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表： 基本的な前置詞とその用例 
 表中の用例を，意味を確認した上で，数回音読してください。形容詞句の用例は主に限定

用法のもので，「名詞＋形容詞句」の部分のみとなっています。形容詞句が前の名詞にひっ

つく感じ（前置詞が糊の役割）で音読するといいでしょう。 

 ※ 印は，前置詞と同じ綴りで副詞としても使われるものです。 

□内に，音読した回数を「正」の字で記入してください。  

  

前置詞 イメージ 副詞句 形容詞句 

about※  ～について 

We talked [about our hobbies]. 

      趣味について 

～についての 

a book [about animals]a
 

 本  動物についての 

This book is [about dogs]a
. 

      犬についてで

す 

above※  ～の上方に 

Jet planes fly high
ad

 [above the clouds]. 

          雲の上を 

～の上方の 

Mt. Fuji [above the clouds]a
 

 富⼠⼭ 雲の上の 

across※  ～を横切って 

He flew [across the Atlantic Ocean]. 

     大西洋を横断して 

～を横切っている 

a bridge [across the river]a
 

  橋   川にかかった 

after 
接続詞にも 

 ～の後に，～の後で 

Repeat this sentence [after me]. 

          私の後について 

～の後の 

the day [after tomorrow]a
 

  ⽇  明日の後の 

along※  ～に沿って 

We walked [along the river]. 

      川に沿って 

～に沿った 

a path [along the river]a
 

 ⼩道  川に沿った 

among  ～の間で，～の間に 

I feel relaxed [among my friends]. 

        友達の中で 

～の間の 

a house [among the trees]a
 

  家   木々の間の 

around※  ～の周りに 

We sat [around the table]. 

    テーブルを囲んで 

 

～の周りを 

I jog [around a park] every morning. 

   公園の周りを 

～の周りの 

the sea [around Kagoshima]a 

  海  鹿児島の周りの 
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表： 基本的な前置詞とその用例（つづき） 

□内に，音読した回数を「正」の字で記入してください。  

 

  

前置詞 イメージ 副詞句 形容詞句 

as※ 

 

接続詞にも 

 ～として 

You should act [as leader]. 

       指導者として 

～としての 

a position [as teacher of English]a 

 職   英語教師としての 

at  ～で，～に 

Let's meet [at the coffee shop]. 

    コーヒーショップで 

 

She arrived [at the station]. 

       駅に 

～での 

a student [at Harvard]a. 
  学⽣  ハーバード大学の 

 

～をしている 

He is [at breakfast]a
. 

   朝食をとっている 

before※ 

 
接続詞にも 

 ～の前に 

Come home [before noon]. 

       正午前に 

～の前の 

the day [before yesterday]a
 

  ⽇  昨日の前の 

behind※  ～の後ろに 

He hid [behind the bushes]. 

     茂みのうしろに 

～の後ろの 

a garden [behind the house]a
 

  庭   家の裏の 

below※  ～の下方に 

The sun sank [below the horizon]. 

       地平線の下に 

～の下方の 

a rock [below sea level]a
 

 岩  海面より下の 

between  ～の間に 

The boy is sitting [between two girls]. 

        二人の女の子の間に 

～の間の 

the love [between mother and  

child]a
 

  愛  母と子供の間の 

beyond
※

 ～の向こうに 

Don't go [beyond this line]. 

     この線の向こうに 

 

～を越えて 

My house is [beyond that river]. 

   あの川の向こうに(ある) 

 
 
 
 

～を越える 

success [beyond our hopes]a 

 成功  予想を越える 

× 
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表： 基本的な前置詞とその用例（つづき） 

□内に，音読した回数を「正」の字で記入してください。  

前置詞 イメージ 副詞句 形容詞句 

by※ 

 
 

～のそばで，～のそばに 

Sit [by the fire]. 

   炉端に 

 

～によって 

I go to school [by bus]. 

       バスで 

～のそばの 

a house [by a lake]a
 

  家   湖畔の 

 

～による 

a novel [by Soseki]a 

 ⼩説 漱石による（漱石作の） 

for 

 

～のために，～に（とって） 

I am working [for reform]. 

       改革のために 

～のための 

a present [for you]a
 

 贈り物 あなたへの 

This present is [for you]a
. 

       あなたへ（です） 

from 

 
～から 

I traveled [from Kagoshima] to Tokyo. 

      鹿児島から 

 

Wine is made [from grapes]. 

       ブドウから 

～からの 

a letter [from my mother]a
 

 ⼿紙  母からの 

 

This letter is[from my mother]a
 

       母から（です） 

in 

 
～の中に 

He lives [in that castle]. 

     城の中に 

～の中の 

a dog [in the kennel]a
 

 ⽝  犬小屋の中の 

into 

 
～の中へ 

The cop came [into the house]. 

  警官    家の中へ 

 

like 

 
～のように 

He is sleeping [like a log]. 

   丸太のように（死んだように） 

～のような 

Her eyes are [like yours]
a
. 

  ⽬  あなたの目に似ている 

near※ 

 

～の近くで，～の近くに 

He works [near the station] 

      駅の近くで 

～の近くの 

a shop [near the station]
a
 

  店 駅の近くの 



 

- 20 - 
 

表： 基本的な前置詞とその用例（つづき） 

□内に，音読した回数を「正」の字で記入してください。  

  

前置詞 イメージ 副詞句 形容詞句 

of  ～について 

I am thinking [of going to America]. 

      アメリカに行くことを 

～の 

the color [of your mobilephone]a  

  ⾊  あなたの携帯の 

off※  ～から離れて 

We got [off the train]. 

     列車から降りた 

～から離れた 

Your remarks are [off thepoint]a. 

 君の発言は，  的外れだ 

on※  ～の上に 

She sat [on a stool]. 

     イスに 

 

～の上で 

I watched the program [on TV]. 

           テレビで 

 

～に接して 

I had the dog [on a chain]. 

       鎖につないで 

～の上の 

a book [on the desk]a
 

  本  机の上の 

 

 

 

 

～に接した 

a clock [on the wall]a
 

 時計 壁にかかった 

over※  ～の上に，～を覆って 

I jumped [over a brook]. 

     小川を飛び越した 

～の上の，～を覆った 

the bridge [over the river]a
 

   橋  川にかかっている 

through※  ～を通して，～を通って 

We looked [through a telescope] 

       望遠鏡で 

 

till 

接続詞にも 

 ～まで（ずっと） 

The shop is open [till 11 o'clock]. 

         11 時まで 

 

to  ～へ，～に 

She talked [to me]. 

      私に 

～への 

on my way [to school]a
 

  道    学校への 
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表： 基本的な前置詞とその用例（つづき） 

□内に，音読した回数を「正」の字で記入してください。  

 
 

【補足】 

 英語では，１つの単語綴りでいろいろな品詞として働くので注意が必要です。前置詞とな

る単語綴りが文中で前置詞であるとは限らず，次のように副詞や接続詞などにもなります。 

 

 副詞にもなるもの ： 表中で右肩に「※」を付けて示した 

 形容詞にもなるもの: like，near 

 接続詞にもなるもの: after，as，before，than，till，until 

 関係詞にもなるもの: as 

 

前置詞 イメージ 副詞句 形容詞句 

under※  ～の(真)下に 

We often dive [under the water]. 

        水中に 

～の(真)下の 

a house[under the hill]a
 

  家   丘のふもとの 

until 
接続詞にも 

 ～まで 

Let's drink [until tomorrow morning]. 

       明日の朝まで 

 

up※  ～の上方に，～の上へ 

We went [up the stream] by boat. 

  流れをさかのぼった 

 

with  ～とともに 

I argued [with my girlfriend]. 

      私の彼女と 

～を持っている 

a boy[with a black jacket]a
 

 少年 黒いジャケットを着た 

within※  ～以内で，～以内に 

I will be back [within an hour]. 

        1 時間以内に 

～の中の 

disagreement [within the team]a
 

意⾒の不⼀致  チーム内の 

without※  ～なしに 

We worked [without a rest]. 

      休みなしに 

～なしの 

a couple [without children]a
 

 夫婦  子供のいない 


