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受動態］ 総合英語be 3rd Edition P166～P186

[Ａ] 次の日本語を英語に直しなさい。
(1) コンサートは中止されましたか。

(1)

(2) そのフットボール選手は試合でけがをした。
(2)
(3) この本は姉から私に贈られたものです。

(3)

[Ｂ] 日本語の意味に合うように，英文の空所に入る英語を書きなさい。
(4) (

)(

)(

) at the meeting?
(4)

会議では何が決められたのですか。
(5) These video games (

)(

)(

) my son.

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。
(6) I (

)(

)(

(5)

) the news.
(6)

私はその知らせに驚いた。
[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) この城は江戸時代に建てられた。
( the / was / in / built / castle / this ) Edo period.
(7)
(8) この魚は英語ではトラウトと呼ばれています。
( is / fish / called / trout / this ) in English.
(8)
(9) その部屋は毎日掃除される。
( room / cleaned / the / is ) daily.

(9)

[Ｄ] 次の英文の誤りを正しなさい。
(10) All the guest rooms have been cleaning.
(10)
[Ｅ] 日本語の意味に合うように，（

）に適切な語を入れなさい。

(11) その寺は鎌倉時代に建てられた。
The temple (
)(
) in the Kamakura period.

(11)

(12) 私の財布はどこで見つかりましたか。
Where (
) my wallet (
)?

(12)

(13) 次の試合は横浜で開催されます。
The next game (
)(
)(
[Ｆ] 日本語の意味に合うように，（

) in Yokohama.

(13)

）内の語句を並べかえなさい。

(14) スミス先生はすべての生徒に尊敬されている。
Mr. Smith ( is / up / all / the / looked / to / by / students ).
(14)
[Ｇ] 日本語の意味に合うように，［

］内の語句を適切な形にしなさい。

(15) 彼はそんなにひどく怒られなかった。
He [ not scold ] so severely.

(15)

解

答
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(1) Was the concert canceled? [6.1 受動態の基本形〈Key Sentences〉]
(2) The football player got hurt in the game. [6.2 受動態のさまざまな形〈Key Sentences〉]
(3) This book was given to me by my sister. [6.3 受動態の語順〈Key Sentences〉]
(4) What was decided [6.1 受動態の基本形〈Key Sentences〉]
(5) were bought for [6.3 受動態の語順〈Key Sentences〉]
(6) was surprised at [6.4 受動態を使う表現〈Key Sentences〉]
(7) This castle was built in the Edo period. [6.1 受動態の基本形〈Key Sentences〉]
(8) This fish is called trout in English. [6.3 受動態の語順〈Key Sentences〉]
(9) The room is cleaned daily. [6.1 受動態の基本形〈Key Sentences〉]
(10) cleaning → cleaned [6.2 受動態のさまざまな形〈確認問題集〉]
(11) was built [6.1 受動態の基本形〈確認問題集〉]
(12) was, found [6.1 受動態の基本形〈確認問題集〉]
(13) will be held [6.2 受動態のさまざまな形〈確認問題集〉]
(14) Mr. Smith is looked up to by all the students. [6.2 受動態のさまざまな形〈確認問題集〉]
(15) wasn't[was not] scolded [6.1 受動態の基本形〈確認問題集〉]

