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Unit 3 私の家は 2000 年に建てられました。 

≪この課のねらい・・受動態 1≫ 

この課では、「～される」などの意味を表す受け身(受動態)の学習を 

します。基本形は be 動詞 ＋過去分詞 

 

受動態の作り方 

   I made this box.（私はこの箱を作りました。） 

  I =主語、make = 動詞、this box = 目的語 

  →This box was made by me. （この箱は私によって作られました。 

  This box = 主語、was made = be 動詞 ＋ 過去分詞、 

 

  1・・目的語を主語にする 

 2・・be 動詞は主語に合わせる 

  単数か複数か、現在か過去か未来か決める。 

 

e.g. My father makes a doghouse.  

 → A doghouse is made by my father. 

  （犬小屋が私の父によって作られる。） 

 

e.g. Most people speak English in Canada. 

 → English is spoken by most people in Canada. 

  （英語はカナダでほとんどの人々によって話されています。） 

 

e.g. We built our house in 2005. 

 → Our house was built in 2005.（built は過去形なので be 動詞は was。） 

  （私達の家は 2005 年に建てられた。） 

 
※講師とのレッスンは、「1 – 1・・・Basic Expressions」から始まります。 

 「この課のねらい」については、レッスン開始前にお読みください。 

 

 

１ - １・・・Basic Expressions 

重要表現ですので講師と一緒に発音練習をしてみましょう。 

 

1. My car was made in Germany. 

 （私の車はドイツ製です。） 

 

2. My house was built in 2000. 

 （私の家は 2000 年に建てられました。） 

 

3. Korean is learned by many Japanese people now. 

 （韓国語は今多くの日本人によって学ばれています。） 

 

4. This book is always read by Takashi. 

 （この本はいつもタカシによって読まれます。） 
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１ - ２・・・Role Playing  

A または B になって役割練習をしてください。繰り返し、何度も練習しましょう。 

 

A: Do you usually go to work by car?  （あなたはふだん車で仕事に行きますか？） 

B: Yes. In fact, my car was made in Germany.（はい。実は、私の車はドイツ製です。） 

A: It must be Mercedes-Benz. （ベンツに違いありません。） 

 Was it expensive? （高かったですか？） 

B: No, It wasn’t. Because it was a second-hand car. 

 （そんなことなかったです。中古車でしたから。） 

 What about your car? （あなたの車はどうですか？） 

A: I have no car. My house was built in 2000, but there’s no garage beside the house. 

 （私は車を持っていません。私の家は 2000 年に建てられましたが、  車庫が横についていな

かったです。） 

 By law, if we don’t have a garage, we cannot own a car. 

 （法律によって車庫がなければ車を買うことはできないんです。） 

B: Oh, really? And it will cost a lot if you get a car. 

 （ああ、そうですか。車を手に入れるとお金がかかるんですね。） 

   Gasoline, car wash, and insurance are just some of the payables. 

 （ガソリン、洗車、保険は支払いのほんの一部です。） 

 

２ - １・・・Activity 動詞の活用 

1～10 の動詞の過去形と過去分詞形を答えて、繰り返し何度も発音してみましょう。  

e.g. make ― made ― made 

1. buy  －[      ]－[      ] 

2. teach  －[      ]－[      ] 

3. give －[      ]－[      ] 

4. know  －[      ]－[      ] 

5. speak  －[      ]－[      ] 

6. eat  －[      ]－[      ] 

7. go  －[      ]－[      ] 

8. see  －[      ]－[      ] 

9. take －[      ]－[      ] 

10. write  －[      ]－[      ]  
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２ - ２・・・Activity  

[   ]内に日本文の意味に合うように単語を入れて文を完成し、繰り返し何度も発音してみましょう。 

 

1. He studies English every day. 

 （彼は毎日英語を勉強します。） 

   → English is [      ] by him every day. 

  （英語は毎日彼によって勉強されます。） 

 

2. My mother uses this car every weekend. 

 （私の母は毎週末にこの車を使います。） 

 → This car is [      ] by my mother every weekend. 

  （この車は毎週末私の母によって使われます。） 

 

3. Many Japanese people learn Korean now. 

 （今たくさんの日本人が韓国語を学んでいます。） 

 → Korean is [      ] by many Japanese people now. 

  （韓国語は今多くの日本人によって学ばれています。） 

 

4. I invited a lot of friends to my birthday party. 

 （私は誕生パーティーにたくさんの友達を招待しました。） 

 →A lot of friends were [      ] to my birthday party. 

  （たくさんの友達が私の誕生パーティーに招待されました。） 

 

5. Takashi always reads this book.  

 （タカシはいつもこの本を読みます。） 

   → This book is always [      ] by Takashi. 

  （この本はいつもタカシによって読まれます。） 
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２ - ３・・・Activity  

【   】内の日本文を英文に訳して演習を行ってください。 

口になじむまで何度も練習してください。 

A:講師、B:生徒又は A:生徒、B:講師のセリフです。 

 

A: Do you usually go to work by car? 

 （あなたは普段車で仕事に行きますか？） 

B: 【はい。実は、私の車はドイツ製です。】 

A: It must be Mercedes-Benz. （ベンツに違いありません。） 

 Was it expensive? （高かったですか？） 

B: 【そんなことなかったです。中古車でしたから。】 

 What about your car? （あなたの車はどうですか？） 

A: 【私は車を持っていません。私の家は 2000 年に建てられましたが、 

  車庫が横についていなかったです。】 

 By law, if we don’t have a garage, we cannot own a car. 

 （法律によって車庫がなければ車を買うことはできないんです。） 

B: Oh, really? And【車を手に入れるとお金がかかるんですね。】 

 （ああ、そうですか。） 

   Gasoline, car wash, and insurance are just some of the payables. 

 （ガソリン、洗車、保険は支払いのほんの一部です。） 

 

Memorize these sentences – ３ 

この Unit に出てきた英文です。繰り返し発音し、暗記してください。 

 

1. My car was made in Germany. 

  

2. My house was built in 2000.  

 

3. Korean is learned by many Japanese people now. 

 

4. This book is always read by Takashi. 

 




