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前置詞 
 

前置詞というのはある程度の「ルール」があるが、理屈抜きに使われることもある。普段から英

文を読む際に、前置詞の使われ方に注意して読むようにすれば、各前置詞の働きのイメージが湧い

てくるようになるので実践してみよう！ 

 

■時間の概念 

at…時の一点（何時，何分，正午，真夜中）  on…特定の日付   

in…比較的長い期間（一日の中の一部，月，四季，年など） 

in 1946 「1946 年に」  in August 「8 月に」  

on August 19 （ = on the 19th （day）of August）「8 月 19 日に」 

on Monday 「月曜日に」 at nine 「9 時に」 

（朝昼夜の表し方） 

in the morning ［afternoon/evening］「午前中に［午後に/夜に］」 

at night （midnight）「夜に（真夜中に）」 

on a warm morning 「ある暖かい朝に」 

on the evening of August 19 「8 月 19 日の夜に」 

①「今」を中心とする時間表現には前置詞をつけない 

this morning「今朝」 this week「今週」 this month「今月」 

②after / in 

 after…after を使わなければ、時の前後関係が見えないときに使われる 

 in…～後に「経過」（現在を基準にして「今から～後に」  He’ll be back in an hour. 

（彼は 1 時間後に戻るでしょう） 

③in / for     

 He learned English in a year.（彼は１年で英語を学んだ）英語を「学び終えた」という意味 

  He learned English for a year.（彼は１年間英語を学んだ） 

④by / until (till) / before 

 by…～までに（期限）  until…～までずっと（継続）  before…～より前 

⑤during / through 

during…①ある特定の期間の間ずっと ②ある期間中の特定の時点 

through…初めから終わりまで through the night 「夜通し、一晩中」 

 

 

 

 

 

 



 2 

■場所の概念 

at…比較的狭い場所（地点，建物の内外） in…比較的広い場所（囲まれた内部）  on…特定の面（の一部） 

 

①in the south of the city（その都市の南部に） 

 

②on the south of the city（その都市の南に隣接） 

 

③to the south of the city（その都市から南方に） 

 

④in the corner「隅に」（角を内側から見た場合） 

 

⑤at[on] the corner「角に」 

 

■主な前置詞の働き 

at 

イメージ→【狭い場所・点】 

・目的、目標「～をめがけて，狙って」 aim the gun at him 彼めがけて銃を向ける 

・最中 at (the) table（食事中で）at work（仕事中で） 

・極限 at least（少なくとも） at best（よくとも） 

・場所の一点 at the party 

・時の一点 at the beginning of ～の初めに   at 3 o’clock ３時に 

・速度、価格、割合などの目盛りの一点「～で」 

at 100℃  摂氏 100度で    at 100 miles an hour 時速 100マイルで 

 

by 

・単位、基準「～で，～によって」He is paid by the hour 彼は時間決めで給料をもらう。 

・期限「～までに」 by noon 正午までに 

・傍ら by the door ドアのそばで 

・手段「～によって」 judge a person by his appearance 見かけで人を判断する 

・交通手段…基本的に無冠詞 by bus, by train など 

※ by は抽象的手段を表すので，by his car のように冠詞や所有格を伴うことはできない。 

「彼の車で」の場合には、with his car となる。 

冠詞がある場合は、in a[the] train / on a[the] train などとなる↓ 

I had my purse stolen in the bus.「バスの中でサイフを盗まれた」（場所の概念） 

・原因、要因「～で」 by chance 偶然に 

・経由 He came in by the back door.   ・差 He is younger than I by three years. 
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with 

・～と一緒に with my son 

・調和、一致 agree with 賛成する  go with ～と合う  

・関連 I have nothing to do with the matter.私はその問題とは無関係だ。 

・～に比例して The power increased with their number.（勢力は人数が増すにつれて増大した） 

・付帯状況 with his eyes closed 彼は目を閉じて 

・結合、混合 share a room with him 彼と一緒に部屋を使う 

・供給 provide A with B ＡにＢを供給する present A with B ＡにＢを贈る 

・相手 compete with him 彼と争う 

・様態 with + 抽象名詞→副詞 with ease = easily  with care = carefully 

・携帯、付随 a man with a knife ナイフを持った男 a house with a garden 庭付きの家 

・手段（～を使って） write this letter with a pen 

・原因（～のために） He was shedding tears with joy. 

 

on 

・イメージ→【接触】（空間的・時間的） 

・身に着けて He put the ring on her finger. 

・～の部分を He hit me on the shoulder. 

・接触 a fly on the ceiling 天井にとまっているハエ 

・近接した a town on the coast 

・基づく be based on ～に基づく 

・依存 depend on ～に依存する 

・土台となる手段・情報源 I heard it on the radio. / on the phone / on TV 

・従事、活動中 on duty（勤務中で） on fire 燃えている 

・継続 Go on with your story.（話を続けてください） carry on 続ける 

・影響、作用 have an influence on ～に影響する 

・主張 insist on ～を主張する 

・所属 He is on the committee. 

・～するとすぐに upon(on)～ing 

・関連  on…lecture, research, study, information など何かのテーマや問題を“集中的に”

扱う名詞の後で，“テーマ”を示すには on を用いる。of や about よりも関心の度合いが

強い。This is a book on gardening. 
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against 

・敵対 fight against the enemy   敵と戦う 

・反対 against the rule   ルールに反して 

・よりかかって lean against   ～によりかかる 

・ぶつかって run against the wall   壁にぶつかる 

・背景 against the blue sky   青空を背景にして 

・備えて against a rainy day   万一に備えて 

 

in 

・従事、活動 be engaged in trade 貿易に従事する 

・場所、状況 ～の中で 

・運動、方向 ～の中へ・～の方へ 

 Come on in！「さあ入って！」 

・時 ～の間に・～のうちに・～経てば 

・限定、関与 consist in ～にある 

・限定された時間 in the morning 朝に 

・状態 in good health 健康で in danger 危険な状態で in need 必要として 

・～の形で in a (形容詞) voice「(    )な声で」 

・方法 in the way その方法で 

・身に着けて men in black（黒い服を着た人達） 

 

from 

・運動の出発点（～から） from here to the station 

・時間、順序の始まり（～から） from today on 

・区別、比較 distinguish[tell] A from B ＡとＢを区別する  be different from～とは違っている 

・妨害、阻止 prevent A from B ＢからＡを妨げる 

・出所（～から出た・～出身） I have received a letter from my uncle. 

・変化（～から）The sky suddenly changed from blue to gray. 

・原因、起源 result from ～から起こる 

・ある状態、行為の原因  die from starvation 餓死する  

be tired from overwork 働きすぎで疲れている  

help from a sense of obligation 義務感から援助をする 

・判断の根拠 judging from～  ～から判断して 
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to 

・イメージ→【方向付け＋到達】 go to school 

・方向（～の方へ）He stood with his back to the wall. 

・到達点、結果（～へ・～になるまで） I walked to school. / from morning to night 

・to+one’s+感情名詞→「…したことに」 

to my surprise 私が驚いたことに to his regret 彼が後悔したことに 

to her disappointment 彼女ががっかりしたことに 

・対象 I gave the book to him. 

・所属 I belong to a tennis club. 

・付着 stick to ～に固執する 

・一致、調和すべき基準 to one’s taste「好みに合っている」 

dance to the music「音楽にあわせて踊る」 

 

of 

・所属（～の）the wallet of my brother 

・同格（～という）the city of London 

・目的格（～を、～の）the explanation of the cause 

・主格（～が、～の）the rise of the sun 

・分離 be independent of ～から独立している 

・原因、起源 die of cancer ガンで死ぬ 

・分量、種類 a cup of tea 

・構成要素、材料 consist of ～から成り立つ 

・about「～について」に近い意味 inform A of B ＡにＢを知らせる  

speak of～  ～のことを話す 

・性質 of+抽象名詞→形容詞 

of importance = important  of use = useful  of no use = useless   

of great use = very useful  of value = valuable 

・部分 ～のうちで the tallest of the three boys  ３人のうちで一番背が高い 

 

for 

・求めて、探して look for 探す feel for 手探りで探す 

・支持、賛成 I’m for the plan.  私はその計画に賛成です。（反対は against） 

・理由 blame A for B ＢのことでＡを非難する 

・方向 leave Tokyo for Yokohama  横浜に向かって東京を去る 

・関連 for my part 私に関する限り 

・交換 exchange A for B  ＡとＢを交換する 

・備えて prepare for ～  ～の準備をする 
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・目的 Smoking is bad for your health.   be suitable for ～に適している 

・時間、距離 for three years 

・対比「～のわりに」 for one’s age 歳のわりには 

 

 

■前置詞によって意味が変わる熟語 

be anxious about～ ～を心配して       be impatient for～ ～を熱心に待つ 

be anxious for～ ～を切望して        be impatient of～ ～を我慢できない 

 

be familiar with～ ～に精通して        be true of～ ～に当てはまる 

be familiar to～ ～に良く知られて       be true to～ ～に忠実な 

 

be tired of～ ～に飽きて                succeed in～ ～に成功する 

be tired from～ ～に疲れて              succeed to～ ～を引き継ぐ（継承する） 

 

be concerned about～ ～を心配して     free from～ （好ましくないもの）～がない 

be concerned in～ ～に関係がある       free of～  （当然あるべきもの）～がない 

 

■その他の前置詞用法 

① above / over / below / under 

   above→上に位置する／below→下に位置する【非接触】（単なる位置関係） 

  over→上方広がり／under→下方広がり【接触・非接触両方アリ】 

 

②二重前置詞 

前置詞を２つ重ねることによって意味を明確にする (from+αという例が多い) 

 A voice was heard from behind the certain.（カーテンのかげから声が聞こえた） 

 A mouse ran out from under the table.（テーブルの下からネズミが走り出した） 

 They stayed with us until after dinner.（彼らは夕食後まで私たちと一緒にいた） 
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練習問題 

下記問題の選択肢より、最も適切なものを 1 つ選びなさい。 

 

(1) The coffee shop opens at 7:30 and serves breakfast (     ) 10 o'clock.  

1.within     2.by     3.for     4.till 

(2) I hope to finish my work (     ) five o’clock. 
  1.by 2.till 3.to     4.until 

(3) We will have to keep surveying the site (      ) the end of the year. 

1. to      2. in     3. on     4. for 

(4) Please help yourself to the cookies. Coffee will be ready (     ) a minute. 
  1.to 2.in     3.for 4.from 

(5) (       ) four years in Greece, he longed for the familiar sights of Kyoto. 

1. After     2. As     3. By      4. Since 

(6) This is the coldest winter (     ) five years.  
 1.since       2.during     3.for      4.in 

(7) I was standing (       ) the whole concert. 

1. during      2. among      3. while      4. between 

(8) I haven’t smoked (     ) ages. 
  1.for 2.over 3.in 4.since 

(9) (      ) such a beautiful night, something wonderful may happen to you. 

1. In      2. Of      3. On      4. For 

(10) The examination begins (     ) nine in the morning. 

 1.with     2. from     3. at      4. in 

(11) The president of our club lives (     ) 1203 N. Main Street. 
  1.in 2.by        3.at      4.for 

(12) My uncle lives in a town (      ) the Mississippi river.  

 1. in        2. at        3. on        4. of 

(13) Singapore is (       ) Southeast Asia.  

 1. to       2. in      3. on      4. for 

(14) He took me to a fancy French restaurant and asked the waiter for a table (     ) the corner. 
  1.of 2.at 3.in       4.on 

(15) Do you know if there is a good restaurant (      ) here? 

1. close 2. at 3. around 4. from 

(16) This model is (     ) an increasing number of robots created to meet the needs of the healthcare 

industry.  

1. among 2. at 3. in 4. on 

(17) “How did you know John was angry?” “I could tell (     ) his face.” 
  1.for 2.with 3.to 4.by 
(18) “It’s Mrs. Brown (    ) the phone. She says it’s urgent.” 
  1.by 2.in 3.through 4.on 
(19) He is (     ) work now, but will return at seven. 
  1.without 2.by 3.on 4.at 
(20) The child shrieked with delight (     ) the sight of the kitten. 
  1.at 2.on 3.for 4.along 
(21) She got angry and threw a bottle (     ) him. Luckily it just missed him. 
  1.to 2.of 3.at 4.by 
(22) Fish is sold (     ) the pound there. 

  1.by      2.in      3.for       4.to 

(23) I’m not quite (     ) you. What are you getting at? 
  1. at 2.of 3.to 4.with 
(24) He lay on the sofa (     ) his shoes on. 
  1.with 2.in 3.on 4.off 
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(25) It grew warmer (     ) the approach of spring. 
  1.at 2.on 3.in 4.with 

(26) I won't have any cake, thank you. I'm (      ) a diet.  

1. in 2. at 3. on 4. for 

(27) The policeman is now (     ) duty. 
  1.on 2.in 3.for 4.through 
(28) A lady (     ) a white dress attended the party. 
  1.with 2.in 3.at 4.on 

(29) John is walking (      ) the direction of the station.  

 1. to        2. in        3. on       4. for 

(30) (     ) my shame, I forgot my wife’s birthday. 
  1.As 2.For 3.To 4.By 
(31) (    ) all the TV programs, I like documentaries best. 
  1.In 2.Of 3.For 4.Among 
(32) These old ornaments are (     ) little value. 
 1.of 2.from 3.on 4.out 

(33) “Well, (     ) my opinion, more people should go to college.” 

  1.of         2.from         3.with         4.in 

(34) The government split (     ) two factions ― conservatives and activists.  

1. among 2. with 3. into 4. to  

(35) You are (    ) my way so I can’t see the TV. 

  1.on 2.at 3.in 4.with 

(36) This salad bowl is made (     ) crystal glass.  

 1. of        2. by       3. for       4. in 

(37) (      ) his great knowledge, Carlos knew little about Europe, because he left Spain when he 

was four years old. 

1. In place of     2. Instead of     3. Along with      4. With all   

(38) How to start our enterprise is still (     ) consideration. 

1. being 2. on 3. over 4. under 

(39) The island is five kilometers (    ) the coast of California.  

1.of         2.off        3.on        4. to 

(40) One of the buttons has come (      ) my coat.  
1. through      2. on      3. out     4. off 

 

 

 

 

 

 

 

（練習問題 解答解説） 

(1) 4. till は「～までずっと」の意。by は期限を表す「～までに」。 

(2) 1.  

(3) 1. 方向（～へ向けて）を表す to。 

(4) 2. in a minute で、「すぐに、まもなく」 

(5) 1. ここでの after は接続詞とも取れる。主語が主節と同じなので省略できるパターン。 

(6) 4. in の項参照。→「・時 ～の間に」に該当。 

(7) 1. 「特定の期間」を表す during。「数詞を伴う期間」は for を用いる。 
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(8) 1. for ages で「長い間」 

(9) 3.  

(10) 3.  

(11) 3. live in（地名・都市）・live at（番地）・live on（通り・線路沿い・川沿い） 

           ※live on～で「～で暮らす」の意味にも注意。live on a small salary 

(12) 3. along でも可。 

(13) 2. シンガポールは東南アジアの中にあるという解釈。 

    Ex. Canada is on the north of the U.S. = この場合の on は、カナダはアメリカの北に隣接するため。 

(14) 3. 「場所の概念」参照。 

(15) 3. around here で「この辺りで」 = near here  

(16) 1. A is among～.「A は～の中のもの（1 つ）だ」。 ～には複数名詞が来る 

(17) 4. can(could) tell by（表情・しぐさなど～）「～で区別できる（わかる）」 

(18) 4. on the phone は電話で話している状態。by(through) the phone は「電話で」（手段）を表す。 

(19) 4. at work = （人が）勤務中で・（物が）作動中で 

(20) 1. at the sight of～ 「～を見て」 

(21) 3. at の項参照。 

(22) 1. by の項参照。 

(23) 4. I’m not with you.「言っている事が分からない」 

What are you getting at?「何が言いたいんだ？」 

(24) 1. 付帯状況の with 

(25) 1. at the approach of～「～が迫って」 

(26) 3. (go) on a diet「ダイエット中」 

(27) 1. on duty 「勤務中で、当番で」 

(28) 2. in の項参照。 

(29) 2. direction の前につく前置詞は必ず in 

(30) 3. to one’s shame 「恥ずかしいことだが、」 

(31) 2. 文頭が、Of all～,S+V～.  Of the 基数詞～, S+V～.の場合 =「～のうちで、S+V～」 

(32) 1. of + 抽象名詞 = 形容詞 

(33) 4. in my opinion 「私の意見は、私の見解では、」 

(34) 3. split into～ 「～に分かれる」 faction 派閥、党派 

(35) 3. in one’s way 「邪魔になる、遮っている」You are in my way. 「君じゃまだよ」 

(36) 1. be made of = 素材が目に見えて残っている場合  

be made from = 素材が目に見えて残っていない場合 

  This desk is made of wood.      This wine is made from grapes. 

(37) 4. with all～ 「～がありながらも、」 

(38) 4. under consideration 「検討中で」 under construction「工事中で」 

(39) 2.「海岸から離れた位置」を表す。 

(40) 4. A come off B  「A が B から取れる、外れる」 

 

― END ― 


