
中学英文法総復習⑫ 

 

【受動態と第 4 文型】 

★ポイント 

【受動態】 

基本形は be動詞 + 過去分詞です。 

「Aに（よって）Bされる」という受け身の表現です。 

＊This machine is used by us. → 「この機械は私たちによって使われています」 

この文は We use this machine.を受身にした形です。 

 

進行形の受動態は be動詞 + being + 過去分詞です。 

＊This wall is being painted by me. → 「この壁は私によって塗装されているところで

す」 

 

助動詞ありの受動態は助動詞 + be + 過去分詞です。 

＊This textbook will be read by the students. → 「この教科書はその生徒たちによっ

て読まれるでしょう」 

 

否定文、疑問文は一般の文と同じ規則です。 

否定文:This machine is not used by us. → 「この機械は私たちによって使われていま

せん」 

疑問文：Is this machine used by us? → 「この機械は私たちによって使われています

か？」 

 

 

【第 4文型】 

基本形は S + V + O + O（主語 + 動詞 + 間接目的語 + 直接目的語）です。 

主語 + 動詞 + 人 + 物の形となります。 

＊My father gave me a watch. → 「私の父は私に時計をくれました」 

第 4文型は第 3文型(SVO)に変形することもできます。 

＊My father gave me a watch. → My father gave a watch to me. 

to / forの使い分けは相手がいないとできない動作を to、できる動作を for と覚えておき

ましょう。 



★受動態と第 4 文型 100 本ノック 

 

1. この本は英語で書かれている。 

This book is written in English. 

 

2. あなたの昼食は（あなたの）母によってつくられましたか？ 

Was your lunch made by your sister? 

 

3. 母の日に私は母に花をあげました。(第 4 文型) 

I gave my mother flowers on Mother’s Day. 

 

4. このノートは紙から作られました。 

This notebook was made from paper. 

 

5. あの鳥たちは日本でみられますか？ 

Are those birds seen in Japan? 

 

6. マリコは私の誕生日に新しい CD を買ってくれました。（第 4 文型） 

Mariko gave me a new CD for my birthday. 

 

7. 昨年、彼は両親に家を与えました。（第 3 文型） 

He gave a house to his parents last year. 

 

8. その男の子は私に駅までの道のりを教えてくれた。（第 4 文型） 

The boy told me the way to the station. 

 

9. この自転車はマイクによって使われている。 

This bike is used by Mike. 

 

10. あの先生はたくさんの生徒に知られています。 

That teacher is known to many students. 

 

11. この写真は彼女によって撮られた。 

This picture was taken by her. 

 



12. メアリーは彼女に昼ごはんを作ってあげた。（第 4 文型） 

Mary made her lunch. 

 

13. 私はトムに質問をした。（第 4 文型） 

I asked Tom a question. 

 

14. このコンピュータは先生たちに使われる。 

This computer is used by teachers. 

 

15. 私の妹は彼にこの写真をあげた。（第 3 文型） 

My sister gave this picture to her. 

 

16. この古い城はその王によって建てられた。 

This old castle was built by the king. 

 

17. 昨夜、この窓は誰かに壊された。 

This window was broken by someone last night. 

 

18. 私は彼らに英語を教えます。（第 4 文型） 

I teach them English. 

 

19. 私は彼女に自転車を買ってあげるだろう。（第 3 文型） 

I will buy a bike for her. 

 

20. これらの星は春に見られる。 

These stars are seen in spring. 

 

21. その道具はこの店で売られていますか？ 

Is the tool sold in this store? 

 

22. ジョンは私に興味深い話を聞かせてくれた。（第 4 文型） 

John told me an interesting story. 

 

23. 水を（あなたに）取ってきます。（第 4 文型） 

I will get you some water. 

 



24. それらのメールは彼女から送られましたか？ 

Were those e-mails sent from her? 

 

25. この箱は彼らによって持ってこられたのではない。 

This box was not brought by them. 

 

26. 彼の先生は彼にアドバイスをしてあげた。（第 4 文型） 

His teacher gave him some advice. 

 

27. 私の父は私に車を買った。（第 3 文型） 

My father bought a book for me. 

 

28. コーヒーを（１杯）持ってきましょうか。（第４文型） 

Shall I bring you a cup of coffee? 

 

29. 私の母は私にバースデーケーキを作ってくれました。 

My mother made me a birthday cake. 

 

30. 彼女のドレスはイタリアで作られた。 

Her dress was made in Italy. 

 

31. このパンは公園で売られていますか？ 

Is this bread sold in the park? 

 

32. リサは私たちに英語を教えます。（第４文型） 

Lisa teaches us English. 

 

33. この辞書は多くの学生に使われています。 

This dictionary is used by many students. 

 

34. 私たちは（私たちの）先生から悲しい話を聞かされました。 

We were told a sad story by our teacher. 

 

35. このセーターは私によって買われていません。 

This sweater was not bought by me. 

 



36. この花は英語で何と呼ばれていますか？ 

What is this flower called in English? 

 

37. 私は日本史に興味があります。 

I am interested in Japanese history. 

 

38. その丘は雪で覆われています。 

The hill is covered with snow. 

 

39. このケーキは私の妹によってつくられました。 

This cake was made by my sister. 

 

40. イチローは MVP に選ばれました。 

Ichiro was chosen the MVP. 

 

41. このドアは開かれたままであるべきだ。 

This door should be kept open.  

 

42. その貧しい男の子はその年寄りにお金をもらいました。 

The poor boy was given some money by the old man. 

 

43. ショウコは（彼女の）両親によって病院に連れていかれました。 

Shoko was taken to the hospital by her parents. 

 

44. 私の父はよく私にたくさんの本を読むべきだといいます。 

My father often tells me that I should read many books. 

 

45. その CD は昨日配達されなかった。 

The CD was not delivered yesterday. 

 

46. あなたのパスポートを見せていただけますか？（第４文型） 

Would you show me your passport? 

 

47. このパンは私の母によって焼かれました。 

This bread was baked by my mother. 

 



48. 英語は世界中で話されています。 

English is spoken all over the world. 

 

49. あなたにいくつか質問していいですか？（第４文型） 

May I ask you some questions? 

 

50. ユウカはそのニュースに驚いた。 

Yuka was surprised at the news. 

 

51. このラケットはあの生徒によって借りられましたか？ 

Was this racket borrowed by that student? 

 

52. このテレビゲームは彼によって遊ばれますか？ 

Is this video game played by him? 

 

53. カナダでフランス語は話されていますか？ 

Is French spoken in Canada? 

 

54. 彼女の兄は日本の歴史に興味がない。 

Her brother is not interested in Japanese history. 

 

55. 彼はあなたに理由を伝えなければならない。（第４文型） 

He has to tell you the reason. 

 

56. コンピュータは、私たちから多くの仕事を省きます。（第４文型） 

Computers save us a lot of works. 

 

57. 彼は私にそのプレゼントをくれた。（第 3 文型） 

He gave the present to me. 

 

58. 数学と理科は山田先生によって教えられる。 

Math and science are taught by Ms. Yamada. 

 

59. そのレポートはマイクによって書かれましたか？ 

Was the report written by Mike? 

 



60. その箱はその男性によって開けられる。 

The box is opened by the man. 

 

61. 朝食は今、私の母によってつくられているところだ。 

Breakfast is now being made by my mother. 

 

62. 彼の誕生日に何を（彼に）あげましたか？ 

What did you give him for his birthday? 

 

63. マイクは私に彼の孫の写真を見せました。（第 4 文型） 

Mike showed me pictures of his grandson. 

 

64. これらの花はその生徒たちによって育てられる。 

These flowers are grown by the students. 

 

65. 英語はこの国で話されていません。 

English is not spoken in this country. 

 

66. バターは牛乳から作られている。 

Butter is made from milk. 

 

67. 会合は来月開かれるでしょう。 

The meeting will be held next month. 

 

68. 私の娘は私にいくつかの卵を買いました。（第 3 文型） 

My daughter bought some eggs for me. 

 

69. 彼は私に一杯のコーヒーを作りました。 

He made me a cup of coffee. 

 

70. この夕食は私の母に作られました。 

This dinner was made by my mother. 

 

71. 私に飲み物を持ってきて！（第 4 文型） 

Get me a drink! 

 



72. ミッキー(Micky)はウォルト・ディズニー(Walt Disney)によって作られた。 

Micky was made by Walt Disney. 

 

73. いつその建物は建てられましたか？ 

When was the building built? 

 

74. どこでこれらの本は売られていますか？ 

Where are these books sold? 

 

75. 私は彼に私の本を貸しました。（第 4 文型） 

I lent him my books. 

 

76. 彼らは新しい自転車を私に買いました。（第 4 文型） 

They bought me a new bicycle. 

 

77. 彼女は彼に車のカギを手渡した。 

She gave him a car key. 

 

78. この自転車は彼に使われていません。 

This bicycle is not used by him. 

 

79. 車は今、洗われているところです。 

The car is being washed. 

 

80. これらの写真は私の兄によって撮られた。 

These pictures were taken by my brother. 

 

81. その会社は彼にいい仕事を提供した。（第 4 文型） 

The company offered him a nice job. 

 

82. その店は 8 時に開かれる。 

The shop is opened at eight. 

 

83. 星は夜に見られます。 

Stars are seen at eight. 

 



84. この机は木で作られている。 

This desk is made of wood. 

 

85. その女性は（その）パーティに招待された。 

The woman was invited to the party. 

 

86. 私たちはその背の高い男性に話しかけられた。 

We were spoken to by the tall man. 

 

87. 私の息子は先月、私に手紙を書いた。（第 4 文型） 

My son wrote me a letter last month. 

 

88. ワインはぶどうによって作られる。 

Wine is made from grapes. 

 

89. 日本酒は米から作られる。 

Japanese sake is made from rice. 

 

90. この窓はボブによって壊されたのですか？ 

Was this window broken by Bob? 

 

91. 彼女は毎週木曜日、私たちに物理を教える。（第 4 文型） 

She teaches us physics every Thursday. 

 

92. 私の一番の友達が私に秘密を話してくれました。（第 4 文型） 

My best friend told me a secret. 

 

93. この花は何と呼ばれていますか？ 

What is this flower called? 

 

94. 私は彼に笑われました。 

I was laughed at by him. 

 

95. 彼らは彼女にたくさんのお金を貸しました。（第 3 文型） 

They lent a lot of money to her. 

 



96. 彼は私に今日の新聞を持ってきました。 

He brought me today’s newspaper. 

 

97. その受付（receptionist）は私にペンを渡しました。（第 4 文型） 

The receptionist passed me a pen. 

 

98. その車は、彼によって購入されるにちがいない。 

The car must be bought by him. 

 

99. その箱は、彼によって開けられるかもしれない。 

The box may be opened by him. 

 

100. 彼は私たちのためにタクシーを見つけてくれました。（第 4 文型） 

He found us a taxi. 


