Mr. Ishidaの楽 しい（ つも りの ）英語 学習 プリ ント

２０ １７

受け身・make 現在完了①継続 期末テスト用暗記英文集
(1) 彼は外国の多くの人々に愛されています。

He is loved by many people in foreign counties.

(2) 英語は多くの国々で勉強されています。

English is studied in many countries.

(3) その寺は１０００年前に建てられました。

The temple was built 1,000 years ago.

(4) その城は織田信長によって建てられましたか？

Was the castle built by Oda Nobunaga? Yes, it was.

(5) その本は江戸時代に読まれました。

The book was read during the Edo period.

(6) その本は多くの人々によって読まれています。

The book is read by many people.

(7) その本は彼女によって書かれましたか？

Was the book written by her? Yes, it was.

(8) それらの本はいつ書かれましたか？

When were the books written?

(9) その車はどこで作られましたか？。

Where was the car made?

(10) 京都は多くの人々によって訪れられていますか？

Is Kyoto visited by many people?

(11) それはその当時日本からヨーロッパにもたらされました。

It was brought from Japan to Europe at that time.

(12) 彼女は彼によってその本を与えられました。

She was given the book by him.

(13) その映画はいつ上映されましたか？。

When was the movie shown?

(14) 実際にそれはポスターのように売られました。

In fact, it was sold like posters.

(15) 私は以前はそれらについてほとんど知りませんでした。

I knew little about them before.

(16) それは何と呼ばれていますか

What is it called?

(17) どうぞ、自由にとって食べてください。

Help yourself.

(18) それはミートローフ(meat loaf)と呼ばれています。

It is called meat loaf.

(19) コーヒーはいかがですか？

Would you like some coffee? Yes, please.

はい、お願いします。
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(20) ケーキをもう１切れいかがですか？いいえ、結構です。

Would you like another piece of cake? No, thank you.

(21) それは肉からできています。

It is made from meat.

※材料が加工で変化している（見てわからない）

(22) おにぎりは米からでできています。

Onigiri is made of rice.

※材料が加工でも変化しない（見てわかる）

(23) それを気に入ってくれてうれしいです。

I'm glad you like it.

(24) 水をいただいてもよいですか？

May I have some water? Of course.

もちろんです。

(25) 相撲はレスリングの一種です。

Sumo is a kind of wrestling.

(26) それはお茶を飲むときに使われます。

It's used when you drink tea.

(27) たくさんの種類の湯飲みがあります。

There are many kinds of yunomi.

(28) 宿題は彼を疲れさせます。

Homework makes him tired.

(29) 多くの宿題は彼らを疲れさせます。

A lot of work makes them tired.

(30) そのことはぼくに日本を誇りに思わせます。

It makes me proud of Japan.

(31) このように考えるとぼくはうれしくなります。

This idea makes me happy.

(32) 私は３年間ずっと英語を勉強しています。

I have [ I've ] studied English for three years.

(33) 彼は昨年からずっと下松に住んでいます。

He has [ He's ] lived in Kudamatsu since last year.

(34) 私は２か月間ずっと犬がほしいと思っています。

I have [ I've ] wanted a dog for two months.

(35) 彼は昨日からずっと頭が痛いです。頭痛：a headache

I have [ I've ] had a headache since yesterday.

(36) 私は小学校５年生のときからずっと私の自転車を持っています。 I have [ I've ] had my bike since I was in the fifth grade.
(37) あなたは３年間ずっと英語を勉強していますか？ はい、しています。

Have you studied English for three years? Yes, I have.

(38) あなたはどのくらいの間ずっと下松に住んでいますか？ ３年間です。

How long have you lived in Kudamatsu? For three years.

(39) あなたはどのくらいの間ずっと彼と知り合いですか？ １０年間です。

How long have you known him? For ten years.

※ 出題されない

(40) あなたはどのくらいの間ずっと英語を教えていますか？ ５０年間です。

How long have you taught English? For fifty years.

※ 出題されない

(41) 彼女はどのくらいの間ずっと京都に行きたがっていますか？ 昨年からです。

How long has she wanted to go to Kyoto? Since last year.
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