
～、 ～の英作文（１）There is Here is

【問題】次の各文を英語に直しなさい。

)テーブルの上に帽子があります。1

)バッグの中にボールが３個入っています。2

)この部屋には 名生徒がいます。3 10

)その本は机の上にあります。4

)テーブルの下に白い猫がいます。5

)壁には 掛かっていません。6 一枚の絵も

)箱の中には本はありません。7

)そのギターは私の部屋にはありません。8

)公園には（数人の）少年たちがいます。9

)あなたのポケットにはコインが入っていますか。10

)木の近くに犬がいますか。11

)プールには がいますか。12 何人の生徒たち

)この部屋には がありますか。13 何冊の本

)あなたの犬はどこにいるんですか。14

)そのバッグには何が入っているのですか。15

)その少年たちはプールの近くにいます。16

)ここに白い花が一本あります。17

)ここに長い鉛筆が２本あります。18

)ここに幾つかの可愛い人形があります。19

)ここに新しい本が一冊あります。20

)その箱の中に沢山の新しいボールがあります。21

)その箱の中に ありません。22 新しいボールは全然

)その箱の中に がありますか。23 いくつの新しいボール

)その新しいボールはその箱の中にありません。24

)どこにその新しいボールはありますか。25

～、 ～の英作文（１）There is Here is

【解答】

) （ その帽子」や「私の帽子」1 There is a hat on the table. 「

のような特別な帽子ではなく、ただの帽子があるときは

〔 〕～の形を使います ）There is are 。

) （この文の場合も、どこに2 There are three balls in the bag.

でもあるようなただの３個のボールがあるのだから、

を使います。There are

3 There are ten students in this room.)

) （ その本」という特別な本があ4 The book is on the desk. 「

るのだから、 〔 〕～の形は使えません ）There is are 。

5 There is a white cat under the table.)

) （ ～で「全6 There are on the wall. not anynot any pictures 「

然～でない、一つも～でない」の意味になります ）。

7 There is not a book in the box.)

) （ そのギター」という特別8 The guitar is not in my room. 「

なギターがあるのだから、 〔 〕の形は使えまThere is are

せん ）。

9 There are some boys in the park.)

10 Is there a coin in your pocket?)

11 Is there a dog near the tree?)

) （ ＋12 are there in the pool? How manyHow many students 「

複数形の名詞」と、その後が と疑問文の語順にare there

なっていることに注意 ）。

13 are there in this room?)How many books

14 Where is your dog?)

) ( ) （ 何があるか」と尋ねると15 What is there in the bag? 「

きは、 は使っても使わなくても良い ）there 。

) （ その少年たち」は特別な16 The boys are near the pool. 「

少年たちだから、 〔 〕は使えない ）There is are 。

) （ ここに～がある」は ＋17 Here is a white flower. Here is「

「単数形の主語 、 ＋「複数形の主語」をつか」 Here are

う。

18 Here are two long pencils.)

19 Here are some pretty dolls.)

20 Here is a new book.)

21 There are many new balls in the box.)

) （ ～で「全22 There are in the box. not anynot any new balls

然～でない」の意味 ）。

23 are there in the box?)How many new balls

) （ その新しいボール」は24 The new ball is not in the box. 「

特別なボールだから、 〔 〕は使えない ）There is are 。

25 Where is the new ball?)


