受動態（受け身形）
能動態

受動態

A が～する
He uses this computer.
彼がこのコンピューターを使います。
A が（～によって）される
※be 動詞＋過去分詞＋(by～)
This computer is used by him.
このコンピューターは彼によって使われています。
規則変化動詞と
否定文：This computer isn’t used by him.
不規則 変化 動 詞が
疑問文：Is this computer used by him?
あります。不規則変
Yes, it is. / No, it isn’t.
化動詞 を少 し ずつ
When was this tower built?
確実に覚えよう！
It was built in 2010.

練習
1. このケーキはチョコ(chocolate)で覆われている。
2. この公園は多くの人に知られています。
3. その缶(can)にはキャンディーがいっぱい入っています。
4. 彼は昨晩大雨(heavy rain)にあった。
5. あなたはこのニュースに興味がありますか。
6. 私の母は私の点数(score)に驚かなかった。
7. 彼女はそのＣＤに喜ぶだろう。
8. 彼はその結果(result)にがっかりしましたか。
9. この机は木製です。
10. バターは牛乳から作られています。

Ａ．日本語に直しなさい。
1. The dog is loved by my wife.
2. The dog house was made by Mr.Okamoto.

②目的語を２つとる文の受動態 ⇒ 受動態は２通りできる

3. English isn’t spoken in China.

能動態：Mr. Oyama teaches us English.（第４文型）
O
O
受動態 1) We are taught English by Mr. Oyama.

4. Was this cake made by her?
Ｂ．受動態に書きかえなさい。

2)

1. Many people visit Okinawa.
2. My sister bought this flower.

練習

3. My mother didn’t made breakfast today.

English is taught us by Mr. Oyama.

能動態：My mother told me the interesting story.
受動態①

4. Did you take this picture?

受動態②

Ｃ．英語に直しなさい。
1. あの図書館は多くの人によって利用されている。
2. このドアはケンによって壊されました。
3. このプレゼントはあなたに送られたものではない。
4. その本は有名な作家(writer)によって書かれたのですか。

③5 文型の受動態
call (ＡをＢと呼ぶ)
name (ＡをＢと名付ける)
make (ＡをＢにする、させる)

①by 以外の前置詞を使う受動態
be covered with ～

～に覆われている

The mountain is covered with snow.

be known to ～

～に知られている

This song is known to everybody.

be filled with ～

～でいっぱいである

The glass is filled with water.

be caught in ～

～（雨など）にあう

I was caught in storm.

be interested in ～

～に興味がある

I am interested in music.

be surprised at ～

～に驚く

We were surprised at the news.

be pleased with ～

～に喜ぶ

She was pleased with my present.

be disappointed with ～

～にがっかりする

I was disappointed at the news.

be made of ～

～で作られている（材料）

The bridge is made of stone.

be made from ～

～で作られている（原料）

Wine is made from grapes.

などを用いた 5 文型の受動態

練習

能動態：

His friends call him Ken.（第５文型）

受動態：

He is called Ken by his friends.

能動態：They named the baby Sakura.
受動態：

