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20. 結婚式にしょうたいされたんです。 

文法：passive verb（受身動詞） 

A：そういえば、友だちに結婚式にしょうたいされたんですが、日本の結婚 

式は初めてですから、よくわかりません。 

B：日本では、たいてい式があって、それからひろうえんがあります。だい 

たい３時間から 3 時間半くらいです。そのあとで、二次会と呼ばれる  

 パーティーがあります。これはレストランでするプライベートパーティーで、たいてい友達とだけします。おい 

わいは、3 万円くらいです。 

A：服はどんなのを着ればいいですか。友達には、「ふつうのドレス」と言われましたが、ぜんぜんわかりません。 

B：ドレスやワンピースを着ればいいですが、白だけや黒だけはよくないですから、もし白や黒だったら色を入れて 

ください。あとは、とても短いスカートや動物から作られている物もだめです。アクセサリーはパールのがおす 

すめです。 

A：そうですか。ありがとうございます。 
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passive verb（受身
う け み

動詞
ど う し

） 

 －When someone’s action is directed to another person, he/she can state from his/her side with this. 

    N（person）は N（person）に V 受身動詞（transitive） 

  ①先生は私をほめました。 My teacher praised me. → 私は先生にほめられました。 I was praised by my teacher. 

  ②母は私に買い物を頼みました。→ 私は母に買い物を頼まれました。 

  ③昼食のあと、上司に呼ばれました。そして、しかられました。 

  ④友達にさそわれたので、今週末は美術館に絵を見に行きます。 

 

 －When someone’s action is directed to an object belonging to another person and he/she feels annoyed or troubled, he/she can use this pattern to 

express his/her feelings. 

    N（person）は N（person）に N を V 受身動詞（transitive） 

  ①弟が私のパソコンをこわしました。  My brother broke my computer. 

   →（私は）弟にパソコンをこわされました。 I had my computer broken by my brother. 

    ×私のパソコンは弟にこわされました。 My computer was broken by my brother. 

  ②犬が私の手をかみました。→（私は）犬に手をかまれました。 

  ③弟はどろぼうに財布をとられました。 

  ④（私は）母にまんがの本を全部捨てられてしまいました。 

  ⑤（私は）子供に服をよごされました。 
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 －When you explain or provide information about the facts. 

    N は/が V 受身動詞 

  ①今夜ここでパーティーが行われます。 

  ②この英語の教科書は高校で使われています。 

  ③これは、世界中で読まれている本です。 

  ④来年、大阪で国際会議がひらかれます。 

 

 －When something which is created or discovered is stated with passive verb, the person who created or discovered it is indicated by “によって” instead 

of に. 

  ①『源氏
げんじ

物 語
ものがたり

』は紫 式 部
むらさきしきぶ

によって書かれました。 

  ②ちくおんきは 1877 年にトーマス・エジソンによって発明されました。 

 

 －When something is made from a raw material, the material is marked with から. When it’s obvious to the eye that something is made of a particular 

material, the material is marked with で. 

    N から／で つくられる 

  ①ビールは麦からつくられます。 

  ②この家は木でつくられています。 

  ③車はたくさんの部品で作られています。 
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問題 1.  例：先生は私をほめました。→ 私は先生にほめられました。 

①兄は私を怒りました。 

②課長は私をよびました。 

③イーサンは私を映画にさそいました。 

④木村さんは私を結婚式にしょうたいしました。 

⑤女の人が私に道を聞きました。 

⑥妹が私に友達をしょうかいしました。 

⑦弟が私にカナダについて質問しました。 

⑧警官が私に「ここに車を止めるな」と言いました。 

⑨ピアノが上手にひけたので、先生が私をほめました。 

⑩上田さんは私に「何が好き？」と聞きました。 

 

問題 2.  例：電車で知らない人が私の足をふみました。→電車で知らない人に足をふまれました。 

①つまが私のメールを見ました。 

②弟が私のぼうしをよごしました。 

③友達が私の自転車を使いました。 

④赤ちゃんが私のノートパソコンをこわしました。 

⑤犬が私のくつを持って行ったので、こまりました。 

⑥ねこが私の手をひっかきました。 
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問題 3.【受身動詞を使って、文を作りましょう。】 

 例：ベルが電話を発明しました。→ 電話はベルによって発明されました。 

①1925 年にベアードがテレビを発明しました。 

②1973 年にオペラハウスを建てました。 

③1924 年にパリでオリンピックを行いました。 

④石でモアイを作りました。 

⑤2025 年に大阪万博
ばんぱく

（expo）を開きます。 

⑥世界中で、村上
むらかみ

春樹
は る き

の小説を読みます。 

 

問題 4.【シチュエーションを使って、パラグラフを作りましょう。】 

  A：友達になぐられたことがありますか。 

  B：はい、あります。（お金のことでけんかした）んです。 

 

①先生が怒る 

②友達がばかにする 

③彼／彼女がふる 

④友達が笑う 
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問題 5.【シチュエーションを使って、パラグラフを作りましょう。】 

  A：どうしたんですか。 

  B：友達になぐられてしまったんです。 

  A：そうなんですか。（家族に話した）ほうがいいですよ。 

  B：大丈夫です。（もう仲直りしました）から。 

 

①どろぼうが私の家に入った 

②だれかが私の財布をぬすんだ 

③ルームメイトが部屋をよごした 

④きらいな人が私をデートにさそった 


