
 

 

 

There is(are)～ まとめ 

基本 

There is(are)～は、第何文型か？             

 

１ There isの文   

① 次の英文を日本語にしなさい。 

  There is a cat on the chair.            イスの上にネコがいます。 

 

② 次の日本語の意味を表すように，    にあてはまる語を１語ずつ書きなさい。 

（１） 机の下にボールがあります。              There     is   a ball   under   the desk. 

（２） 窓の近くに２人の男の子がいます。        There     are   two boys   near   the window. 

 

③ 次の日本語をそれぞれ英語で書きなさい。 

 
私の家の近くに公園があります。          There is a park near my house. 

 

④ 次の文を下線部を two にかえて書きかえなさい。 

 
There is a desk in this room. There are two desks in this room. 

 

２  There isの疑問文  

① 次の文を疑問文に書きかえなさい。 

 
There is a notebook on the desk. Is there a notebook on the desk ? 

 

② 次の対話を英語で書きなさい。 

A： テーブルの上にはいくつかのリンゴがありますか。      Are there any apples on the table ? 
       

B： １ はい，あります。   ２ いいえ，ありません。   １      Yes, there are. ２  No, there aren’t. 

 

３  何人・いくつ いますか・ありますか。   〔☆応用〕 

① 次の文を下線部をたずねる疑問文に書きかえなさい。 

 
There are five people in the room. How many people are there in the room ? 

 

② 次の対話を英語で書きなさい。 

A：   あなたの町にはいくつの川がありますか。    How many rivers are there in your town ? 

B：   ５つあります。                           There are five.   （ There are five rivers. ） 



 

 

 

発展 ～余裕のある人はチャレンジ～ 

 

問題１  各組の文がほぼ同じ内容になるように，    に適する語を１語ずつ書きなさい。 

◎ （１） There are seven days in a week. 

        

A week    has    seven days. 
   

◎ （２） Our school has about three hundred students. 

        

   There       are    about three hundred students in our school. 
   

 （３） There are no children in the park. 

  

There are    not       any    children in the park. 
   

 （４） I saw a lot of people on the street. 

      
   There       were    a lot of people on the street. 

 

 

問題２  次の文を（  ）内の指示に従って書きかえなさい。 

◎ （１）  There is a nice park in our city.               （ our city を主語にして ） 

        Our city has a nice park. 
    

 （２）  There are some pens on the desk.             （ 疑問文に ） 

      Are there any pens on the desk ? 
    

 （３）  There are some oranges on the table.          （ 否定文に ） 

      There aren’t any oranges on the table. 
    

 （４）  There are many people in the park.           （ last week を加えて ） 

      There were many people in the park last week. 

 

問題３  次の日本語をそれぞれ英語で書きなさい。 

 （１） この箱の中にはオレンジが１個も入っていません。 

  
There aren’t any oranges in this box.（ There are no oranges in this box. ） 

    

 （２） このあたりに郵便局はありますか。 

  Is there a post office around here ? 
    

 （３） あなたの市には，いくつの図書館がありますか。 

  How many libraries are there in your city ? 
    

☆ （４） あなたは何人家族ですか。 

  How many people are there in your family ? 

 



 

 

 

 


