　　　　　　　）

⑹　A：（　①　）chopsticks （　②　） in all the countries in Asia?

 B：No, they aren’t.  People eat food with their hands in South Asia.

 ①（　　　　　　　）　②（　　　　　　　）

1

07

▶▶▶ ❶ 受動態

23

JEE302-Z2K1- JEE302-Z2K1-

⑺～⑻　次は，東大寺の観光案内に添えて送られた手紙です。観光案内を見て，手紙
の空所に入れるのに適当な英文を書きなさい。ただし，⑺には下の②の内容，⑻に
は③の内容が入るものとし，英文はそれぞれ 6 語以上とする。また，カッコ内の語
を形を変えずに用いること。

⑺　 

⑻　 

1  ⑶　speak to～ ＝ ～に話しかける　⑸　soybean ＝ 大豆　⑹　chopsticks ＝ はし
　  ⑺～⑻　Buddha statue ＝ 仏像

Dear Tom,

　I went to Todaiji Temple last Sunday.  It is famous for its ‘Great 

Buddha’, the biggest Buddha statue in Japan.  ⑺〔　　（built）　　〕  
⑻〔　　（visited）　　〕  I will take you there if you come to see me 

in Nara.

 Makoto

東大寺へようこそ
　　　　　東大寺は…

　　　　　①　日本一大きな仏像で有名です。

　　　　　②　約１３００年前に建てられました。

　　　　　③　毎年，多くの外国人旅行者が訪れます。
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　次の英文を読んで，問いに答えなさい。

　Japanese manga are enjoyed （　①　） many people around the world.

　In many countries, Japanese manga are translated* into the local* language.  

For example, about 1,400 manga were published* in America in 2007.  

People watch manga on TV, too.  

　In Europe, many boys and girls learn about Japan by reading manga.  ②They 

like manga because they have stories and tell them about real Japanese culture.

　③  
 
Japanese manga are popular in one country but sometimes they are 

not liked in another country.  For example, one manga is very popular in Asia 

but not in America.  Many American people are not interested （　④　） it 
because they think that one character relies too much on* his pet robot 

and does not try to do things by himself.

　These days, many manga are also born outside Japan, especially* in Asia 

and America.  In 2007, the Ministry of Foreign Affairs* of Japan started giving 

the International Manga Award*.

（注）　translate ＝ 翻訳する　local ＝ 現地の　publish ＝ 出版する　rely on ＝～に頼る
 　especially＝ 特に　the Ministry of Foreign Affairs＝ 外務省　award＝ 賞

2

5

10

09
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⑴　空所①，④に入れるのに最も適当なものを下のカッコ内から選びなさい。
 〔 at ; by ; in ; to 〕
 ①（　　　　　　　）　④（　　　　　　　）

⑵　 2 つの theyの内容を明らかにして，下線部②を日本語に直しなさい。
   

   

⑶　次の文は，下線部③の内容を具体的に説明したものです。本文の内容に合うよう
に，次の文の空所に入れるのに最も適当なものを下のカッコ内から選びなさい。

  　One Japanese manga is enjoyed very much by people in （　ア　）. 
However, many people in （　イ　） can’t enjoy this manga because a 

character in it always relies on his pet robot.

 〔 Asia ; America ; Europe 〕
 ア（　　　　　　　）　イ（　　　　　　　）

⑷　本文の内容に合うように，次の質問に英語で答えなさい。
 Where are manga written nowadays?

   

2  ⑷　nowadays ＝ 最近は
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