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Listen and Speak!  らくらく英検２級 

    ～ 英語ができる人になる ～ 

 

第 3 回 What is stressed or not stressed in Passive Voice  日本語訳  

 

 

 ＊ はじめに ＊ 

 

 この番組は英検でおなじみの、日本英語検定協会がお送りする、すべての『英語ができる人』

になりたい人たちのための番組です。これから英検２級や準２級を目指す人はもちろん、さら

にその上を目指して、本当に『英語ができる人』になりたいというあなたにとって必ず役にた

ちますよ。後半はちょっと難しかったり、大変だったりするかもしれませんが、私、伊藤太と

頼れるパートナーの Gary Scott Fine がしっかり『英語ができる人』になりたいあなたをサポ

ートします。 

 

  はい、この番組はあなたが英検の試験で合格するのに役立つだけではなく、あなたの英語力、

とくに聞く力と話す力を高めるのに役立つことでしょう。しかし、この番組の本当の目的は英

語そのもの以上のものを学びとるお手伝いをすることです。 

 

  私たちはあなたが英語ができるかどうかだけではなく、あなたが英語を使って何ができるかに

興味をもっています。 

 

  

 

 

 

 

Program Number 3   “What is stressed or not stressed in Passive Voice” 

 

今回のタイトル “What is stressed or not stressed in Passive Voice” の voice は「声」ではなく

て、文法用語の「態」という意味です。passive は「受け身の」という意味ですから、 英語では

「受動態」のことを“Passive Voice” と言うんですね。ちなみに、「能動態」は “Active Voice”と

いいます。ですから、今回のタイトル “What is stressed or not stressed in Passive Voice” は、

「受動態で強調されるものとされないもの」という意味です。 今回は「能動態を受動態に書き換

える」という「日本的発想」から離れて、もっと楽しく “Passive Voice” の本質を学んで行きま

す。さあ、それではその辺りも意識して、まずはゲーリーと私の会話を聞いて下さい。この後の

エクササイズのヒントになるかもしれないので、しっかり聞いてくださいね。 
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■Introduction （導入） 

F: もう本当にがっかりだよ。 

G: どうしたんだい、フトシ。 

F: 野球の試合を見るために今朝３時に起きたんだ。ダルビッシュの登板だったんだけど、結局負

けちゃったんだよね。全く見る価値がなかったよ。ああ、もうすごく眠いよ。 

G: フトシ、君はビデオレコーダーを持ってないのかい。テレビの生放送でみなくてもよかったん

じゃないの。 

F: 何を言ってるんだよ、ゲーリー。こういう大きなスポーツイベントはライブで見なきゃダメだ

よ。ダルビッシュは世界最高のピッチャーなんだから。 

G: ふーむ。君の言いたいことは分かるよ。ダルビッシュが世界一かどうかは別にして、僕はテレ

ビでワールドシリーズの全試合を、「ライブ」と言える条件で見るつもりなんだ。   

F: 何だって。おい、殆どの試合は君が働いている時間帯に行われるし放送されるよね。アメリカ

と日本には時差があるんだから。君は仕事中に殆どの試合を見たらクビになっちゃうよ。  

G: 心配無用だよ、フトシ。僕は全試合を録画して、その後で見るからさ。  

F: それじゃ、全くライブじゃないよ。 

G: ふふふ、僕はワールドシリーズの期間中はずっとビデオを見るまでは誰とも話をしないし、コ

ンピュータも開けない。それから、試合結果が分かりそうなものは一切見ないんだよ。家に帰

ったら、窓を全部閉めてカーテンも全て閉める。それで、試合がまるでライブで行われている

ようにしてビデオを見るんだ。どう思う。  

F: ええっ、ずうっと誰とも口をきかないでコンピュータも開けないわけかい。どうやって仕事を

するんだよ。それじゃ結局、君はクビになっちゃうよ。 

G: おっと、受動態を使ったね。 

F: ああそうだよ。君は解雇されるってね。 

G: 誰に（解雇）されるんだい、フトシ。 

F: 君が勤めてる大学にだよ。 

G: ハッハッハ、だけど僕は大学で「誰によって」解雇されるんだい。 

F: 君は…経営陣の誰かに解雇される… 

G: いやいや、正確に「誰によって」かな。「誰が」僕をクビにするんだい。 

F: そんなことは重要な事じゃないだろう。大事なのは誰がクビにするかじゃなくて、誰がクビに

されるかだよ。ああ、そうか、待てよ。君が言いたいことにたった今気がついたよ。「受動態

では、大抵の場合、『動作主』つまり、実際にその行為を行う人、は重要ではない」ってこと

だね。 

G: その通り。さあ、この辺でスポーツの話は止めにして受動態の実際の使い方を学ぶことにしよ

うか。 

F: ああ、そうだね。いい考えだ。 

G: それじゃあ、フトシ、今日のエクササイズを始めようか。 

F: そうだね。それでは… 

G/F: 始めよう！ 
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１ Exercise 1  dialogue （対話） 

 

これから流れる男女の対話を聞いて、後の問いに答えて下さい。これから流れる対話は過去の英

検に出題されたリスニング問題の 1 つです。実際の問題は、対話を聞いてから適当な選択肢を選

ぶ形式ですが、ここではちょっと頑張って、ゲーリーの質問に自分の言葉を使って英語で答えて

みるようにして下さい。いいですか、もう一度言いますよ。対話を聞いた後、ゲーリーの質問に

自分の言葉で答えて下さいね。二次試験の面接対策にもなりますし、とても役に立ちますよ。そ

れでは、始めます。 

 

対話を聞いて次の質問に答えなさい。 【2012 年度第 3回準 2級第 14 問】 

女性: 恐れ入ります。この美術館では写真撮影は認められておりません。 

男性: 実は、私は雑誌「現代美術」の記者で、これらの写真を撮るように依頼されているんで

す。ここの館長から頂いた手紙を持っていますが。 

女性: 拝見してもよろしいですか。 

男性:もちろん。ちょうどこのカバンの中にありますよ。 

  

次の問いに自分の言葉で答えなさい。 

 質問：なぜこの女性は男性に写真を撮らないよう言ったのですか。 

 

それでは、語彙と会話の表現について確認をしましょう。 

 

語彙と表現を学ぼう 

私の日本語を聞いて、ゲーリーに続いて英語で発音して下さい。 

1. ～するのを許可される、～してもよい be allowed to ～ 

2. 美術館    art gallery 

3. ちょうどここに   right here 

 

さて、ほんの少しだけ会話の内容に触れてみましょう。場所は美術館、女性の係員が館内で写真

を撮っている男性に対して、 “I’m sorry, sir. You are not allowed to take pictures here.”と受動

態の表現を使って話しかけていますね。その後の男性の反応に注意しましょう。それから、ゲー

リーの質問のしかたにも注意して、答え方を考えて下さいね。 

さあ、それではもう一度よく聞いて、ゲーリーの質問に英語で答えるように頑張ってみましょう

ね。 
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対話を聞いて次の質問に答えなさい。 【2012 年度第 3回準 2級第 14 問】 

女性: 恐れ入ります。この美術館では写真撮影は認められておりません。 

男性: 実は、私は雑誌「現代美術」の記者で、これらの写真を撮るように依頼されているんで

す。ここの館長から頂いた手紙を持っていますが。 

女性: 拝見してもよろしいですか。 

男性:もちろん。ちょうどこのカバンの中にありますよ。 

 

次の問いに自分の言葉で答えなさい。 

 質問：なぜこの女性は男性に写真を撮らないよう言ったのですか。 

 

 

■不完全な解答例 

さあ、どうでしたか。なかなか自分で考えて答えるのは難しいかもしれませんね。それでは、私

が不完全な解答例を示しますので、どこを直したらいいか考えながら聞いて下さい。その後すぐ

にゲーリーのモデルアンサーが流れますから、集中してくださいね。 

 

次の解答例を聞いて、それを自分で直してみましょう。  

Because the man was taking these pictures. 

その男性はこれらの写真（ここにあるものの写真）を撮っていたから。 

 

 

■模範解答 

それでは、ゲーリーのモデルアンサーを聞いて下さい。 

 

模範解答を聞いて、大事な点を考え、自分の答えと比較して下さい。 

Because she didn’t know that he was a writer from an art magazine, who had been asked 

to take pictures in the gallery. 

  彼女は彼が美術誌の記者で、館内で写真を撮るよう依頼されていたのを知らなかったから。 

 

はい、私の解答例の何がいけないか分かりましたか。私の解答例では放送された音声 “these 

pictures” をそのまま使っていますが、これは二次の面接試験でもよくある間違いです。注意して

下さいね。今我々の目の前に絵は存在していないので、 “these” は不自然です。 

また、男性が写真を撮っている理由を知っていれば、係員の女性は声をかける必要がありません。

ですから、 “Why did the woman tell the man?” の問いにはゲーリーのモデルアンサーのように、 

“Because she didn’t know”と彼女がそうした事情を知らなかったからと答えるのが正解です。 

それから、オープニングの内容を思い出してみましょう。みなさんは、「受動態は能動態を be 動

詞＋過去分詞を使って書き換えたもの」という固定観念を持っていませんか。 “In most cases, the 

Passive Voice is used when the agent is not important.” つまり、“You’ll be fired.” と言ってい
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るとき、 重要なのは「あなたが “fired” 解雇されること」であって、「誰が “fire”するのか」、「fire

する人」つまり、「“the agent” 動作主」は重要ではありません。同じように “You are not allowed 

to take pictures.” の場合も、あくまで焦点は “You are not allowed” であって、「 “allow”する人」

ではありません。決まりきった文法から少し離れて、こうした表現方法の本当の意味を考えるの

もきっと「英語ができる人」になりたいあなたの役に立ちますよ。 

 

 

２ Exercise 2  passage （文章） 

 

このエクササイズでは、短い文章が読まれた後にゲーリーが２つ質問をしますので、自分の言葉

で答えて下さい。主語と正しい答え方に注意して、聞かれたことに対してまっすぐ答えて下さい

ね。 

 

英文を聞いて次の２つの質問に答えなさい。 【2012 年第 3回 2級第 25 問】 

オリビアは職場のゴミ箱を見るたびに、その中に入っているリサイクル可能な製品の数に驚

いていました。会社にはリサイクル用の回収容器がありましたが、ゴミ箱から離れたところに

あったので、それらを使う人は殆どいませんでした。オリビアは上司にそれらリサイクル用の

回収容器をゴミ箱の脇に置くことが可能かどうか尋ねました。  

 

次の質問に自分の言葉で答えなさい。 

質問１：オリビアは会社のリサイクル用回収容器が十分に使われないのはなぜだと考えましたか。 

質問２：現在、その会社でより多くのものがリサイクルされている理由は何ですか。 

 

さあ、きちんと聞き取れましたか。それでは、少し語彙と英文の表現を確認しましょう。 

 

語彙と表現を学ぼう 

私の日本語を聞いて、ゲーリーに続いて英語で発音して下さい。 

1. ～するときはいつも  every time ～ 

2. ゴミ箱   trash can 

3. リサイクル可能な製品  recyclable item 

4. リサイクル用の回収容器 recycling bin 

5. ～遠く離れた   far away from ～ 

 

それでは、答え方について少しヒントを出しますね。初めの質問、“Why did Olivia think the 

recycling bins in her company were not used enough?” ですが、 “the recycling bins were not 

used enough” となっている理由について、オリビアは“Why” なぜだと考えたのでしょう。彼女

が考えた理由を、“She thought that was because ～.” という形で答えるのが適当です。後の質

問も理由を尋ねています。こちらは、 “What is the reason?” というきき方ですから、 “The 
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reason is that ～.” “It is that ～.” または、 “It is because ～.” と答えるのが適当ですね。 

 

英文を聞いて次の２つの質問に答えなさい。  【2012 年第 3回 2級第 25 問】 

オリビアは職場のゴミ箱を見るたびに、その中に入っているリサイクル可能な製品の数に驚

いていました。会社にはリサイクル用の回収容器がありましたが、ゴミ箱から離れたところに

あったので、それらを使う人は殆どいませんでした。オリビアは上司にそれらリサイクル用の

回収容器をゴミ箱の脇に置くことが可能かどうか尋ねました。  

 

次の質問に自分の言葉で答えなさい。 

質問１：オリビアは会社のリサイクル用回収容器が十分に使われないのはなぜだと考えましたか。 

質問２：現在、その会社でより多くのものがリサイクルされている理由は何ですか。 

 

 

■模範解答 

模範解答を聞いて、自分の答えと比べて下さい。 

質問１：オリビアは会社のリサイクル用回収容器が十分に使われないのはなぜだと考えましたか。 

それはリサイクル用回収容器がゴミ箱から離れていたからだと彼女は考えました。  

 

質問２：現在、その会社でより多くのものがリサイクルされている理由は何ですか。 

それはリサイクル用回収容器がゴミ箱の近くにあるから。 

   または、 

 その理由はリサイクル用回収容器がゴミ箱の脇に置かれているから。 

 

さあ、どうでしたか。きき方に対して答え方をしっかり合わせる、というのも「英語ができる人」

になる大切なポイントの１つです。よく注意して下さいね。 

 

 

■英文を使った反復練習 

さあ、ここからは、放送された英文について Repetition Drill を行います。repetition は反復で

したね。ポーズの間にゲーリーの英語をできるだけそっくりに真似してみましょう。単語の発音

だけでなく、イントネーションや雰囲気も真似して下さいね。 

 

1) 反復練習 

それぞれにポーズの間に反復して下さい。何度も繰り返して練習して下さいね。そうすれば、き

っともっと上手くできるようになりますよ。 

準備はいいですか。それでは、始めます。  

 

Every time Olivia saw the trash cans in her office, / 
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she was surprised by the number of recyclable items in them. // 

The company had recycling bins, / 

but they were far away from the trash cans, / 

so few people used them. // 

Olivia asked her boss / 

if she could put the recycling bins beside the trash cans. // 

He said it was OK to move them, / 

and now more things are being recycled. // 

 

どうでしたか。上手に真似ができると楽しいですね。さあ、次は「英語ができる人」は必ずと言

っていいほど練習するシャドーイングにいきます。私が実際、少しシャドーイングのお手本を示

しますね。ゲーリーの後に続いてシャドーイング、つまり、ゲーリーの言葉の影を追うような形

で、聞きながらゲーリーの言葉を真似していきます。 

 

2) シャドーイング練習 1 

聞きながら、それぞれのパートごとにシャドーイングして下さい。 

(G → F) 

Every time Olivia saw the trash cans in her office, / 

she was surprised by the number of recyclable items in them. // 

The company had recycling bins, / 

but they were far away from the trash cans, / 

so few people used them. // 

Olivia asked her boss / 

if she could put the recycling bins beside the trash cans. // 

He said it was OK to move them, / 

and now more things are being recycled. // 

  

要領はつかめましたね。次は実際に自分で shadowing にチャレンジして下さい。shadowing は

自分で speaking をするという負荷をかけながら listening をするので、筋トレと同じように「耳

トレ」になります。必ず listening の能力が向上しますので、できるまで何度でも繰り返して下さ

い。 

聞く音声の方を大きくして、自分の声はあまり聞こえないようにすると一層効果が上がりますよ。 

 

2) シャドーイング練習 1 

聞きながら、それぞれのパートごとにシャドーイングして下さい。 

準備はいいですか。それでは、始めます。 

Every time Olivia saw the trash cans in her office, / 

she was surprised by the number of recyclable items in them. // 
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The company had recycling bins, / 

but they were far away from the trash cans, / 

so few people used them. // 

Olivia asked her boss / 

if she could put the recycling bins beside the trash cans. // 

He said it was OK to move them, / 

and now more things are being recycled. // 

 

どうですか。できるようになるとすごく楽しいし、やりがいがあるでしょう。次はセンテンスの

途中に区切りはありませんよ。各センテンスの間も短いですから、一気にパッセージ全体をシャ

ドーイングできるように頑張ってくださいね。できたらとても達成感が得られますよ。 

 

3) シャドーイング練習 2 

センテンスの全体を最初から最後までシャドーイングして下さい。何度も練習して下さいね。き

っと達成感が味わえるはずです。 

準備はいいですか。それでは始めます。 

 

Every time Olivia saw the trash cans in her office, she was surprised by the number of 

recyclable items in them. // 

The company had recycling bins, but they were far away from the trash cans, so few people 

used them. // 

Olivia asked her boss if she could put the recycling bins beside the trash cans. // 

He said it was OK to move them, and now more things are being recycled. // 

 

 

 

３ Challenge  passage & opinion （文と意見） 

 

さて、いよいよ最後のエクササイズ、チャレンジのコーナーです。ここからは一気に英語だけで

進めて行きますから、しっかり集中してくださいね。 

 

次の英文を聞いて、ゲーリーの質問に答えて下さい。【2012 年第 2 回 準 2 級 第 21 問】 

昨日学校から帰る途中、タカコは自転車から落ちて頭を打ってしまいました。救急車が彼女を

病院に搬送しました。幸い、医師は彼女はひどく怪我をしたわけではないと言いました。彼女

は数時間病院に滞在しましたが、その後、帰宅しました。 

 

さて、これからゲーリーがこの文について幾つか重要な点を挙げ、そして質問をします。その質

問に答えてください。できるだけ上手く自分の意見を表現できるようにして下さい。 
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この文章によれば、タカコという名前の女の子が自転車から落ちて頭を打ちました。彼女は救急

車で病院に運ばれましたが、幸運にもひどい怪我はしていませんでした。しかし、このことは、

もし運が悪ければ、彼女は重傷を負っていたかもしれないということを示唆しています。最近の

調査によれば、近年、日本では 13 万件以上もの自転車事故があることや、日本を含め、ここ 20

年の間に、自転車に乗る際にはヘルメットの着用を求める法律を制定した国が増えていることな

どが分かります。しかし、同時に、このような法律を個人の自由とプラーバシーへの過剰な干渉

だとみなして、抗議する人々も多くいます。 

あなたはこのような法律に賛成ですか、それとも反対ですか。そしてその理由は何でしょう。自

分の意見を答えて下さい。 

 

 

■模範解答 

さあ、フトシの言うことに耳を傾けてみましょう。彼が模範解答を２つ提示します。短いものと

長いものです。よく聞いて自分の答えと比べて下さい。 

 

模範解答１（短い答え） 

私はこうした法律に賛成です。約 30 年前、私の弟が 11 歳のとき、彼は自転車から落下して頭部

に重傷を負いました。もし適切な法律があって、ヘルメットを着用していたら、彼はそのように

怪我をすることはなかったでしょう。だから、私はこうした法律に賛成です。 

 

模範解答２（長い答え） 

私はこうした法律に賛成です。確かに、学校に通う子どもたちがみな同じヘルメットを一様に着

用しているのを見て少し奇妙に思うこともありますが、重要な事は彼らの外見がどう見えるかで

はなく、彼らが起こり得る事故からどう守られるべきかということです。約 30 年前、私の弟は当

時 11 歳でしたが、自転車から落ちて頭部に重傷を負いました。もし適切な法律があって、ヘルメ

ットを着用していたら、彼はそのように怪我をすることはなかったでしょう。近年、実際、日本

では 13 万人以上の人々が自転車事故に巻き込まれています。これは、数多くの人々がいまだに深

刻な怪我に苦しんでいるかもしれないということ、加えて中には亡くなった人もいるかもしれな

いということです。そして、もしこうした法律がより広く知られ、社会も自転車に乗ることの危

険性を、その利便性だけでなく、もっと認識すれば、そうすれば人々はもっと注意するようにな

るでしょう。こうして、事故の数は相当減るかもしれません。だから、私はこうした法律に賛成

です。 

 

どうでしたか。フトシの言ったことは聞き取れましたか。彼の主張の要点は分かりましたか。オ

ーケー、それでは、彼がたった今言ったことを説明しますから、よく聞いてください。 

 

はい、ゲーリーは、自転車の危険性を指摘した後、ある調査結果を引用して、最近、日本では毎

年１３万件以上の自転車事故が起きていること、ここ２０年の間に日本を含む多くの国々でヘル
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メットの着用を求める法律が制定されていることを挙げた上で、そうした法律が個々人の自由や

プライバシーを損なう懸念があることを説明しました。 

Model 1 で、私は “I agree.” と自分の立場を表明した上で、これを補強する根拠として先ず実例、

つまり事実を提示しました。次にその事実の反対、つまり「もしヘルメットをしていたら」と仮

説を提示してさらに根拠を補強しました。このように、実際の出来事や数字などの事実という視

点に加えて、単純にその反対側の仮説という別の視点を組み合わせると根拠に説得力が増します。

これは「一石二鳥」の便利な根拠の作り方ですので、是非覚えておいて下さいね 

Model 2 では、 “I agree.” の後に、 “Although A, what is important is not A but B.” 「確かに

A だけれども、重要なのは A ではなく B だ」という形、いわゆる「譲歩＋主張」の形を使って主

張を補強しました。その上で、Model 1 と同様に “About thirty years ago” と過去の身近な例を

紹介した後、 視点を現在の方向 “In recent years” に移し、社会一般の方向 “in Japan” に拡げ

ました。加えて、“in fact” と事実を提示して、次に “And if” と仮説を組み合わせて、また「一

石二鳥」の形を取りましたね。それから、どちらもまた、 “Sandwich Structure” で言いたいこ

とを強調しているのに気が付きましたか。  

 

さあ、フトシの話をもう一度聞いてみましょう。よく注意して聞き、彼の意見の表現方法に注目

して下さい。 

 

模範解答１（短い答え） 

私はこうした法律に賛成です。約 30 年前、私の弟が 11 歳のとき、彼は自転車から落下して頭部

に重傷を負いました。もし適切な法律があって、ヘルメットを着用していたら、彼はそのように

怪我をすることはなかったでしょう。だから、私はこうした法律に賛成です。 

 

模範解答２（長い答え） 

私はこうした法律に賛成です。確かに、学校に通う子どもたちがみな同じヘルメットを一様に着

用しているのを見て少し奇妙に思うこともありますが、重要な事は彼らの外見がどう見えるかで

はなく、彼らが起こり得る事故からどう守られるべきかということです。約 30 年前、私の弟は当

時 11 歳でしたが、自転車から落ちて頭部に重傷を負いました。もし適切な法律があって、ヘルメ

ットを着用していたら、彼はそのように怪我をすることはなかったでしょう。近年、実際、日本

では 13 万人以上の人々が自転車事故に巻き込まれています。これは、数多くの人々がいまだに深

刻な怪我に苦しんでいるかもしれないということ、加えて中には亡くなった人もいるかもしれな

いということです。そして、もしこうした法律がより広く知られ、社会も自転車に乗ることの危

険性を、その利便性だけでなく、もっと認識すれば、そうすれば人々はもっと注意するようにな

るでしょう。こうして、事故の数は相当減るかもしれません。だから、私はこうした法律に賛成

です。 
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■結びの対話 

G: フトシ、君は今回も第 1 回で説明してくれたサンドイッチ構造を使ったね。それから、また別

のアイディアも紹介してくれた。それは「視野」を広げる方法だったよね。 

F: そうだね。外国語を話すとき、視野、つまり物事を表現する範囲は狭くなる傾向があるだろう。

だから、僕はリスナーの人たちに視野を広げる方法と視点を変える方法を、プレゼンテーショ

ンの技術を使って意識的に説明してみたんだ。 

G: なるほど。それは面白いね。しかもリスナーのみんなにとって、英語だけじゃなくて日本語で

も自分が言いたいことを表現するのに役立つと思うよ。ところで、フトシ、オープニングダイ

アログで僕らはスポーツの観戦の仕方を話しあったよね。最近、アメリカではスポーツイベン

トの参加者数が急激に減っているって知ってたかい。 

F: いや、それ本当なの。 

G: ああ、本当なんだ。ほとんどのプロスポーツチームがスタジアムやアリーナを満員にするのに

苦労しているんだ。それで、NBA の中でも最も有名なチームの一つのフェニックス・サンズは、

今、もしもファンがチームのパフォーマンスに満足しなければお金を返金していて、実際にそ

れが状況を改善しつつあるんだよ。 

F: ほう、それはいい事を聞いちゃったなあ。それ、英検に勧めるよ。 

G: ええっ。それどういう意味。 

F: つまり、こういうこと。英検の試験を受けた人たちがもし試験の結果に満足しなければ、お金

は返金されるべきだってことだよ。 

G: あたまおかしいんじゃないの、フトシ。そんなこと言っちゃダメだよ。僕らは英検からクビに

されちゃうだろ。 

F: 心配するなよ、ゲーリー。小声で穏やかに言うからさ。「えー、時には、お金は返金されるこ

ともあり得ますが…」ってね。 

G: ああ、天のお助けを！ 

 

さあ、今回のレッスンはどうでしたか。後半は少し難しかったかもしれませんね。何度も聞き直

して、自分でも話せるように練習してみてください。Repetition や Shadowing だけでなく、話

す内容の構成を組み立てること、そして相手に伝えること、こうしたトレーニングを続ければ、

あなたも必ず「英語ができる人」になります。ところで今回、第 3 回目のタイトルは “What is 

stressed or not stressed in Passive Voice” でしたね。受動態は能動態の単なる書き換えではない

ことや、その自然な使い方など理解できましたか。今回のプログラムを聞き直して、是非確認し

てくださいね。それから、ゲーリーと私の会話を友だちと一緒に真似してみるのも、「生きた英会

話」の楽しい練習になるかもしれませんよ。 

 

 

それでは… 

また次回お会いしましょう！ 


