
English Expression No.16 
Lesson 11 受動態



予習の確認

彼女は子供たちに愛されている。

私たちはパーティーに招待されなかった。

あなたはパーティーに招待されましたか。

パーティーはどこで開かれましたか。

この作文は明日までに仕上げなければならない。

新しいホテルが来年, 建設される予定だ。



受動態とは？ ・・・(主語)は～される

子供たちは彼女を愛している。

能動態:　(主語)は～する。

彼女は子供たちに愛されている。

受動態:　(主語)は～される。



受動態とは？・・・be + p.p.

The kids love her.

能動態: (主語)は～する。

She is loved ( by the kids ).

受動態: (主語)は～される。



By the kids・・・by + 動作主　について

動作主が重要でない場合, 省略される。

①一般の人々, ②動作主が明らか, ③動作主が表しづらい

German is spoken in Austria.

Mail is delivered every day.

This bridge was built in 1988.





受動態の様々な形 　時制

The kids loved her.

The kids love her. She is loved by the kids.

The kids will love her.

(be going to)



受動態の様々な形 　否定

The kids loved her. She was loved by the kids.

The kids love her. She is loved by the kids.

The kids will love her. She will be loved by the kids.

(be going to) She is going to be loved by the kids.





受動態の様々な形 　疑問文

The kids love her. 「子供たちは彼女を愛している。」

She is loved by the kids.「彼女は子供たちに愛されている。」

能動態の疑問文：「子供たちは彼女を愛していますか。」

受動態の疑問文：「彼女は子供たちから愛されていますか。」



受動態の様々な形 　Yes / No疑問文

Did the kids love her?

Do the kids love her? Is she loved by the kids?

Will the kids love her?

(be going to)



受動態の様々な形 　進行形

The boy is making the robot. 「男の子はロボットを作っている。」

　　　　「ロボットは男の子によって　　　　　　。」



受動態の様々な形 　進行形

The boy was making the robot.

The boy is making the robot. The robot is being made by the boy.

The boy will be making the robot.

(be going to)



受動態の様々な形 　進行形+疑問文

The boy was making the robot. The robot was being made by the boy.

The boy is making the robot. The robot is being made by the boy.

The boy will be making the robot. The robot will be being made by the boy.

 (be going to)



受動態の様々な形 　完了形

He has painted the wall.

「彼は壁にペンキを塗ったところだ。」

He had painted the wall when I came home.

「私が家に帰った時、彼は壁にペンキを塗ったところだった。」

He will have painted the wall by the time I come home tomorrow.

「私が明日家に帰る頃には、彼は壁にペンキを塗ったところだろう。」



受動態の様々な形 　完了形

He has painted the wall.

He had painted the wall when I came home.

He will have painted the wall by the time I come home tomorrow.





受動態の様々な形 　疑問文２


