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[Ａ] 次の英文を日本語に直しなさい。

(1) My brother was bitten by a dog yesterday.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(1) 

(2) The football player got hurt in the game.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2) 

(3) I was given this book by my sister.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(3) 

[Ｂ] 日本語の意味に合うように，英文の空所に入る適語を①～④から選びなさい。

(4) (　　) the concert canceled?
コンサートは中止されましたか。

①Did    ②Is    ③Was    ④Were     　　　　(4) 

(5) He (　　) interviewed now.
彼は今，インタビューを受けています。

①is been    ②will being    ③be    ④is being     　　　　(5) 

(6) The data has (　　).
そのデータは更新されています。

①to updated    ②updated    ③be updated    ④been updated     　　　　(6) 

[Ｃ] 日本語の意味に合うように，（　）の語句を並べかえなさい。

(7) どこで私の自転車は見つかりましたか。

( found / my / where / bicycle / was )?

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(7) 

(8) これらのテレビゲームは私の息子のために買われたものだ。

These video games ( bought / son / for / were / my ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(8) 

(9) 多くの人がその事故でけがをした。

A lot of ( were / accident / in / people / the / injured ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(9) 

[Ｄ] 日本語の意味に合うように，英文を完成させなさい。

(10) 多くの宝石がこの店から盗まれた。

A lot of jewels (　　) (　　) from this store.  　　　　　　　   　　　　　　　(10) 

(11) そのコンサートは中止された。

The concert (　　) (　　) off.  　　　　　　　   　　　　　　　(11) 

(12) この人形は私が子どものころ，祖母から私に与えられたものだ。

This doll (　　) (　　) (　　) me by my grandmother when I was a kid.
 　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　(12) 

(13) このケーキは彼のために作られたものだ。

This cake (　　) (　　) (　　) him.  　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　(13) 

(14) そのネズミは「ミッキー」と名付けられた。

The mouse (　　) (　　) Mickey.  　　　　　　　   　　　　　　　(14) 

[Ｅ] 日本語の意味に合うように，（　）内の語句を並べかえなさい。

(15) その事件の真相は秘密にされていた。

The truth ( secret / of / kept / the incident / was ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(15) 



解  答
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(1) 私の弟は昨日，犬にかまれた。 [6.1 受動態の基本形〈Key Sentences〉]

(2) そのフットボール選手は試合でけがをした。 [6.2 受動態のさまざまな形〈Key Sentences〉]

(3) 私は姉からこの本を贈られた。 [6.3 受動態の語順〈Key Sentences〉]

(4) ③ [6.1 受動態の基本形〈Key Sentences〉]

(5) ④ [6.2 受動態のさまざまな形〈Key Sentences〉]

(6) ④ [6.2 受動態のさまざまな形〈Key Sentences〉]

(7) Where was my bicycle found ? [6.1 受動態の基本形〈Key Sentences〉]

(8) These video games were bought for my son . [6.3 受動態の語順〈Key Sentences〉]

(9) A lot of people were injured in the accident . [6.4 受動態を使う表現〈Key Sentences〉]

(10) were stolen [6.1 受動態の基本形〈Check問題〉]

(11) was called [6.2 受動態のさまざまな形〈Check問題〉]

(12) was given to  [6.3 受動態の語順〈Check問題〉]

(13) was made for [6.3 受動態の語順〈Check問題〉]

(14) was named [6.3 受動態の語順〈Check問題〉]

(15) The truth of the incident was kept secret. [6.3 受動態の語順〈確認問題集〉]


