
 

受動態のまとめ 

基本 

１  受動態の英文  

 次の英文をそれぞれ日本語にしなさい。 

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

（２）  This book is written in English.            
この本は英語で書かれています。 

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

 

２  受動態の英作文  

① 次の日本語の意味を表すように，     に適する語を１語ずつ書きなさい。 

（１） この部屋は毎日そうじされます。            This room   is       cleaned     every day. 

（２） これらの本は日本で読まれています。        These books   are       read     in Japan. 

（３） その車は彼によって使われています。        The car   is       used       by    him. 

 

② 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。 

 サッカーは世界中でプレーされています。 

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

 
Soccer is played all over the world. 

 

③ 次の日本語を英語で書きなさい。 

（１） この歌は多くの人々に愛されています。       
This song is loved by many people. 

（２） 英語は多くの国々で使われています。        
English is used in many countries. 

 

３  受動態の過去形  

① 次の日本語の意味を表すように，     に適する語を１語ずつ書きなさい。 

（１） 私はパーティーに招待されました。                 I    was        invited     to the party. 

（２） あの建物は 10年前に建てられました。               That building   was      built    ten years ago. 

（３） これらのケーキは私の母によってつくられました。      

 These cakes    were        made        by    my mother. 

 

② 次の日本語を英語で書きなさい。 

（１） このメールは彼女によって書かれました。      
This e‐mail was written by her. 

（２） これらの写真は京都でとられました。          
These pictures were taken in Kyoto. 

 

 

 



 

基本 2 

１  受動態の英文  

 次の英文は日本語に，日本語は英語にしなさい。 

（１）  This book is written in English.     この本は英語で書かれています。 

（２）  英語は世界中で話されています。              English is spoken all over the world. 

 

２  受動態の否定文  

次の文を否定文に書きかえなさい。 

 
This room was cleaned yesterday. This room was not cleaned yesterday. 

 

３  受動態の疑問文  

① 次の文を疑問文に書きかえなさい。 

 
English is used in many countries. Is English used in many countries ? 

 

② 次の日本語を英語で書きなさい。 

 この車は昨日使われましたか。 Was this car used yesterday ? 

 

４  疑問詞を使った受動態  

次の日本語の意味を表すように，    に適する語を１語ずつ書きなさい。 

 この国では，どんな言語が話されていますか。 

 
   What    language   is      spoken    in this country ? 

 

５  能動態から受動態への書きかえ  

① 次の文を受動態に書きかえるとき，    に適する語を１語ずつ書きなさい。 

（１）  Many people visit Kyoto.     ⇒  Kyoto   is     visited     by   many people. 

（２）  Taro cleans these rooms.     ⇒  These rooms   are     cleaned     by   Taro. 

（３）  Yumi made the cake.         ⇒  The cake   was     made     by   Yumi. 

（４）  He took these pictures.       ⇒  These pictures   were     taken     by   him. 
 

② 次の文を受動態に書きかえなさい。 

（１）  Young people love the song.        
The song is loved by young people. 

（２）  She wrote this letter.              
This letter was written by her. 



 

基本 解答 

１  受動態の英文  

 次の英文をそれぞれ日本語にしなさい。 

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

（２）  This book is written in English.            
この本は英語で書かれています。 

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

 

２  受動態の英作文  

① 次の日本語の意味を表すように，     に適する語を１語ずつ書きなさい。 

（１） この部屋は毎日そうじされます。            This room   is      cleaned    every day. 

（２） これらの本は日本で読まれています。        These books   are      read    in Japan. 

（３） その車は彼によって使われています。        The car   is      used      by   him. 

 

② 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。 

 サッカーは世界中でプレーされています。 

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

 
Soccer is played all over the world. 

 

③ 次の日本語を英語で書きなさい。 

（１） この歌は多くの人々に愛されています。       
This song is loved by many people. 

（２） 英語は多くの国々で使われています。        
English is used in many countries. 

 

３  受動態の過去形  

① 次の日本語の意味を表すように，     に適する語を１語ずつ書きなさい。 

（１） 私はパーティーに招待されました。                 I   was      invited    to the party. 

（２） あの建物は 10年前に建てられました。               That building   was      built    ten years ago. 

（３） これらのケーキは私の母によってつくられました。      

 These cakes   were      made      by   my mother. 

 

② 次の日本語を英語で書きなさい。 

（１） このメールは彼女によって書かれました。      
This e‐mail was written by her. 

（２） これらの写真は京都でとられました。          
These pictures were taken in Kyoto. 

 

 

 

 



 

基本 2 解答 

１  受動態の英文  

 次の英文は日本語に，日本語は英語にしなさい。 

（１）  This book is written in English.     この本は英語で書かれています。 

（２）  英語は世界中で話されています。              English is spoken all over the world. 

 

２  受動態の否定文  

次の文を否定文に書きかえなさい。 

 
This room was cleaned yesterday. This room was not cleaned yesterday. 

 

３  受動態の疑問文  

① 次の文を疑問文に書きかえなさい。 

 
English is used in many countries. Is English used in many countries ? 

 

② 次の日本語を英語で書きなさい。 

 この車は昨日使われましたか。 Was this car used yesterday ? 

 

４  疑問詞を使った受動態  

次の日本語の意味を表すように，    に適する語を１語ずつ書きなさい。 

 この国では，どんな言語が話されていますか。 

 
   What    language   is      spoken    in this country ? 

 

５  能動態から受動態への書きかえ  

① 次の文を受動態に書きかえるとき，    に適する語を１語ずつ書きなさい。 

（１）  Many people visit Kyoto.     ⇒  Kyoto   is     visited     by   many people. 

（２）  Taro cleans these rooms.     ⇒  These rooms   are     cleaned     by   Taro. 

（３）  Yumi made the cake.         ⇒  The cake   was     made     by   Yumi. 

（４）  He took these pictures.       ⇒  These pictures   were     taken     by   him. 
 

② 次の文を受動態に書きかえなさい。 

（１）  Young people love the song.        
The song is loved by young people. 

（２）  She wrote this letter.              
This letter was written by her. 

 

 


