
SITUATION  
Alex is fumbling about in his bag. He seems to be looking for his wallet. 
アレックスが鞄の中をごそごそ探っています。どうやら財布を探しているようです。	

Eric : What’s wrong, Alex? 
 
Alex: My wallet is missing. I just used it a little while  
         ago. 
 
Eric : Are you sure you put it in your bag? How about  
         in your pocket? 
 
Alex: It’s neither in my bag nor in my pocket.  
         It might have been stolen. I had not only money  
         but some credit cards in it! 
 
Eric : You’d better report it to the police and call the  
         credit card company to cancel your cards. 

DIALOGUE   
Directions: First repeat after your tutor and then practice each role. 
課題： 先生の後に続いてくり返した後、それぞれの役を練習してみましょう。 	

エリック：	
どうしたんだい、アレックス。	
	
アレックス：	
財布がないんだ。ついさっき使った	
ばかりなのに。	
	
エリック：	
本当に鞄の中にいれたの？ポケッ	
トの中は？	
	
アレックス：	
鞄にもポケットにもないよ。盗まれ	
たのかもしれない。お金だけじゃな	
くてクレジットカードも入れているの	
に！	
	
エリック：	
警察に届けを出して、カード会社に	
電話してカードを止めてもらった方	
がいいよ。	
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Directions: First repeat after your tutor and then read aloud by yourself. 
課題： 先生の後に続いてくり返した後、今度はひとりで発音してみましょう。 	

It might have been stolen. 
それは盗まれたのかもしれません。	
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2 
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neither A nor B     AでもBでもない 　　　  
not only A but (also) B     AだけでなくBも 
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LANGUAGE FOCUS  

Perfect Passive Form 
完了形の受動態	

HAVE/HAS/HAD + BEEN + P.P 
It might have been stolen. 

The gate has been kept closed for years. 

She has never been treated in such a rude  
way. 
 
She had bought the bag long before the  
party. 
→The bag had been bought long before 
   the party by her. 

Bill might have broken the window. 
→The window might have been broken by 
   Bill. 

それは盗まれたのかもしれません。 

その門は何年もの間閉ざされたままです。 

彼女はそんな無礼な扱いを受けたことがありません。 

 

 

彼女はパーティよりずっと前にその鞄を買いました 

→その鞄はパーティーよりもずっと前に彼女によって 
    購入されました。 

 
 
ビルはその窓を壊したのかもしれません。 

→その窓はビルによって壊されたのかもしれません。 

今日のポイント	

Directions: First repeat after your tutor and then read aloud again by yourself. 
課題： 先生の後に続いてくり返した後、今度はひとりで発音してみましょう。 	

Lesson 60 
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It might have been stolen. 
それは盗まれたのかもしれません。	

ACTIVITY 
練習	

Activity :  Change the sentences to the passive voice. 
練習：受動態の文に書き換えましょう。 	

5 
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1.  The police have caught the thieves. 
                                                                                                  　　                                                                                               
2.  They had cut down the oak tree by then. 
                                                                                                  　　                                                                                                   
3.  We have discussed the matter for hours. 
                                                                                                 　　                                                                         
4.  He has delayed our departure by an hour. 
                                                                                               　　    

Talking About Events Using Perfect Passive Form 
完了形の受動態を使って出来事を表す 

Copyright (C) 2012 Sankei Human Learning Co., Ltd. 	


