
There is / are Name英語２ ユニット３ を使った文①

( )～ の文の主語と 動詞との関係がわかる。There is are , be

次の英文の（ ）内に入る適する語を選択肢から選び，書き入れなさい。

There ( ) three high schools in our city now. is（１）

are
There ( ) a new computer on the desk last week. was（２）

were
There ( ) two boys in the park this morning.（３）

( ) there an apple in the basket?（４）

There ( ) a cat by the tree now.（５）

英語２ ユニット３ を使った文②There is / are

( )～ の文の語順がわかる。There is are ,

日本文を参考にして（ ）内の語句を並べかえ，英文を完成させなさい。

（１）わたしたちのクラスには，アメリカ人の生徒が二人います。

( are / two American students / there ) in our class.

in our class.

（２）５年前は，その角に教会がありました。

( a church / was / there ) on the corner five years ago.

on the corner five years ago.

（３）壁に窓は一つもありません。

( is / there / no / window ) on the wall.

on the wall.

（４）この近くに病院はありますか。

( a hospital / is / there ) near here?

near here?

（５）箱の中にはボールがいくつありますか。

How ( are / balls / many / there ) in the box?

How in the box?



英語２ ユニット３ を使った文③There is / are

( )～ を使って，質問したり答えたりすることができる。There is are ,

次の各組の対話が自然な流れになるように文を完成させなさい。ただし， に入るのは１語

とは限りません。

A: Is there a sofa in your house?（１）

B: Yes, . My father sits on it every day.

A: How many students are there in your class?（２）

B: thirty-five students in our class.

（３） (注) 学校の食堂A: Is there a school cafeteria* in your school? school cafeteria

B: Yes, . It's on the third floor of our school.

A: There was a department store near here two years ago.（４）

B: two restaurants two years ago, too.

A: any books in the locker?（５）

B: Yes, there are three.

英語２ ユニット３ を使った文④There is / are

( ) ( )～ を使って，家の様子などを説明することができる。There is are / was were ,

あなたの家には，何がありますか。例にならって， ～ を使って，さらに１文を付けThere is (are) .
加えながら，２つのものについて説明しなさい。

例

There is a TV (set) in my house. It is flat and wide.①

There are many books in my father's room. He read all of them.②



英語２ ユニット３ を使った文⑤There is / are

。There is are / was were ,( ) ( )～ などを使って場面に応じて対話を続けることができる

あなたは，初めて日本に来たＡＬＴと話をしています。自然な流れの対話になるように，下線に適

切な文を入れなさい。

ALT: Are there any famous places in Chiba?

（１）有名な場所の１つを紹介し，そこでできることを説明する。You: Yes, there are.

ALT: I see. Anything else?

You: Yes, how about ( )?（２）観光名所等を挙げる。

（３ （２）の観光名所等の見所やできることなどを説明する。）

ALT: Thank you for your advice. I'll visit those places on the weekend.

（１）

Yes, how about ?（２）

（３）



＜ 解答 ＞英語２ ユニット３ を使った文①There is / are
【解答】

There ( are ) three high schools in our city now.（１）

There ( was ) a new computer on the desk last week.（２）

There ( were ) two boys in the park this morning.（３）

( Is ) there an apple in the basket?（４）

There ( is ) a cat by the tree now.（５）

【採点基準】

文頭が小文字の場合は，１点減点とする。

英語２ ユニット３ を使った文②There is / are
【解答】

There are two American students in our class.（１）

There was a church on the corner five years ago.（２）

There is no window on the wall.（３）

Is there a hospital near here?（４）

How many balls are there in the box?（５）

【採点基準】

スペル，大文字・小文字，符号の誤りは各１点減点する。

英語２ ユニット３ を使った文③There is / are
【解答例】

Yes, there is.（１）

There are thirty-five students in our class.（２）

Yes, there is.（３）

There were two restaurants two years ago, too.（４）

Are there any books in the locker?（５）

英語２ ユニット３ を使った文④There is / are
【解答例】

There is a computer in my house. My brother bought it last year.１）

There is a piano in my house. My sister plays it every day.２）

There is a desk in my room. I use it to study.３）

There are three cats in my house. They are white and cute.４）

There are some windows in my room. I can see mountains from them.５）

【採点基準】

１）There is ( are ) ～を使った文１文を含む２文正確に書けて１００％の得点

２）There is ( are ) ～を使った文１文のみ正確に書けた場合は，５０％の得点

３）１文書けていてもThere is ( are ) ～を含んでいなければ条件を満たしていないので０点

４）上記１ ，２）においてスペリングミス１箇所につき１点減点）



英語２ ユニット３ を使った文⑤There is / are

【解答例】

ALT: Are there any famous places in Chiba?
You: Yes, there are. There are beautiful beaches in Kujukuri-machi.（１）

You can enjoy camping there.
ALT: I see. Anything else?

（２） （ ）You: Yes, how about Chiba City Zoo?
There are many kinds of animals and beautiful flowers.（３）

ALT: Thank you for your advice. I'll visit those places on the weekend.
【解説】

千葉県に，有名な場所はありますか。ALT:
はい，あります。 （１）九十九里町に美しい浜辺があります。そこではキャンプを楽Y o u:
しめます。

なるほど。他に何かありますか。ALT:
（２）はい，千葉市動物公園はどうですか。Y o u:
（３）たくさんの種類の動物と美しい花があります。

アドバイスありがとうございます。週末に訪れてみようと思います。ALT:

【採点基準】

正確に書けていた場合

（１） ４０％の得点

（２） ２０％の得点

（３） ４０％の得点

スペリングミスは１点減点する。


