前置詞
「日本から来た男」と表現したいときがあったとします。その上で下記の文章を見て
ください。
1.A man（男）
2.A man from Japan（日本から来た男）
2 番の表現が正しいわけですが、２には man の後に from Japan がつくことで、
「～から来た男」という表現が成立するわけですね。
前置詞はこの場合の from のように、後ろにつけることによって前の言葉（この場合
a man）をさらに詳しく表現する機能を持っています。また from "Japan"のように、
前置詞の後には名詞が来ます。この場合、from は a man という名詞を表現してい
ますが、これ以外にも、前置詞は動詞や形容詞、副詞を後ろから表現することがで
きます。下記の前置詞の機能の仕方を基礎知識として抑えておきましょう。

●動詞を修飾する前置詞。
例★He often studies in the library.
彼はその図書館でよく勉強している。
（study という動詞を in で修飾している⇒図書館で study している）
●形容詞を修飾する前置詞
例★John is familiar with this town.
ジョンはこの町をよく知っている。
（familiar という形容詞を with で修飾している⇒this town に familiar である）
●副詞を修飾する前置詞
例★Jenny wakes up early in the mornig.
ジェニーは朝早くに目覚める。
（early という副詞を in the morning で修飾している⇒「早く」は朝の時間帯での早い
ときである）
英語の前置詞は無数にありますが、次ページからは基本的なものを例文と共に紹
介します。慣れてきたら、さらに他の前置詞もどんどん覚えていきましょう。

●about ～について
例★I know a lot about cars.
私は車について沢山しっている。
●aboard ～に乗って
例★None of my friends were aboard the ship.
私の友人は誰もその船には乗っていなかった。
●above ～の上方向に
例★My favorite picture is above my desk
私のお気に入りの写真はデスクの上にあります。
●across ～を横切って
例★We went across the entire city just to find the ice cream shop.
私たちは、そのアイスクリーム屋を見つけるだけのために、町を端から端まで行っ
た。
●after ～の後に
例★I went home after shopping in Shibuya.
私は渋谷で買い物をした後に家に帰った。
●against ～に対し
例★My son likes to lean against me when he is tired.
私の息子は疲れているときは壁に対してよりかかるのが好きだ。
●along ～に沿って
例★I like to walk along the beach on warm nights.
私は暖かい夜にビーチに沿って歩くのが好きだ。
●among ～の間で
例★We have to split the tasks evenly among all of our coworkers.
同僚たちの間で、作業を均等に分けなければいけない。
●around ～のまわりに
例★Jane walked aimlessly around town for 3 hours.
ジェーンは町のまわりを 3 時間、あてもなく歩き回った。
●as ～として
例★I work as an English teacher.
わたしは英語の教師として働いている。

●at ～で、～に
例★I print all of my pictures at the office.
私はオフィスで私の全ての写真を印刷した。
●before ～の前に
例★I always brush my teeth before I go to bed.
就寝前に私はいつも歯磨きをする。
●behind ～の後ろに
例★The movie theater is behind the big shopping mall.
その映画館は大きなショッピングモールの後ろにある。
●below ～の下方に
例★I have a dark tan line below my neck.
私の首の下には日に焼けたラインがあります。
●beneath ～の下に
例★The ground was shaking beneath him.
彼の下で地面がゆれていた。
●beside ～のとなりに、～のそばに
例★I always sit beside my best friend in economics class.
私は経済学の授業で、最も親しい友人のとなりに座る。
●besides ～の他にも
例★The library has several other services besides lending books.
その図書館は本を貸す他にもいくつかのサービスを提供している。
●between ～の間に（between A and B なら「A と B のあいだ」）
例★I parked my bike between the post office and barber on Aurora street.
私はオーロラ通り沿いの郵便局と床屋の間に自転車をとめた。
●beyond ～を超えて
例★Beyond this point, we are going to have to wear special suits to protect us
from the dangerous chemicals.
この地点を超えたところで、危険化学物質から身を守るために特別な服を着用しな
ければならない。

●but ～を除いて
例★All but one of the participants were female.
一人の参加者を除いて、全員が女性である。
●by ～により
例★This work has been done by him.
この作業は彼によって完了された。
●concerning ～に関して
例★The contract concerning your new home has a few details that were left out.
あなたの新居に関する契約は、いくつか欠けている詳細事項がある。
●despite ～にも関わらず
例★He seemed to enjoy the traveling despite the undrinkable water and
dangerous insects in the local area.
彼は、現地の飲めない水や危険な虫にも関わらず、その旅行を楽しんだようだった。
●down ～の下へ
例★He ran at a comfortable pace down the hill.
丘の下のところで、彼はちょうどよいペースで走った。
●during ～の間に
例★The fans were yelling the whole time during the game.
試合の間、そのファンたちはずっと叫んでいた。（the whole time＝（ある時間内に
おいて）ずっと～）
●except ～を除いて
例★I work everyday except Sundays.
日曜日を除いて私は毎日働いている。
●for ～のために、～に（とって）
例★I made a lot of dishes for my friend’s birthday party.
わたしは友人の誕生日パーティのために沢山の食事をつくった。
●from ～から
例★A lot of immigrants living in the US come from South America and Asia.
米国に住んでいる多くの移住者たちは、南米とアジア出身である。

●in ～の中に
例★There wasn’t enough gas in my car.
車の中に十分なガソリンがなかった。
●inside ～の中に、内側に
例★It’s hard to convey all of the thoughts inside my head.
わたしの頭の中にある考えをすべて伝えるのは難しい。
●into ～の中へ
例★The customers ran into the shops as if a marathon race was starting.
まるでマラソンレースが始まったかのように、客たちはその店の中に駆け込んで
いった。
●like ～のように
例★He acted like a boy.
彼は少年のようにふるまった。
●minus ～を減らした
例★Ten minus two is eight.
10 から 2 をひく（減らす）と 8 である。
●near ～の近くに
例★There is a great bakery near my house.
私の家の近くにおいしいパン屋がある。
●of ～の（何かの内容を表す）
例★This is a picture of Tokyo Tower.
これは東京タワーの写真です。
●off ～から離れて
例★The hotel is located 2 miles off the main road.
そのホテルは幹線道路から２マイル離れたところにある。
●on ～に接して
例★There were many pictures of his family on the wall.
壁には、沢山の彼の家族の写真があった。（壁に貼ってある＝接している）
●onto ～の上へ
例★My cat jumped onto the table and ate all crackers.
私の猫はテーブルの上に飛びのり、全てのクラッカーを食べた。

●opposite ～反対側に
例★He sat opposite her,
彼は彼女の反対側に座った。
●outside ～の外側に
例★My cousin lives in a small town outside Nara.
私のいとこは奈良の外（側）にある小さな町に住んでいます。
●over ～の上に、～を超えて
例★He’s been late to work over 10 times because of the heavy traffic.
彼は交通渋滞のために 10 回以上遅刻したことがある。
●past ～を通り過ぎて
例★My grandmother is past ninety, but she still does sit-ups.
私の祖母はもう 90 歳を超えているが、まだ腹筋をやっている。
●since ～からずっと
例★He’s been working for the company since 30 years ago.
彼は 30 年前からずっとその会社で働いている。
●than ～よりも
例★Glenn is taller than Mark.
グレンはマークよりも背が高い。
●through ～を通って
例★A tree fell through the roof of my house during a strong wind storm.
強い嵐の最中に、木が私の家の屋根を突き抜けて落ちてきた。
●throughout ～の間〔ずっと〕
例★I was annoyed because a guy was coughing loudly throughout the movie.
映画の間中ずっと男がうるさく咳をしていたので、迷惑だった。
●till ～まで(until でも可）
例★Let's wait till tomorrow.
日が沈むまで私は帰りませんよ。
●to ～に、～まで
例★He delivered the pizza to the wrong house.
彼はそのピザを間違った家に配達した。

●toward ～の方へ
例★We rowed the boat toward the shore.
私たちは岸に向かってボートを漕ぎました。
●under ～下で
例★I held my breath under water for more than 2 minutes.
私は水の下で（水面下で）2 分間息をとめました。
●underneath ～の下に
例★Could you get my phone? It’s underneath the table.
僕の電話をとってくれないか？テーブルの下にあるよ。
●until ～まで
例★Chris kept looking until he found the perfect jacket for his pants.
クリスは彼のズボンに完璧に似合うジャケットをみつけるまで探し続けた。
●up ～の上に
例★My son's room is up the stairs.
私の息子の部屋は階段の上にある。

●via ～を通って
例★I do all of my clothes shopping via the internet.
私は自分の全ての服の買い物はインターネットを通してやっている。
●with ～と
例★She is lucky to work with such smart scientists.
こんな優秀な科学者と仕事ができて彼女は幸運だ。
●within ～のうちに（以内に）
例★Within 1 year, Kelly was promoted to be the manager of her department.
一年以内にケリーは彼女の部署のマネージャーに昇格した。
●without ～なしで
例★I like my coffee without sugar.
私は砂糖なしのコーヒーが好きだ。

