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Unit 4 これらの車は日本製ですか？ 

≪この課のねらい・・受動態２≫ 

この課では受け身（受動態）の否定文・疑問文と 

By 以外の前置詞を用いる受動態の学習をします。 

 

e.g. These cars weren’t made in Japan. 

 （これらの車は日本で作られものではありません。） 

 

e.g. A: Is this room always cleaned by your mother? 

  （この部屋はいつもあなたの母によって掃除されますか？） 

 B:  Yes, it is. 

  （はい、そうです。） 

 

e.g. I’m interested in American movies.  ～に興味がある。 

  （私はアメリカ映画に興味があります。） 

 This box is filled with jewelry. ～で一杯である。 

  （この箱は宝石で一杯です。) 

 I was surprised at the news. ～に驚く 

  （私はそのニュースに驚きました。） 

 
※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. A: When was this house built?  （この家は何年に建てられたのですか？） 

 B: It was built in 1935.  （1935 年に建てられました。） 

 

2. This room is filled with many guests!  （この部屋はお客さんでいっぱいです。） 

 

3. Were these cars made in Japan?   （これらの車は日本製ですか？） 

 

4. Are you interested in history?  （あなたは歴史に興味がありますか？） 
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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: Thank you very much for inviting us. 

 （ご招待いただきありがとうございます。） 

B: Welcome to the party!（パーティーにようこそ。） 

A: This house is very big and very gorgeous. 

 （この家はとても大きく豪華ですね。） 

 When was this house built? （この家はいつ建てられたのですか？） 

B: It was built in 1935. More than 70 years ago. 

 （1935 年に建てられました。70 年以上前です。） 

A: How many guests were invited tonight? 

 （今夜は何人のゲストが招待されているんですか？） 

B: Over one hundred. （100 人以上です。） 

A: This room is filled with many guests. 

 （この部屋はお客さんでいっぱいですね。） 

B: Don’t be surprised at the number, please.  

 （お客さんの数に驚かないで下さい。） 

 

２ - １・・・Activity 

[     ]内の単語を日本文に合うように変化させて完成し、繰り返し何度も発音してみましょう。 

 

1. Was your company [ build ] fifty years ago? 

 （あなたの会社は 50 年前に建てられましたか？） 

 

2. Were these cars [ make ] in Japan?  

 （これらの車は日本製ですか？） 

 

3. Was the car [ wash ] by him?  

 （その車は彼によって洗車されましたか？） 

 

4. Is this book [ read ] in your country? 

 （この本はあなたの国で読まれていますか？） 

 

5. Are you [ interest ] in history? 

 （あなたは歴史に興味がありますか。） 

 

  



- 20 - 
Unit 4 これらの車は日本製ですか？ 

（受動態 2） 

- 20 - 
Copyright (C) 2011 UNHOOP Co., Ltd. All Rights Reserved. 

２ - ２・・・Activity 

[     ]内に下の A～D の中から選んで前置詞を入れて日本文に合うように文を完成し、 

繰り返し何度も発音してみましょう。 

 

1. Why was the game put [      ] ? 

 （なぜその試合が延期になったのか？） 

 

2. My friends were not surprised [      ] the news. 

 （私の友達はそのニュースを聞いても驚かなかった。） 

 

3. This bag is filled [      ] many books. 

 （このバッグはたくさんの本で一杯だ。） 

 

4. I was not very interested [      ] English then. 

 （私はそのとき英語にそれほど興味はなかった。） 

 

5. He was laughed [      ] by his classmates. 

 （彼はクラスメイトに笑われました。） 

 

A・・ at、B・・ in、C・・ off、D・・ with   

 

 

 

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: 【ご招待いただきありがとうございます。】 

B: Welcome to the party! （パーティーにようこそ。） 

A: This house is very big and very gorgeous. （この家はとても大きく豪華ですね。） 

 【この家はいつ建てられたのですか？】 

B: 【1935 年に建てられました。70 年以上前です。】 

A: 【今夜は何人のゲストが招待されているんですか？】 

B: Over one hundred. （100 人以上です。） 

A: 【この部屋はお客さんでいっぱいですね。】 

B: Don’t be surprised at the number, please. （お客さんの数に驚かないで下さい。） 
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Memorize these sentences – ４ 

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. A: When was this house built? 

  （この家は何年に建てられたのですか？） 

 B: It was built in 1935.  

  （1935 年に建てられました。 

 

2. This room is filled with many guests! 

 （この部屋はお客さんでいっぱいですね。） 

 

3. Were these cars made in Japan?  

 （これらの車は日本製ですか？） 

 

4. Are you interested in history? 

 （あなたは歴史に興味がありますか。） 

 




