
３年 英語 Program１（２）：教科書ｐ１０ 

Practice （練習問題） 
１．日本文に合うように、（   ）内から適する語を選び、○で囲みなさい。 
 
(1)  この本は多くの生徒たちに愛されています。 

  This book （is ／ am ／ are）loved by many students． 
 

(2)  この家は２年前に建てられました。 
  This house （ was ／ is ）built two years ago． 

 
(3)  この公園は、たくさんの人々に訪れられます。 

  This park is visited （ in  ／ by ／ at ）many people． 
 
２．日本文に合うように、（   ）に適する語を１つずつ書きなさい。 
 
(1)  この店は８時に開店します。（開かれます） 

  This store （    ）（    ）at eight． 
 
(2)  これらの部屋は多くの生徒たちによって使われます。 

  These rooms （    ）（    ）by many students． 
 
(3)  このケーキは美紀によって作られました。 

  This cake （    ）（    ）by Miki． 
 
３．次の英文を【   】内の指示に従って書きかえなさい。 
(1)  Many people visit Tokyo．【 下線部を主語にして「～される」の文に 】 
   Tokyo （    ）（    ）（    ）many people． 

受 動 態  

【形】 be 動詞（is・am・are・was・were）＋ 過去分詞 

              現在形      過去形 

【意味】～される（現在形） ～された（過去形） 

【例文】①The store is closed at ten.    そのお店は１０時に閉められます。 

           受動態 

②This computer is used by many people．このコンピュータはたくさんの 
            ～によって        人々によって使われています。 
 
③The car was used by Tom．    その車はトムによって使われました。 

          過去形 



 
 
 

☆動詞の過去分詞形の作り方 

 
○規則動詞（過去形にするとき ―ed をつける動詞のこと）→過去形と過去分詞の形は同じ形 
 
【例】 
 意 味 原形／現在形 過去形 過去分詞形 

１ する play played played 

２ 訪問する visit visited visited 

３ そうじする clean cleaned cleaned 

４ 使う use used used 
 
 
 
○不規則動詞 （過去形にするとき―ed をつけず、現在形とは形が変わるもの） 
                           →過去分詞形もーed はつかない 
【例】 
 意 味 原形／現在形 過去形 過去分詞形 

１ 建てる build built built 

２ 持つ、開催する hold held held 

３ 書く write wrote written 

４ 歌う sing sang sung 

５ 見る see saw seen 

６ 照らす light lit lit 

７ もっていく take took taken 

８ 育つ grow grew grown 

９ 食べる eat ate eaten 

10 来る come came come 

11 読む read read read 

1２ ～です be（原形）is・am was   been 

1３ ～です be（原形）are were been 
 

＊ №６までの動詞は、２年生の時に過去形・過去分詞形を確認ずみ 
 
 
 
 

お助けプリント 



３年 英語 Program１（１）：教科書ｐ８ 

Practice （練習問題） 
１．日本文に合うように、（   ）内から適する語を選び、○で囲みなさい。 
 
(4)  この本は多くの生徒たちに愛されています。 

  This book （is ／ am ／ are）loved by many students． 
 

(5)  この家は２年前に建てられました。 
  This house （ was ／ is ）built two years ago． 

 
(6)  この公園は、たくさんの人々に訪れられます。 

  This park is visited （ in  ／ by ／ at ）many people． 
 
２．日本文に合うように、（   ）に適する語を１つずつ書きなさい。 
 
(4)  この店は８時に開店します。（開かれます） 

  This store （  is  ）（ opened  ）at eight． 
 
(5)  これらの部屋は多くの生徒たちによって使われます。 

  These rooms （ are   ）（ used  ）by many students． 
 
(6)  このケーキは美紀によって作られました。 

  This cake （ was   ）（ cooked  ）by Miki． 答え：【was made でも OK！】 
 
３．次の英文を【   】内の指示に従って書きかえなさい。 
(1)  Many people visit Tokyo．【 下線部を主語にして「～される」の文に 】 
   Tokyo （ is   ）（ visited  ）（  by  ）many people． 

受 動 態  

【形】 be 動詞（is・am・are・was・were）＋ 過去分詞 

              現在形      過去形 

【意味】～される（現在形） ～された（過去形） 

【例文】①The store is closed at ten.    そのお店は１０時に閉められます。 

           受動態 

②This computer is used by many people．このコンピュータはたくさんの 
            ～によって        人々によって使われています。 
 
③The car was used by Tom．    その車はトムによって使われました。 

          過去形 


