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Passive…ふくしゅう
〜てある



受け⾝で⾔ってみましょう。
ジョンさんは Actorに …

なぐられた わらわれた
さされた

バカにされた

いじめられた

おこられた

しかられた ふられた さわら
れた



In Some Cases…
¤Actor of action (i.e. the subject of “active” 

sentence/~に in “passive” sentence):  〜によって

¤“Objective/journalistic” description of an event
¤Creation of something

¤「ハムレット」は、シェークスピアによって書
かれた。

¤「となりのトトロ」は、宮崎駿によって作られ
た。

¤Historical facts
¤マイクロソフト社は、ビル・ゲイツによって始
められた。

¤デジタルカメラは、はじめはカシオ社によって
研究された。
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⽇本語で⾔ってみましょう。
¤ This movie was created by Steven Spielberg.

¤このえいがは、スティーブン・スピルバーグによって
作られた。

¤ This scholarship was made by Bill Gates.
¤ このしょう学⾦は、ビル・ゲイツによって作られた。

¤ This novel was written by a famous Japanese 
novelist (⼩説家).
¤このしょうせつは、有名な⽇本⼈の⼩説家によって書
かれた。

¤ This bank was robbed (=entered) by a famous 
burglar in the past.
¤この銀⾏は、むかし、ゆうめいなどろぼうに⼊られた。
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Perfective Construction
¤the action (Vて）is/was carried out 

prior to the time referred to and its 
result will have/has been 
unchanged at a certain time.
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9:00am Now at 10:30am

It is 10:30am now.

perfectiveActual action



Two ways to express “Perfective” 

¤〜ている︓the action (Vて）is/was carried 
out prior to the time referred to and its result 
will have/has been left unchanged at the 
referred time. 
¤きものを着ています。
¤ノートパソコンをもってる︖

¤〜てある:  the action (Vて）is/was carried out 
prior to the time referred to and its result will 
have/has been left unchanged at the 
referred time, so it is ready.  
¤もう、買ってありますよ。
¤晩ごはん、もう、作ってある︖
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Perfective Constructions 

¤〜ている︓no intention implied ß verbs of 
non-intentional (or spontaneous) action 
(intransitive verbs)

¤〜てある: intention implied ß verbs of 
intentional action (transitive and some 
intransitive verbs such as ⾏く、来る）
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Now at 10:30am

今、１０時半です。
まどがあいていますね。どうし
てかなあ︖︖︖

まどがあけてあります。今⽇は
いい天気だから。



“I am ready!” (Checklist “Checked!”)

¤It is almost 8:00am.  A test starts at 
8:00am but you are not nervous 
because...
¤もう、きょうかしょは読んであるし、、、
¤漢字もおぼえてあるし、、、
¤⽂法や、新しいことばも練習してあるか
ら、、、
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〜てあるconstruction 

¤ Actor of action not mentioned
¤先⽣に話してあります。
¤旅⾏のよていは、もうきめてあります。

¤Spontaneous action (わすれる、まちがえる、
歳をとる、なく、わらう）cannot occur in 
this construction
¤ *?わすれてあります。
¤ *?まちがえてあります。
¤ *歳をとってあります。
¤ *ないてあります。
¤ *わらってあります。
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Cf. わすれています。

まちがえています。

歳をとっています。

ないています。

わらっています。



〜てある construction 

¤Transitive verb →Intransitivized
� Object of transitive verb → が
¤もう、きょうかしょが読んで
あるし、、、

¤ひこうきのきっぷが買ってあ
る。

¤まどがしめてあります。
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〜てある construction 

¤〜てある:  showing that things are 
ready or that it is hard to change 
what has already been done
¤もう、ひこうきのきっぷが買ってあ
るから、、、
¤しんぱいしなくてもいいよ。
¤今から旅⾏はキャンセルできない
ね。
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しょうたいじょうを出す

花をちゅうもんする

ウエディングドレスを作る

タキシードをかりる

ウエディングケーキをたのむ
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来週は結婚式です。結婚式のために、、、

結婚式場をよやくする



Fill in the blanks.
� 来週は結婚式です。結婚式のために、、、

しょうたいじょう（ ）もう＿＿＿＿＿＿。
花（ ）＿＿＿＿＿＿＿。
ウェディングドレス（ ）＿＿＿＿＿＿。
タキシード（ ）＿＿＿＿＿＿＿。
ウエディングケーキ（ ）＿＿＿＿＿＿＿。
結婚式場（ ）＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
何か忘れていませんか？

が 出してあります

が ちゅうもんしてあります

が 作ってあります

が たのんであります

が かりてあります

13

が よやくしてあります



しまった！(Ooooops!)一番だい
じなものを忘れてる〜

結婚ゆびわを買う

まだ結婚ゆびわが買ってありません。
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Erin Ep. 11



Erin Ep. 11
1. ○ですか ですか？

� （ ）エリンは、友だちとおんせんに行きました。

� （ ）エリンたちは、ご飯の前に２回おんせんに入ります。

� （ ）ゆかたに着がえておんせんに行きます。

� （ ）お母さんは、明日の朝もおんせんに入るつもりです。

� （ ）エリンさんは、お母さんとろてんぶろに入りました。

� （ ）に入ることばをえらんでください。

2.  エリン：温泉に（入ってから・入る前・入る時・入った後）ごはんですか？
� エリン；２回（も・しか・で・に）入るんですか？

� 父：明日の朝も入るんだろ？

� 母：（やっぱり・もちろん・ほんとう・たしか）。

� 母：さ、ゆかたに（着て・着がえて・はいて・はきかえて）、行きましょう。

3.  エリンは、お父さん、お母さんといっしょにおんせんに行きました。部屋は、（いいふんいき

の和室・きれいな和室・いいふんいきの洋室・きれいな洋室）でした。お母さんは今日、ご飯の

（前に一回・前に二回・後に２回・前と後に）おんせんに入るそうです。（今日の夜中・明日の

朝・明日の昼・明日の夜）もまたおんせんに入るそうです。エリンは（一人で・お母さんと・お

父さんと・お父さんとお母さんと）露天風呂に入りました。


