Miyagi English Library ★★★

⁑Date

．

⁑

First Japanese Travelers Around the World【Practice】
Goal

「受け身」の表現について理解を確かにしよう。

１ 次の会話文を読んで，空欄に入る最も適切なものを選択肢の中から１つ選び，記号に○を付けましょう。
⑴ A: I’m sorry, I didn’t understand what you said.

B: Oh, I used zu-zu-ben. It is ( ア speak

イ spoke

ウ spoken

in Miyagi.

エ speaking )
※ ｚu-zu-ben ズーズー弁

⑵ A: It’s delicious. I like it. What is this dish called?

B: It is called imoni. Imoni is often ( ア make

イ making

ウ makes

in Miyagi.

２

エ made )
※ imoni 芋煮

次の会話のやりとりには，A と B のどちらかに発話の誤りが 1 か所あります。その誤りがある文を正しい文に
書き換えましょう。

⑴ A: What’s that?

※ Musubimaru むすび丸 宮城県の観光 PR キャラクター

B: It is the mascot of Miyagi prefecture. It call Musubimaru.

⑵ A: Do you know Godaido Temple?

※ Godaido 五大堂

B: Yes. Godaido Temple built in 1604.

３

あなたは宮城県の広報担当で，冷やし中華を説明するメモを作成しています。（「It（それは）」で始まる
文）を

内の動詞を使って３文書きましょう。

invent 考案する sell 売る
make 作る

call 呼ぶ

eat 食べる love 愛する

It
It
It

7 問中
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⁑Date

⁑

First Japanese Travelers Around the World【Practice】
Goal

【解答例】

「受け身」の表現について理解を確かにしよう。

受け身の文

be 動詞

＋

過去分詞

「～される」「～れる」「～られる」

（am, are, is, was, were） （-ed, 不規則動詞）

「～された」「～れた」「～られた」

１ 次の会話文を読んで，（ ）に入る最も適切なものをア～エの中から１つ選び，記号に○を付けましょう。
is spoken 話される

⑴ A: I’m sorry, I didn’t understand what you said.

B: Oh, I used zu-zu-ben. It is ( ア speak

イ spoke

ウ spoken

エ speaking )

in Miyagi.
⑵ A: It’s delicious. I like it. What is this dish called?

B: It is called imoni. Imoni is often ( ア make

is made 作られる

イ making

ウ makes

エ made )

in Miyagi.

２

次の会話のやりとりには，A と B のどちらかに発話の誤りが 1 か所あります。その誤りがある文を正しい
文に書き換えましょう。
⑴ A: What’s that?

B: It is the mascot of Miyagi prefecture. It call Musubimaru.
It is called Musubimaru.

「それはむすび丸を呼ぶ」→「それはむすび丸と呼ばれる」

⑵ A: Do you know Godaido Temple?

B: Yes. Godaido Temple built in 1604.
「五大堂は建てた」→「五大堂は建てられた」

Godaido Temple was built in 1604.

３

あなたは宮城県の広報担当で，冷やし中華を説明するメモを作成しています。（「It（それは）」で始まる
文）を

内の動詞を使って３文書きましょう。
invent 考案する sell 売る
make 作る

call 呼ぶ

eat 食べる love 愛する

（例） It was invented in Sendai.

It is sold all over Japan.

It is called hiyashi-chuka.

It is made in some restaurants.

It is eaten mainly in summer.

It is loved by many Japanese people.

7 問中

