
中学英文法総復習⑩ 

 

【There と接続詞】 

★ポイント 

【Thereの文】 

「…がある」というように存在を示す表現です。 

基本形は there + be動詞 + 物 / 人 + 場所を表す語です。 

be 動詞は物 / 人が単数であれば is / was、複数であれば are / were となります。 

＊There is an apple on the desk.→「机の上にリンゴがあります」 

疑問文は be動詞 + there…の語順です。 

＊Is there an apple on the desk?→「机の上にリンゴがありますか？」 

否定文は there + be 動詞 + not…となります。 

＊There is not an apple on the desk.→「机の上にリンゴはありません」 

 

【接続詞】 

接続詞は文と文、単語と単語を結びつける効果があります。 

等位接続詞（対等な関係の語句や文を結びつける） 

and / but / orなど 

＊Yumi and Keiko are in the library. → 「ユミとケイコは図書館にいます」 

＊I had breakfast, but I’m hungry. → 「私は朝食を食べませんでしたが、空腹です」 

従属接続詞（後ろに主語と述語がくる） 

because / when / if / after / before / while / sinceなど 

＊Ken was watching TV when Yumi called him.  

→「ユミが電話したとき、ケンはテレビを見ていました」 

 

★There と接続詞 100 本ノック 

 

1. 私たちの町には図書館が一つある。 

There is a library in our town. 

 

2. 私は疲れていたので、早く寝た。 

I went to bed early because I was tired. 



3. もし雨なら、バスケットボールをしよう。 

If it rains, let’s play basketball. 

 

4. その湖にはたくさんの水がある。 

There is a lot of water in the lake. 

 

5. あなたのカバンの中には何冊か本がありますか？ 

Are there any books in your bag? 

 

6. 私はひまなとき、本を読みます。 

I read books when I am free. 

 

7. 彼女は公園に行ったと私は思います。 

I think that she went to the park. 

 

8. 私は病気なので、行けません。 

I can’t go because I am sick. 

 

9. 私の家の近くに公園があります。 

There is a park near my house. 

 

10. 花が美しいので、母は春が好きです。 

My mother likes spring because the flowers are beautiful. 

 

11. 私が起きたとき、雨が降っていました。 

It was raining when I got up. 

 

12. 私は、数学は面白いと思います。 

I think that math is interesting. 

 

13. 雪が降ったので、私たちは学校に行くことができませんでした。 

We couldn’t go to school because it snowed. 

 

14. 3 匹の猫がいます。 

There are three cats. 

 



15. その部屋には何人か生徒はいますか？ 

Are there any students in the room? 

 

16. この丘には木が一本もありません。 

There are not any trees on the hill. 

 

17. 私が帰宅した時、母は料理をしていました。 

When I come home, my mother was cooking. 

 

18. 彼女が外出している間に、彼女の叔父が訪ねてきた。 

While she was out, her uncle visited her. 

 

19. もし明日晴れたら、私はハイキングに行くだろう。 

I will go hiking if it is sunny tomorrow. 

 

20. 何冊のマンガが彼の部屋にありますか？ 

How many comic books are there in his room? 

 

21. このバーには飲み物がありませんか？ 

Aren’t there any drinks in this bar? 

 

22. 彼は将来、いい先生になると私は思う。 

I think that he will become a good teacher in the future. 

 

23. 彼らは私が先生になれると言います。 

They say that I can be a teacher. 

 

24. もし暇なら、手伝ってください。 

If you are free, please help me. 

 

25. 私は忙しいので行けません。 

I can’t go because I am busy. 

 

26. 彼女は犬と猫を飼っています。 

She has a dog and a cat. 

 



27. 私の家は 4 人家族です。 

There are four in my family. 

 

28. 彼は明日、サッカーか野球をするつもりです。 

He will play soccer or baseball tomorrow. 

 

29. この周辺によいレストランはありますか？ 

Are there any good restaurants around here? 

 

30. 私はケンがいい考えを持っていると思う。 

I think that Ken has a good idea. 

 

31. あなたがここに来てくれてうれしかった。 

I was glad that you came here. 

 

32. 私は彼女が手伝ってくれることを確信しています。 

I’m sure that she will help me. 

 

33. その村に古い神社が一つあった。 

There was an old shrine in the village. 

 

34. この町に博物館はありますか？ 

Are there any museums in this town? 

 

35. テーブルの下に猫がいました。 

There was a cat under the table. 

 

36. あなたは泳げますが、私は泳げません。 

You can swim, but I can’t (swim). 

 

37. 私と彼は図書館の中にいます。 

I and he are in the library. 

 

38. 雨が降っています。だから、私は家へ帰る。 

It is raining, so I will go home. 

 



39. あなたが宿題をし終えるまで（ずっと）私は家に帰れません。 

I can’t go home until you finish doing homework. 

 

40. 野球をしているとき、彼はかっこいい。 

He is cool when he plays baseball. 

 

41. 私が歌っているあいだ、彼は寝ていました。 

He was sleeping while I was singing. 

 

42. （彼の）父が帰る前に、彼は（彼の）部屋を片付けました。 

He cleaned his room before his father comes back. 

 

43. そのコップに少しコーヒーが残っています。 

There is a little coffee in the cup. 

 

44. この部屋には大きな犬がいます。 

There is a big dog in this room. 

 

45. 私の部屋にキッチンはありません。 

There is no kitchen in my room. 

 

46. YouTube には面白い動画がたくさんあります。 

There are a lot of interesting movies on YouTube. 

 

47. いい方法があるはずだ。 

There must be a good way. 

 

48. 東京か横浜のどちらかを訪れて下さい。 

Please visit Tokyo or Yokohama. 

 

49. 彼は一生懸命勉強した、だからその学校に行った。 

He studied hard, so he went to the school. 

 

50. リサとユミはこの教室にいます。 

Lisa and Yumi are in this room. 

 



51. あなたはサッカーが好きです。そして野球も好きです。 

You like soccer, and you like baseball too. 

 

52. 私は朝食を食べなかったので、お腹が空いている。 

I am hungry because I did not have breakfast. 

 

53. 空港にカフェがある。 

There is a café at the airport. 

 

54. ウェブサイトに情報がある。 

There is information on the website. 

 

55. 私が来るまで（ずっと）、ここで待っていてください。 

Please wait here until I come back. 

 

56. その公園には、たくさんの人がいます。 

There are many people in the park. 

 

57. 体育館にはたくさんの生徒がいました。 

There were many students in the school gym. 

 

58. 金庫にはどれくらいお金がありますか。 

How much money is there in the safe? 

 

59. その少女は 3 歳か 4 歳です。 

The little girl is three or four years old. 

 

60. 一生懸命勉強しなさい。そうすれば、その試験に合格するでしょう。 

Study hard, and you will pass the exam. 

 

61. 公園のそばに、その学校があります。 

There is a school by the park. 

 

62. 私が泳いている間に彼女は水を飲みます。 

She drinks water while I am swimming. 

 



63. 彼は数学を勉強した後に英語を勉強しました。 

He studied English after he studied math. 

 

64. 彼女はあなたが朝ご飯を食べたことを知りません。 

She does not know that you ate breakfast. 

 

65. 私は彼が背が高いということを知っています。 

I know that he is tall. 

 

66. 私の父は私が医者になることを望んでいます。 

My father hopes that I become a doctor. 

 

67. 私は 10 歳だった時、私は千葉に来ました。 

When I was ten years old, I came to Chiba. 

 

68. あなたの父が昨夜、家に帰って来たとき、あなたは何をしていましたか？ 

What were you doing when your father came home last night? 

 

69. 私は、その試合が終わるまでずっとそれを見るつもりです。 

I will watch the game until it is over. 

 

70. 私は遅くに起きたので、バスに乗り遅れました。 

I missed the bus because I got up late. 

 

71. 私はあなたが間違っていると思わない。 

I don’t think that you are wrong. 

 

72. グラウンドにボールがあります。 

There is a ball on the ground. 

 

73. その庭園に犬はいますか？ 

Is there the dog in the garden? 

 

74. あなたは彼女がこの町に住んでいることを知っていますか？ 

Do you know that she lives in this city? 

 



75. 私は春が近づいているのを感じます。 

I feel that spring is coming. 

 

76. あなたは彼がそんなことをしたということを信じますか？ 

Do you believe that he did such a thing? 

 

77. 私は、彼女がそのパーティに来ることを願っています。 

I hope that she will come to the party. 

 

78. あなたが病気であることを私は気の毒に思います。 

I’m sorry that you are ill. 

 

79. 何人かの生徒は野球が好きです。そして、他の人はサッカーが好きです。 

Some students like baseball, and others like soccer. 

 

80. すぐに起きなさい。そうしないとあなたは学校に遅刻するでしょう。 

Get up right now, or you will be late for school. 

 

81. 公園の周りにたくさんの人がいます。 

There are a lot of people around the park. 

 

82. 昨日、雨が降っていました。なので、私たちは家にいました。 

It was raining yesterday, so we stayed home. 

 

83. みんな地球が丸いということを知っています。 

Everyone knows that the earth is round. 

 

84. 私は明日、晴れることを望んでいます。 

I hope that it will be fine tomorrow. 

 

85. 残念ですが、もう出発しなければなりません。 

I’m afraid that I have to leave now. 

 

86. 遅れてすみません。 

I’m sorry that I’m late. 

 



87. このあたりに本屋はありますか？ 

Is there a bookstore around here? 

 

88. 1 週間は何日ありますか？ 

How many days are there in a week? 

 

89. 私はそれがいい考えだと思いません。 

I don’t think that it is a good idea. 

 

90. 先生は私たちが授業中おしゃべりしすぎだとよく言います。 

Our teacher often says that we talk too much in class. 

 

91. 私は彼女が贈り物を気に入ってくれてうれしかったです。 

I was glad she liked my gift. 

 

92. 仕事を一生懸命やりすぎると、あなたは病気になってしまうかも。 

If you work too hard, you may become ill. 

 

93. 私の弟は風邪をひいたので学校を休みました。 

My brother was absent from school yesterday because he had a cold. 

 

94. あなたは練習すれば英語を話せます。 

You can speak English if you practice it. 

 

95. 彼は子どものとき、バイオリンを弾くことができました。 

He could play the violin when he was a child. 

 

96. 彼女はかわいいが、クラスでは人気がありません。 

She is cute, but she is not popular in her class. 

 

97. 箱の中に何かありますか？ 

Is there anything in the box? 

 

98. もし英語を理解できるなら、この手紙を読んでください。 

If you can understand English, please read this letter. 

 



99. そのカバンは高価だから買えない。 

Because the bag is expensive, I can’t buy it. 

 

100. アキは家に帰ったとき、一通の手紙を見つけた。 

When Aki got home, she found a letter. 


