
マーフィーのケンブリッジ英文法（初級編）　UNIT３８（ページ７６～７７） 翻訳

1 屋根の上に人がいます。 There’s a man on the roof.

2 10:30に電車があります。 There’s a train at 10:30.

3 １週間は７日あります。 There are seven days in a week.

4 裏庭に、大きな木があります。 There’s a big tree in the yard.

5 今夜は、おもしろそうな番組がありません。 There’s nothing on TV tonight.

6
お金をいくらか持っていますか？ 

はい、財布にいくらかあります。
Do you have any money? 
Yes, there‘s some in my wallet.

7
すみません、この近くにホテルはありますか？ 

はい、あります。/いいえ、ありません。
Excuse me, is there a hotel near here? 
Yes, there is. / No, there isn’t.

8 私たちはスキーに行けません。何も雪がありません。 We can’t go skiing. There isn’t any snow.

9 裏庭に、大きな木がいくつかあります。 There are some big trees in the yard.

10 この道路では、たくさんの事故があります。 There are a lot of accidents on this road.

11
この近くにレストランはありますか？ 

はい、あります。/いいえ、ありません。
Are there any restaurants near here? 
Yes, there are.  /  No, there aren’t.

12 このレストランは、とても静かです。ここには、あまり人がいません。 This restaurant is very quiet. There aren’t many 
 people here.

13 サッカーでは、何人の選手がプレイしますか？ How many players are there on a soccer team?

14 サッカーでは、１チーム、１１人の選手がいます。 There are 11 players on a soccer team.

Singular（単数形）

there is … 
(there’s) …があります。

is there? …がありますか？

there is not… 
(there isn’t or there’s not) …がありません。

Plural（複数形）

there are … …があります。

are there? …がありますか？

there are not… 
(there aren’t) …がありません。

15
あの騒音は何ですか？ 
電車です。

What’s that noise? 
It’s a train.

16 １０：３０に電車があります。それは、急行電車です。 There’s a train at 10:30. It’s a fast train.

17 このスープには、たくさんの塩が入っています。 There’s a lot of salt in this soup.

18 このスープが好きではありません。とても塩辛いです。 I don’t like this soup. It’s too salty.

EXERCISES（演習）:

19 ゴルフコースはありません。 There isn’t a golf course.

20 たくさんのレストランがあります。 There are a lot of restaurants.

There is…（初めて話題にする際に用いる）

there is … 
(there’s)

…があります。

There’s a book on the table. テーブルの上に本があります。

It is…（itがすでに話題として登場している場合に用いる）

I like this book. 
It’s interesting.

この本が好きです。 
それはとても面白いです。

IT = this book. それ=この本
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21 病院があります。 There is a hospital.

22 スイミングプールがありません。 There isn’t a swimming pool.

23 ２つの映画館があります。 There are two movie theaters.

24 大学はありません。 There isn’t a university.

25 大きなホテルはありません。 There aren’t any big hotels.

26 スプリングフィールドは古い街ではありません。古い建物が 何もありません。 Springfield isn’t an old town. There aren’t any old buildings.

27 見て下さい！新聞にあなたのお兄さん(or弟さん)の写真が載っています！ Look! there’s a photograph of your brother in the newspaper!

28
すみません。この近くに銀行はありますか？ 
はい、このブロックの突き当たりに。

Excuse me, is there a bank near here? 
Yes, at the end of the block.

29 私の家族は５人います。両親と２人の姉妹と私です。 There are five people in my family: my parents, my two sisters, 
and me.

30
このクラスには、何人の生徒がいますか？ 
２０名です。

How many students are there in the class? 
Twenty.

31 この道は、いつもとても静かです。あまり渋滞はありません。 The road is usually very quiet. There isn’t much traffic.

32
街の中心部から空港まで、バスはありますか？ 

はい、２０分毎に。
Is there a bus from downtown to the airport? 
Yes, every 20 minutes.

33
何か問題はありますか？ 
いいえ、全て大丈夫です。

Are there any problems? 
No, everything is OK.

34 座るところがありません。椅子が何もありません。 There is nowhere to sit down. There aren’t any chairs.

35 一週間は７日あります。 There are seven days in a week.

36 バスケットチームには、５人の選手がいます。 There are 5 players on a basketball team.

37 太陽系には、８つの惑星があります。 There are 8 planets in the solar system.

38 英語のアルファベットは２６文字あります。 There are 26 letters in the English alphabet.

39 ９月は３０日あります。 There are 30 days in September.

40 アメリカは５０州あります。 There are 50 states in the United States.

41 10:30にフライトがあります。それは、直行便ですか？ There’s a flight at 10:30. Is it a nonstop flight?

42 このシャツを買うつもりはありません。それは高いすぎます。 I’m not going to buy this shirt. It’s too expensive.

43
何か問題がありましたか？（大丈夫ですか？） 

目の中に何かが入っています。
What’s wrong? 
There’s something in my eye.

44 あなたの家の外に赤い車があります。それは、あなたの車ですか？ There’s a red car outside your house. Is it yours?

45
今晩、何か良い番組はありますか？ 

はい、8:00に映画があります。
Is there anything good on TV tonight? 
Yes, there’s a movie at 8:00.

46
あの建物は何ですか？ 
学校です。

What’s that building? 
It’s a school.

47
このホテルには、レストランはありますか？ 

B；いいえ、残念ながらありません。
Is there a restaurant in this hotel? 
No, I’m afraid not.
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