
There is（are）～の文

【問１】次の文を日本語に訳しなさい。

① There is a book on the desk.

② There are some pencils in this box.

【問２】下線部分を（ ）内の語に変えて、全文を書き換

え、更に日本語に訳しなさい。

① There is a pen on the table. （ two pens ）

② There is a dog under the tree. （ three dogs ）

③ There is a boy in the classroom. （ some boys ）

④ There is a tall tree in the park. （ many tall trees ）

【問３】次の各文を疑問文に直し、（ ）内の語を使って答

え、更に疑問文と答えの全ての日本語に訳しなさい。

① There is a doll in the box. （ Yes ）

② There are some girls in front of the gate. （ No ）

③ There is a cat by the door. （ No ）

④ There are many flowers in the garden. （ Yes ）

【問４】次の各文を否定文にし、日本語に訳しなさい。

① There is a bird in the tree.

② There are some students in the classroom.

③ There is a bike in front of my house.

【問５】下線部を訪ねる疑問文にし、日本語に訳しなさい。

① There are ten members in the tennis club.

② There is a big horse in his house.

【問６】次の日本語を英語に直しなさい。

①日本には野生の虎は一頭もいません。（野生の虎：

wild tigers ）

②この公園にはたくさんの猫がいます。

③彼女の部屋には一冊も本がありません。

④あなたの机の上には何冊のノートがありますか。４冊あ

ります。

⑤この箱の中には何がありますか。

There is（are）～の文

【問１】

①机の上に（一冊の）本があります。

②この箱の中に何本かの鉛筆があります。

【問２】

① There are two pens on the table. テーブルの上に２本

のペンがあります。

② There are three dogs under the tree. 木の下に３匹の

犬がいます。

③ There are some boys in the classroom. 教室に何人か

の少年がいます。

④ There are many tall trees in the park. 公園にたくさん

の高い木があります。

【問３】

① Is there a doll in the box? Yes, there is. 箱の中に人

形がありますか。はい、あります。

② Are there any girls in front of the gate? No, there

aren't. 門の前に何人かの少女がいますか。いいえ、

いません。

③ Is there a cat by the door? No, there isn't. ドアのそ

ばに猫がいますか。いいえ、いません。

④ Are there many flowers in the garden? Yes, there are.

庭にたくさんの花がありますか。はい、あります。

【問４】

① There isn't a bird in the tree. 木に鳥はいません。

② There aren't any students in the classroom. 教室に１

人も生徒はいません。

③ There isn't a bike in front of my house. 私の家の前

に自転車はありません。

【問５】

① How many members are there in the tennis club? テ

ニス部には何人の部員がいますか。

②What is （ there ） in his house? 彼の家には何がいま

すか。 ※「何があるか」、「何がいるか」と訪ねるときは

通常、 thereは使いません。

【問６】

① There aren't any wild tigers in Japan.

② There are many cats in this park.

③ There aren't any books in her room.

④ How many notebooks are there on your desk? There

are four.

⑤What is in this box?


