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受け身・make 復習プリント １

【１】次の表をうめなさい。

意味 原形 過去形 過去分詞

～を勉強する study studied studied

～を訪れる visit visited visited

～を作る make made made

～を建てる build built built

～を読む read read read

～を書く write wrote written

～を持ってくる bring brought brought

～を示す、見せる show showed shown

～を与える give gave given

～を売る sell sold sold

～を知る know knew known

【２】次の日本語にあうように( )に適語を入れて英文を完成しなさい。
(1) その本は今世界中で読まれています。

( The book is read ) around the world now.
(2) 浮世絵の版画は世界中で売られました。

Ukiyo-e prints ( were sold ) around the world.
(3) 《難問》彼は世界中で知られている

He ( is known ) around the world.
(4) その本は江戸時代に読まれました。

( The book was read during ) the Edo period.
(5) この本は世界中で売られています。

This book ( is sold ) around the world.

(6) これらの本は英語で書かれています。

( These books are written in ) English.
(7) その本はどこで売られていますか？

( Where is the book sold )?
(8) この本読むと悲しくなる。← この本は私を悲しくさせる。

( This book makes me sad ).
(9) この音楽を聞くと悲しくなる。← この音楽は私を悲しくさせる。

( This music makes me sad ).
(10) たくさんの仕事は彼を疲れさせる。← たくさんの仕事をすると彼は疲れる。

( A lot of work makes him tired ).
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(11) 彼の言葉(words)は私たちをうれしくさせた。← 彼の言葉を聞いて私たちはうれしくなった。

( His words made us happy ).
(12) オーストラリアでは英語が使われていますか？ はい、使われています。

( Is English used in Australia )?

Yes, ( it is ).
(13) この部屋は昨日使われました。

( This room was used yesterday ).
(14) この車は５０年前に作られました。

( This car was made fifty years ago ).
(15) この城は織田信長によって建てられましたか？

( Was this castle built by ) Oda Nobunaga?
はい、建てられました。

Yes, ( it was ).
(16) この本はいつ書かれましたか？

( When was this book written )?
(17) 季節が変わることはあなたを悲しくしますか？

( Does ) the change of seasons ( make you sad )?
(18) 彼はその賞を与えられました。

( He was given ) the prize.
(19) これらの本は多くの人に読まれていますか？ はい、読まれています。

( Are these books read by many people )?

Yes, ( they are ).
(20) その本は明治時代に読まれましたか？ はい、読まれました。

( Was the book read during ) the Meiji period?

Yes, ( it was ).
(21) 彼女はこのカバンを与えられるでしょう。

( She will be given this bag ).
(22) それらは日本からヨーロッパに持ってこられました。

( They were brought from ) Japan ( to ) Europe.
(23) 京都は多くの人々によって訪れられますか？

( Is Kyoto visited by many people )?
はい、訪れられます。

( Yes ), ( it is ).

／２３点
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