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（1） loved

（2） cleaned

（3） taught

（4） broken

（5） made

（1） wasn’t used

（2） weren’t cleaned

（3） weren’t invited

（4） Were helped

（5） I was

（6） Were seen

（7） they weren’t

（1） covered with

（2） pleased
with

[at／ about]

（3） interested in

（4） known to

（5） made of
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（1） That girl is loved by Taro .

（2） These rooms are cleaned by Yuki .

（3） The dog is liked by everyone .

（4） The cake was made by Mika .

（5） The doors were opened by Kate .

（1）① Is ② opened

（2）① isn’t ② heard

（3）① Are ② spoken

（4）① weren’t ② invited

（5）① Are ② visited

（1） am called

（2） was given

（3） were told

（4） was used

（5） is spoken
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（1） given

（2） of

（3） used

（4） was loved

（5） singing

（1） my father.

（2） countries.

（3） David .

（4） .

（5） Junko.

（6） ?

（7） in English ?

These chairs were made by

English is spoken in many

was called Dave by everyone

Paper is made from wood

That door was not closed by

Is Tom interested in music

What is this flower called

（1） was written

（2） is spoken

（3） were found

（4） are sold

（5） was read

（6） was taken

［解説］

（5） 　文末の〈by ～〉は「～のすぐそばで」の意味である。受動態の文で
はない。
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（1） was given

（2） taught by

（1）What ?

（2）When ?

song is sung in your class

was this room cleaned

（1） seen

（2） brought

（3） spoken

（4） wrote

（5） born on

（6） were made

（7）
Was the

museum built

（8） interested in

［解説］

（5）　〈be born〉＝「生まれる」
　　   〈on ＋ 日付〉
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