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コミニカ英語教材(基礎編)

2年　第2級
①　受身形の用法 [学習] ‥‥ 3 ~ 4

②　不規則変化動詞の過去形・過去分詞形　１　　 [学習] ‥‥ 5 ~ 6

③　不規則変化動詞の過去形・過去分詞形　２ [学習] ‥‥ 7 ~ 8

CD ④　受身形の用法　現在形　肯定文 [語順] ‥‥ 9 ~ 10

CD ⑤　受身形の用法　現在形　否定文 [語順] ‥‥ 11 ~ 12

CD ⑥　受身形の用法　現在形　疑問文 [語順] ‥‥ 13 ~ 14

CD ⑦　受身形の用法　過去形　肯定文　 [語順] ‥‥ 15 ~ 16

CD ⑧　受身形の用法　過去形　否定文 [学習] ‥‥ 17 ~ 18

CD ⑨　受身形の用法　過去形　疑問文 [語順] ‥‥ 19 ~ 20

CD ⑩　受身形の用法　by以外の前置詞を用いるもの　肯定文　　 [語順] ‥‥ 21 ~ 22

CD ⑪　受身形の用法　by以外の前置詞を用いるもの　疑問文 [語順] ‥‥ 23 ~ 24

CD ⑫　能動形から受身形への書きかえ　現在形・肯定形　 [文法] ‥‥ 25 ~ 26

CD ⑬　能動形から受身形への書きかえ　現在形・否定形 [文法] ‥‥ 27 ~ 28

CD ⑭　能動形から受身形への書きかえ　現在形・疑問形 [文法] ‥‥ 29 ~ 30

CD ⑮　能動形から受身形への書きかえ　過去形・肯定・否定・疑問 [文法] ‥‥ 31 ~ 32

【学習の手引き】 　

(1) 「学習」の項目は、プリントをよく読んで理解しましょう。
(2) 「語順」「英作」「応答」などの項目では、声を出しながら問題を解き、英作文にチャレンジ

しよう。
(3) なれてきたら、完成文だけを書いてもいいです。
(4) 完成文まで書き終えたら、あなたが作った英文をネイティブスピーカーはどう発音するか、CD

で何度も聞き、あなたも後について読みましょう。

(5) 各級を終えたら、今度はCDだけ聴き、日本語の読み上げに続いて、すぐに英語で言ってみま
しょう。

Copyright (c) by Nakajima Taichiro  
First Edition 1989   Second Edition 2001 Third Edition 2009
【ご注意】当教材は個人使用に限り、コピーを許可しています。

塾や学校及びグループで使用される場合は、必ず当研究会の許可を得てください。

もし無断で使用された場合は、著作権の侵害となります。
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単語表　2年2級で登場する単語 　

【名詞など】 【形容詞など】※動詞の過去分詞形

□□オーストラリア Australia[オーストレイりヤ]　 □□信じられて believed > believe

□□バイク bike　[バイク] 　 □□生まれて born  > bear

□□バター butter　[バタ] 　 □□建てられて built  > build

□□中国語 Chinese　[チャイニーズ] 　 □□閉じられて closed  > close

□□国 country　[カントリ] □□料理されて cooked  > cook

□□イギリス England 　[イングらンド]　 □□おおわれて covered  > cover

□□フランス語 French　[フレンチ] □□混雑して crowded  > crowd

□□試合 game　[ゲイム] 　 □□発見されて discovered  > discover

□□日本語 Japanese　[ヂぁパニーズ] 　 □□運転されて driven  > drive

□□山 mountain　[マウンテン] 　 □□興奮して excited  > excite

□□知らせ news　[ニューズ] □□満たされて filled  > fill

□□親 parent 　[ペーレント]　 □□見つけられて found  > find

□□両親 parents　[ペーレンツ] □□助けられて helped  > help

□□人々 people　[ピープる] 　 □□興味がある interested  > interest

□□写真・絵 picture　[ピクチャ] 　 □□殺されて killed  > kill

□□警察官 policeman　[ポりースマン] 　 □□知らされて known  > know

□□歌手 singer　[スィンガー] □□愛されて loves  > love

□□星 star 　[スター]　 □□作られて made  > make

□□店 store　[ストー] □□開かれて opened  > open

□□物語 story　[ストーリ] 　 □□描かれて painted  > paint

□□通り street　[ストリート] 　 □□プレイされて played  > play

□□かさ umbrella　[アンブレら]　 □□喜んで pleased  > please

□□木・材木 wood　[ウッド] □□読まれて read  > read

 　 □□見られて seen  > see

【動詞など】 □□売られて sold  > sell

□□生みだす bear　[ベアー] 　 □□話されて spoken  > speak

□□閉める close　[クろウズ] 　 □□止められて stopped  > stop

□□おおう cover　[カバー] 　 □□研究されて studied  > study

□□群がる crowd　[クラウド] □□歌われて sung  > sing

□□発見する discover　[ディスカバー] 　 □□驚かされて surprised  > surprise

□□興奮させる excite　[エクサイト] □□撮られて taken  > take

□□満たす fill　[フィる] □□使われて used  > use

□□見つける find 　[ファインド]　 □□訪問されて visited  > visit

□□殺す kill 　[キる]　 □□洗われて washed  > wash

□□喜ばす please　[プりーズ] □□書かれて written  > write

□□驚かす surprise　[サプライズ] 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課題　 受身形の用法              　　　　　　　　　 　      学習日__月___日

 評価　A・B・C確　　認　　学　　習２年・第2級 ①

　　シィ　　イズ　らブド　　　バイ　ルーシー

【基本文】  She is loved by Lucy.
彼女はルーシーに愛されます

[１]　受身形 肯定文
つぎの２つの文を見てください。

私はボールをける ボールはけられる

kickは「ける」という動詞ですが、「私は」という立場から言えば、「ボールをける」という
ことになり、一方「ボールは」という立場から言えば、「けられる」ということになります。
このように、「~が~する」とい文を能動形の文、「~が~される」という文を受身形の文と
言います。
受身形の文で、行為者(例えば、ボールをけったもの)をあらわす場合には、前置詞by(~に
よって)をつかいます。

I  kick a ball. A ball is kicked.

(受身形のしくみ)
A ball  is       kicked by me.
ボールは存在する　私によってけられて

→　ボールは私にけられる

She is     loved by Lucy.
彼女は存在する　ルーシーによって愛されて

→　彼女はルーシーに愛されている

受身形の文は、<~は　ドンナだ文>の仲間で、ドンナだの部分は̃ed形動詞フレーズとなり
ます。ここで大切なことは、この̃ed形動詞フレーズは時制はあらわさず、be動詞の部分で
時制をあらわすことです。したがってbe動詞が過去形になると、過去の受身形の文となります。

[英文の生産]
Loved by Lucy. She is loved by Lucy.
ルーシーに愛されて  ----> 彼女はルーシーに愛されている

Loved by Lucy. She was loved by Lucy.
ルーシーに愛されて  ----> 彼女はルーシーに愛されていた
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[Ⅱ]　受身形 否定文

受身形の文の否定形といっても、be動詞の文とまったく同じです。

[英文の生産]
Loved by Lucy. She is not loved by Lucy.
ルーシーに愛されて  ---->彼女はルーシーに愛されていない

Loved by Lucy. She was not loved by Lucy
ルーシーに愛されて  ----> 彼女はルーシーに愛されていなかった

[Ⅲ]　受身形 疑問文

また受身形の文の疑問形といっても、be動詞の文とまったく同じです。

[英文の生産]
Loved by Lucy? Is she loved by Lucy?
ルーシーに愛されて  ----> 彼女はルーシーに愛されていますか?

(応答) *ねこを人間扱いにして、sheで受けています。

Yes, she is.       /   No, she isn't.
はい、そうです いいえ、そうではありません

[英文の生産]
Loved by Lucy? Was she loved by Lucy?
ルーシーに愛されて  --> 彼女はルーシーに愛されていましたか?

(応答)

Yes, she was.       /   No, she wasn't.
はい、そうでした いいえ、そうではありませんでした

[参考]　ドンナだ文のいろいろ

(1)補語が形容詞のもの

She is happy. 彼女、幸せよ

(2)補語が̃ing形動詞フレーズのもの(進行形)

She is running. 彼女、走っているよ

(3)補語が̃ed形動詞フレーズのもの(受身形)

She is loved. 彼女、愛されてるよ

*このsheは、「ねこ」のことです。
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課題　 不規則変化動詞の過去形と̃ed形(過去分詞形) その１　    学習日__月___日

 評価　A・B・C確　　認　　学　　習２年・第2級 ②

̃ed形動詞フレーズをつくる動詞の過去分詞形には、dやedをつけて過去分詞形にする規則変化
と、不規則変化をするものの、２種類があります。

(kissは規則変化)

She is kissed by Lucy.
彼女は(ふだん)ルーシーにキスをされます

(holdは不規則変化)

She  is held by Lucy.
彼女は(ふだん)ルーシーに抱かれます

料理するcookingcookedcookedcook(s)

描くpaintingpaintedpaintedpaint(s)

勉強するstudyingstudiedstudiedstudy,studie

訪問するvisitingvisitedvisitedvisit(s)

愛するlovinglovedlovedlove(s)

好むliking *likedlikedlike(s)

使うusinguseduseduse(s)

遊ぶ、~するplayingplayedplayedplay(s)

cook

paint

study

visit

love

like

use

play

意　味̃ing形̃ed形過　去　形現　在　形原　形

規則変化動詞

作るmakingmademademake(s)make

ユウするhavinghadhadhave, hashave

売るsellingsoldsoldsell(s)sell

告げる、言うtellingtoldtoldtell(s)tell

言うsayingsaidsaidsay(s)say

聞くhearingheardheardhear(s)hear

　１. 語尾がde, deとなるもの

意　味̃ing形̃ed形過　去　形現　在　形原　形

不規則変化動詞


