
 

 受動態  

１ be動詞＋過去分詞＋by人 人によって～される 

例題 次の英文を日本語にしなさい。 

The song  / is loved  / by many people. 

歌は / 愛される / たくさんの人々によって 

★第４文型も第５文型も、主語が by の位置へ。 例 I call you Ken. = You is called Ken by me. 

★よくでる過去分詞（不規則変化動詞）一覧 

見る see saw seen 

書く write wrote written 

話す speak spoke spoken 

読む read read read 

とる take took taken 

つくる make made made 

建てる build built built 

多くの人々によって by many people 

世界中で  all over the world 

日本語で in Japanese 

英語で in English 

日本で in Japan 

多くの国々で in many countries 

 

問題 次の英文をそれぞれ日本語にしなさい。 

（１）  He is liked by everyone.                        
 

（２）  Chinese is used by many people.              
 

（３）  This letter is written in English.                
 

（４）  English is spoken in many countries.           
 

（５）  Many birds are seen in the park.               
 

（６）  These books are read all over the world.        
 

問題  次の日本語の意味を表すように（  ）内の語を並べかえ，正しい英文を書きなさい。 

（１） サッカーは世界中でプレーされています。 

 （   is   /   all over   /   played   /  soccer  /   the world   /  .  ） 

 
 

  

（２） 英語は多くの国々で勉強されています。 

 （   in   /   studied   /   many countries   /   is   /   English   /  .  ） 

 
 

  

（３） これらのコンピュータは日本でつくられています。 

 （   made   /   these computers   /   Japan   /   in   /   are   /  .  ） 

 
 

  

 



 

 解答 受動態  

１ be動詞＋過去分詞＋by人 人によって～される 

例題 次の英文を日本語にしなさい。 

The song  / is loved  / by many people. 

歌は / 愛される / たくさんの人々によって 

★第４文型も第５文型も、主語が by の位置へ。 例 I call you Ken. = You is called Ken by me. 

★よくでる過去分詞（不規則変化動詞）一覧 

見る see saw seen 

書く write wrote written 

話す speak spoke spoken 

読む read read read 

とる take took taken 

つくる make made made 

建てる build built built 

多くの人々によって by many people 

世界中で  all over the world 

日本語で in Japanese 

英語で in English 

日本で in Japan 

多くの国々で in many countries 

 

問題 次の英文をそれぞれ日本語にしなさい。 

（１）  He is liked by everyone.                        
彼はみんなに好かれています。 

（２）  Chinese is used by many people.              
中国語は多くの人々に使われています。 

（３）  This letter is written in English.                
この手紙は英語で書かれています。 

（４）  English is spoken in many countries.           
英語は多くの国々で話されています。 

（５）  Many birds are seen in the park.               
多くの鳥がその公園で見られます。 

（６）  These books are read all over the world.        
これらの本は世界中で読まれています。 

問題  次の日本語の意味を表すように（  ）内の語を並べかえ，正しい英文を書きなさい。 

（１） サッカーは世界中でプレーされています。 

 （   is   /   all over   /   played   /  soccer  /   the world   /  .  ） 

 
Soccer is played all over the world. 

  

（２） 英語は多くの国々で勉強されています。 

 （   in   /   studied   /   many countries   /   is   /   English   /  .  ） 

 
English is studied in many countries. 

  

（３） これらのコンピュータは日本でつくられています。 

 （   made   /   these computers   /   Japan   /   in   /   are   /  .  ） 

 
These computers are made in Japan. 

  

 


