
3章 There is(are)～ の文 ウさ2-3-1(1)

「…に～があります(います)。 」の言い方

単数名詞

There is a book on the desk
～がある    本    机の上に

机の上に本が(1冊 )あります。

複数名詞

There are two books on the desk
～がある     本      机の上に

机の上に本が2冊あります。
過去の文のときは

There was～  There were～「～がありました」

場所を表わす前置詞

on(～の上に)● (～の中に)under(～の下に)by(～そばに)near(～ の近くに)

短縮形 thereお → there's there are→ there're

1日本語にしなさい。

(1)There is a schooi near my house

(2)There are some apples on the table

(3)There were a lot of people in the park

2英語にしなさい。

(1)木の下に猫が一匹います。 木tree

英231(2)

(2)箱の中にボールが3つあります。

(3)窓のそばにギターが(1つ )ありました。

(4)つくえの上に数枚のCDがあります。 CDs



3章 There is(are)～ の文 英231(1)

|― ■～があります(います)。 」の言い方

単数名詞

There is a book on thё  desk
本    机の上に

机の上に本が(1冊)あります。

複数名詞

two books l■ ‐ |

～がある

There are
～がある 木      机の上に

机の上に本が2冊あります。
過去の文のときは

There was～ There were^「 ～がありました」

場所を表わす前置詞

on(～の上に)h(～ の中に)under(～の下に)by(～そばに)near(～ の近くに)
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1日 本語にしなさい。                英231(2)

(1)There is a schOoi near llly house
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(2)There are some apples on the table
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(4)つくえの 上 に数 枚 の CDがあり後す 。 CDs



●否定文 「～はありません(いません)。 」 葵231(3)

肯定文   There is   a book on the desk

否定文   丁here is not a book on the desk
短縮形にn't 机の上に本がありません。

肯定文   There are   some books on the desk.
机の上に本が数冊あります。

否定文   There are nOt any b。。kS on the desk.
短縮形arent

机の上に本が1冊もありません。

be動詞をふくむ文ですので、否定文はbe動詞のあとにnotを置きます。

否定文ではsome(いくつかの…)は使えず、anyに変わります。

not… any～ で「1つも～ない」という意味になります。

過去形も同様です。 There was～ → There wasn't～
There were～ ― There weren't～

英231(4)

3否定文にして、出来た文の意味も書きなさい。

(1)There is a bag by the window

【

(2)There was a deskin the room

【

(3)There are some oranges in my bag

【

(4)There were some students in the classroom



●否 定 文

肯定文

否定文

肯定文

否定文

There

There

■: :|   ■■          英231(3)

There is    a book on the desk

There is nOt a b00k on the desk
短縮形にnt 机の上に本がありま[■。

are    some books on the desk
机の上に本が数冊あります。

are not any books on the desk.
li#E*Tarent

机の上に本が1冊もありませス′。

be動詞をふくむ文ですので、否定文はbe動詞のあとにnOtを置きます。

否定文ではsome(いくっかの…)は使えず、anyに変わります。
not… any～ で「1つも～ない」という意味になります。

過去形も同様です。 There was～ → There wasn't～
There were～  → There weren't～

英201(4)

3否定文にして、出来た文の意味も書きなさい。
(1)There is a bag by the window
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Is there

●疑間文 「～がぁります力ヽいますか)。 」

肯定文

疑問文

肯定文

疑間文 Ar篇

英231(5)

There is a book on the desk.

there      a book on the desk?
Yes,there is はぃ、あります。
No,there isn't ぃぃえ、ありません。

丁here are    some books on the desk

any books on the desk?

否定文ではsome(いくつかの…)は使えず、anyに変わります。

過去形も同様です。 There was～ → Was there～ ?

There were ―    VVere there ―?

英231(6)

4疑問文にして、YesとNoで答えなさい。

〈1)There L an old tree in the garden garden庭

- Yes,

Yes,there are
No,there aren t.

「～がありますか」という疑問文はbe動詞をthereの前に置きます。

/No,

(2) There was a dog in the room.

* Yes, /No,

(3) There are some CDs in the room.

- Yes, /No,

(4) There were a lot of people in the park.

--r Yes, /No.

∃



There

●疑問文

肯定文

疑間文

肯定文

疑間文

いますか).」 葵231(5)

is a book on the desk.

a book on the desk?
Yes,there is はぃ、ぁります。
No,there isn't.ぃ ぃえ、ありません。

丁here are    some books on the desk

Artt      anyb。 。ks on the desk?
Yes,there are.
No,there aren t

否定文ではsOme(ぃくつかの…)は使えず、anyに変わります。

過去形も同様です。 There was～ → Was there～ ?

There were～  ―→Were there～ ?

英231(6)

4疑問文にして、Yesと N。で答えなさい。
(1)There is an Old tree in the garden   ttrder:庭
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(2) There was a dog in the room.
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(3) There are some CDs in the room.

- Yes, *horr ,r re . / No, ']-here q-ve n' i
(4) There were a lot of people in the park.

「～がありますか」という疑間文はbe動詞をthereの 前に置きます。
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3き 2-3-1(7)

●数をたずねる言い方
中1で学んだ数をたずねる文

How many ba‖ s do you have?

あなたはボールをいくつ持つていますか。
→ I have three(ba‖s)3つ持つています。

「…にいくつ～がありますか」の文
How many ba‖s are there in the box?

箱の中にボールがいくつありますか。
→ There are three(ba‖s)

5英語にしなさい。
(1)机の上にベンが何本ありますか。 ――-5本あります。

(2)木の下に何人の少年がいましたか。 - 4人いました。

業231(8)

●There t(are)～の文は have(has)～ で書き変えることができる。
「一週間は7日 あります。」

There are seven days in a νveek

A week has seven days.

2通りの書き方で英語にしなさい。
1年は12か 月あります。  月m●nth(s,

(2)1年 は季節が4つあります。 季節seasOne)

６

０

英231終 了

一



葵2-31(7)

●数をたずねる言い方
中1で学んだ数をたずねる文

卜ヽovv many balls do you have?

あなたはボールをいくつ持っていますか。
→ I have three(ba‖s)3つ持っています。

|…にもヽくつ～がありますか」の文
Ho、v many ba‖ s are there in the box?    ‐

箱の中にボールがいくつありますか。
→ There are three(ba‖ s)

5英語にしなさい。
(1)机の上にペンが何本ありますか。 -5本あります。
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(2)本の下に何人の少年がいましたか。 - 4人いました。
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●Thereた (are)～ の文は have(has)～ で書き変えることができる。
「一週間は7日 あります。」

There are seven days i■ a,″eek

Av・7eek has seven days

2通りの書き方で英語にしなさい。
1年は12か 月あります。  月mOnth(s)

A も 21υ?

(2)1年は季節 Sffiseason(s)
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補充問題 英231補 (1)

1次の文を〔 〕内の指示にしたがって書きかえなさい。

(1)There L an ap口 e m mybag〔下線部を■veに変えて〕

(2) There are two cats in the room. [*Xl] yesterdav thAT<)

(3)There was a picture on the wa‖ 〔男こ摯う
'こ

に〕

(4) There are some children in the park. (6tIl:l

(5)There are■ve chJrs h the room〔 下線部をたずねる文に〕

(2)この近くに図書館はありますか。

(here/near/there/a library/is/?)

英231補 (1)

2各組の文がほぼ同じ内容になるように、( )に適する語を書きなさい。

(1)I :urcityhailnanypallianyparksinourcity

(2)| ||:|::l:ltanyeilglWi;iag

3次の日本文に合う英文になるように、( )の語句を並べかえなさい。

(1)通りにはたくさんの人がいました。

(people/On/of/a/there/lot/were/)the street

the street



補充問題 英23地

1次の文を〔 3内の指示にしたがって書きかえなさい。

(1)Thereた ュppJe m my bag〔 下線部を■veに変えて〕

9ro qre fiu" aOol |へ  :、 ▽  :^

② Ther∴retwocatshi嘉恵耗文末に拡語濯機断面石
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(3)There was a口 cture on the wJL〔 疑問文に〕

(4) There are some children h th6 park〔否定文に〕

へた.十  αヘ :|」にぃ ぃ ャk? ヽ7ヒ

(5) There are flgq chairs in the room. 〔下線部をたずねる文に〕

(2)この近くに図書館はありますか。

(here/near/there/a library/is/?)

英2-31補 (1)

2各組の文がほぼ同じ内容になるように、( 】こ適する語を書きなさい。
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3次の日本文に合う英文になるように、( )の語句を並べかえなさい。
(1)通りにはたくさんの人がいました。

(people/。n/Of/a/there/10t/were/)the street

crι  "ar´  ^ e- a^ the street.
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