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Unit 4 日本食レストランはありますか？ 

≪この課のねらい・・There is(are)～がある≫ 

「どこそこに・・・がある、・・・がいる」という意味をあらわす場合、 

 英語では〔There ＋Be 動詞＋ 主語＋場所を表す語句〕 

 という形をとります。 

 

 文頭の There は形式的なもので特に意味はありません。 

 

 1. 主語は不特定の人・もの（a や some がつく場合が多い） 

   e.g. There is a barbershop around the corner. 

     （角に床屋があります。） 

  

 2. Be 動詞は主語に合わせる 

  e.g. There are some books on the table. (are は some books に合わせる) 

     （テーブルの上には数冊の本があります。） 

  

 3. there は主語ではないが、疑問文では倒置する。 

   e.g. There is a cat near the kitchen.  

    （台所の近くに猫がいます。） 

      → Is there a cat near the kitchen? 

 

  4. 数の聞き方 

   e.g. How many dogs are there in your house? 

     （あなたの家には何匹の犬 がいますか？） 

   → There are five dogs in our house.  

   （家には 5 匹の犬がいます。） 
 

※講師とのレッスンは、「1 – 1・・・Basic Expressions」から始まります。 

 「この課のねらい」については、レッスン開始前にお読みください。 

 

 

１ - １・・・Basic Expression 

重要表現ですので講師と一緒に発音練習をしてみましょう。 

 

１, A: Are there any Japanese restaurants around here?  

  （このあたりに日本食レストランはありますか？） 

 B: Yes, there are. （はい、あります。） 

 

2. A: Is there a tempura restaurant here?  （ここに天ぷら屋さんはありますか？） 

 B: Yes, there is. （はい、あります。） 

 

3. A: How many windows are there in the living room? 

  （居間にはいくつ窓がありますか？） 

 B: There are four windows.  （4 つの窓があります。） 
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１ - ２・・・Role Playing  
A または B になって役割練習をしてください。繰り返し、覚えるまで練習しましょう。 

 

A: What would you recommend for today’s dinner?  

 （今日の夕食は何がお薦めですか？） 

B: What about an authentic Japanese food in Japanese restaurant?  

 （日本食レストランでの本格的な日本料理はどうですか？） 

 Do you like Japanese food? （日本料理は好きですか？）  

A: Yes, I do. I love Japanese food. （はい、好きです。とても好きです。） 

 Are there any Japanese restaurants around here?  

 （このあたりに日本食レストランはありますか？） 

B: Yes, there are. （はい、あります。） 

 What kind of food do you want? （どんな種類の食べ物を食べたいですか？） 

 Tempura? Sashimi? Noodles? （てんぷら、刺身、麺類。） 

A: I would like to have tempura. （てんぷらがいいですね。） 

 Is there a tempura restaurant around here? （このあたりに天ぷら屋さんはありますか？） 

B: Yes, there is. （はい、あります。） 

 I will take you to my favorite restaurant tonight.  

 （今晩は私の行きつけのレストランに連れて行きます。） 

A: Thank you very much. （どうもありがとう。） 

*authentic 本格的な 

  



- 18 - 
Unit 4 日本食レストランはありますか？ 

（There is(are)～がある） 

- 18 - 
Copyright (C) 2011 UNHOOP Co., Ltd. All Rights Reserved. 

２ - １・・・Activity  

次の英文を例のように疑問文にして Yes、No で答えましょう。 

e.g. There are many books on the shelf. 

 （棚にはたくさんの本があります。） 

    A:  疑問文 Are there many books on the shelf? 

  B: Yes. Yes, there are. 

  C: No.  No, there aren’t. 

 

1. There is a refrigerator in the kitchen. 

 （台所に冷蔵庫があります。） 

  A: 疑問文 

     B: Yes. 

   C: No  

 

2. There is an air conditioner in the bedroom. 

 （寝室にエアコンがあります。） 

    A: 疑問文 

    B: Yes. 

  C: No 

 

3. There are five children in the playground.  

 （運動場には 5 人の子供たちがいます。） 

   A: 疑問文 

     B: Yes. 

   C: No 

 

4. There are cockroaches in my house.  

 （私の家にはゴキブリがいます。）    

  A; 疑問文 

  B: Yes 

  C: No  

 

5. There is a big supermarket in my neighborhood.  

 （家の近くに大きなスーパーがあります。） 

  A: 疑問文 

  B: Yes. 

  C: No 
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 ２ - ２・・・Activity  

次の英文を例のように A, B で答えましょう。 

e.g.  How many books are there on the shelf? 

 A: 5 There are five books on the shelf. 

 B: 15 There are fifteen books on the shelf. 

1. How many windows are there in the living room? 

 （居間にはいくつ窓がありますか？） 

  A: 2  

  B: 4 

2. How many apartments are there in this building? 

   （このビルにはいくつのアパートがありますか？） 

  A:  20 

  B: 50 

3. How many floors are there in this condominium? 

  （このコンドミニアムは何階建てですか？） 

  A: 27 

  B: 35 

4. How many pencils are there in the pencil case? 

  （筆箱には何本の鉛筆が入っていますか？） 

   A: 7 

  B: 10 
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２ - ３・・・Activity  
【   】内の日本文を英文に訳して演習を行ってください。 

口になじむまで何度も練習してください。 

A:講師、B:生徒又は A:生徒、B:講師のセリフです。 

 

A: 【今日の夕食は何がお薦めですか？】 

B: What about an authentic Japanese food in a Japanese restaurant?  

 （日本食レストランでの本格的な日本料理はどうですか？） 

 Do you like Japanese food? （日本食は好きですか？）  

A: Yes, I do. I love Japanese food. （はい、好きです。とても好きです。） 

 【このあたりに日本食レストランはありますか？】 

B: Yes, there are. （はい、あります。） 

 What kind of food do you want? （どんな種類の食べ物を食べたいですか？） 

 Tempura? Sashimi? Noodles? （てんぷら、刺身、麺類。） 

A: I would like to have tempura. （てんぷらがいいですね） 

 【このあたりに天ぷら屋さんはありますか？】 

B: Yes, there is. （はい、あります。） 

 I will take you to my favorite restaurant tonight.  

 （今晩は私の行きつけのレストランに連れて行きます。） 

A: 【どうもありがとう。】 

 

Memorize these sentences – ４  

この Unit に出てきた英文です。繰り返し発音し、暗記してください。 

 

１, A: Are there any Japanese restaurants around here?  

 B: Yes, there are.  

2. A: Is there a tempura restaurant here? 

 B: Yes, there is.  

3. A: How many windows are there in the living room? 

 

 B: There are four windows. 

 

 




