
難易度 ★☆☆　イチから（初級）

このプリントはウェブサイトで無料ダウンロードできます。【ちびふたEnglish】http://happylilac.net/english.html　【教材作成協力】ふたば塾

前置詞 ＜ページ１＞

 【前置詞】について。 
 
for  /  by  /  of  /  from  /  in  /  at  /  on  /  under  /  before  /  after  /  about  / 
with  /  between  /  to  /  …  
など… これらの仲間を「前置詞（ぜんちし）」と言います。(^▽^)b 英文の中でよく見かける単語だよね！ 
 
特徴① 意味が 1 種類だけではない前置詞が多い！ 
例えば for という前置詞は、「～のために」「～にとって」「～の間」など、いろいろな意味があるよ。 
辞書で調べてみると、意味を載せている番号が①～⑬…くらいまであったりします（もっとかな）(^_^; 
まずはこれを！というものから 1 つ 1 つ覚えてねφ(^o^ )（プリントの次ページからをお楽しみに♪） 
 
特徴② 「意味のかたまり（つながり）」が日本語とは逆！ 
例えば for という前置詞の「～のために」という意味で説明すると、 
for you = あなたのために    for him = 彼のために    for Yuki = ユキのために 
for the students = （その）生徒たちのために    for my mother = 私の母のために 
             ┇ 
 つまり、for ○○ ＝ ○○のために  ← 英語と日本語では「逆」になっているのがわかるかな？ 

 「あなたのために」は、日本語の語順どおりに書くと you
あなた

 for
～のために

 となるけど、これは間違い！ 

 for
～のために

 you
あなた

 が正解だよ(≧▽≦) この特徴はどの前置詞も持っているから、「最大の特徴」だね♪ 

 
Σ(・▽・ ; ) …はっ！ だから「前置詞」、「前に置く詞」なのかああ～！！ 
 
(^▽^)/ そうです！ 「○○のために」の ○○ の前に for を置いて、for ○○ とするよね。 
 だから「前置詞」なのです！！（←これ、自分で気づいた人いるかな？ いたらすごいぞ！！） 
 
特徴③ 後ろに動詞が来る時は、必ず ing 形になる！ 
これについては、「動詞の形の変え方のコツ」というプリント（１）～（２）の中で解説しているので、 
そちらを参照してみてね。 http://happylilac.net/english_3-0103_con-verbs.html 
 前置詞の後ろは ing 形♪＞(^▽^) と、おまじないのように覚えておいてくださいな♪ 
 
特徴④ 後ろに「代名詞」が来る時は「目的格」を使う！ 
例） I got a letter from (        ).  私は彼からの手紙を受け取った。 
                   └→ ここに「彼」という語（代名詞）が必要だよね。 
 from などの前置詞の後ろに「代名詞」を置く時は、「目的格」（I-my-me-mine の 3 番目の語！）が使

われます。だからここはhimが正解。from him、by them、about her、with us、などと使われるよ(^o^) 
 
特徴⑤ 「熟語」の中に含まれていることが多い！ 
be interested in ～ 「～に興味がある」、take care of ～ 「～の世話をする」、look for ～ 「～を探す」 
など、前置詞が含まれている熟語はけっこうあるよ！ 出会った時にどんどん覚えていこう( ^o^)φ 
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さて次は、それぞれの前置詞について、重要な意味・ポイントを挙げていくよ。 
 
            ① ～のために（ための） 
             This is a present for you.  これはあなたのための（あなたへの）プレゼントです。 
            ② ～にとって 
 This book is useful for them.  この本は彼らにとって役に立つ。 
 It is difficult for me to speak English.  私にとって英語を話すことは難しい。 
 ※これは It is … for ○○ to + 動詞の原形 「○○にとって～することは…だ」という熟語（構文）だね！ 
③ ～に向かって  He left for London.  彼はロンドンへ向かって出発した。 
④ ～の間 ： 《期間》を表す 
 We have been friends for ten years.  私たちは 10 年間友達です。 
 We have known each other for a long time.  私たちは長い間お互いを知っています。 
⑤ ～用に（～に）  What do you have for breakfast?  あなたは朝食に何を食べますか？ 
などなど… 
【for が含まれる熟語の例】 
・look for ～ 「～を探す」 I’m looking for Jimmy.  私はジミーを探しています。 
・wait for ～ 「～を待つ」 We were waiting for the train.  私たちはその電車を待っていた。 
・It is … (for ○○) to + 動詞の原形 「（○○にとって）～することは…だ」 → ②参照 
  for ○○ は省略されることもあるよ。 
  It is important to study every day.  毎日勉強することは大切だ。 
・Thank you for ～ 「～をありがとう、～してくれてありがとう」 
 Thank you for your letter.  お手紙をありがとう。 
 Thank you for sending me a nice present.  すてきなプレゼントを私に送ってくれてありがとう。 
・for example（イグザンプル） 「例えば」 
 I have been to some countries before, for example, America, Canada, and Singapore.  
 私は以前いくつかの国に行ったことがあります、例えば、アメリカ、カナダ、シンガポールです。 
などなど… 
 
            ① ～のそばに（そばの、そばで） 
              There is a cat by the window.  窓のそばに猫がいる。 
            ② ～で ： 《乗り物（交通手段）》を表す 
              I went there by bus.  私はそこへバスで行きました。 
③ ～によって  This book was written by him.  この本は彼によって書かれた。 
 ※この by は受身形（be 動詞＋過去分詞）や過去分詞で修飾（名詞＋直後に過去分詞）という文でよく使われるね♪ 
④ ～までに ： 《期限》を表す  Finish this work by tomorrow. この仕事を明日までに終えなさい。 
などなど… 
【by が含まれる熟語の例】 
・by the way 「ところで」 By the way, have you had lunch yet?  ところで、昼食は食べましたか？ 
・little by little 「少しずつ」 Eat little by little.  少しずつ食べなさい。 
 ※day by day（1 日ずつ）、one by one（1 人ずつ、1 つずつ）、step by step（1 歩ずつ）など、 
  いろいろ似た表現があるよ♪ 
などなど… 

for 
フォア 

by 
バイ 
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            ① ～の  She is a teacher of this school.  彼女はこの学校の先生です。 
            ② ～（人、冊、個、枚、など）の中で 
 He is the tallest of the three.  彼は 3 人の中でいちばん背が高い。 
 ※この of は「最上級」（いちばん～、最も～）の文の中でよく使われるよ！ → in ②参照 
【of が含まれる熟語の例】 
・take care（ケア） of ～ 「～の世話をする、面倒をみる」 
 They took care of the cat.  彼らはその猫の世話をした。 
・of course（オフ コース） 「もちろん」 
 Could you tell me about it? ― Of course. それについて教えてもらえますか？ もちろん（いいですよ）。 
・a lot of ～ 「たくさんの～」 She has a lot of money.  彼女はたくさんお金を持っている。 
・a cup of ～ 「（カップ）1 杯の～」（コーヒー、お茶など） a glass of ～ 「（グラス、コップ）1 杯の～」（水、牛乳など） 
 I would like to have a cup of tea.  お茶（紅茶）を 1 杯飲みたいです。 
 Please give me a glass of water.  水を 1 杯ください。 
 ※a piece of cake 「1 切れのケーキ」、a sheet of paper 「1 枚の紙」などの表現もあるよ！ 
・one of ～ 「～の 1 つ（1 人）」 I lost one of my pencils.  私は（私の持っている）鉛筆の 1 本をなくした。 
・be made of ～ 「～から作られている、～でできている」 ： 《材料》を表す 
 This desk is made of wood.  この机は木でできている。 
 ※前置詞 from を使った熟語 be made from ～ との違いに注意！ → from 参照 
などなど… 
 
            ① ～出身  I’m from Japan.  私は日本の出身です。 
            ② ～から  I got a letter from him.  私は彼からの手紙を受け取った。 
                     I came from Canada.  私はカナダから来ました。 
 ※①の「～出身」という意味は、もともとこの「～から」という意味から来ているんだね！ 
などなど… 
【from が含まれる熟語の例】 
・from A to B 「A から B へ（まで）」 We work from Monday to Friday.  私たちは月曜から金曜まで働く。 
・be made from ～ 「～から作られている、～でできている」 ： 《原料》を表す 
 Butter is made from milk.  バターは牛乳からできている。 
 ※前置詞 of を使った熟語 be made of ～ との違いに注意！ → of 参照 
などなど… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

of 
オブ 

from 
フロム 

☆be made of ～ と be made from ～ の違い、つまり《材料》と《原料》の違いは？ 

 《材料》 = 目で見て「それでできている」とわかるもの。（作る時に「変質」「化学変化」していないもの） 

 This desk is made of wood. この机は木でできている。…この机は「木」（木目など）が見えているんだね。 
 《原料》 = 目で見て「それでできている」とわからないもの。（「変質」「化学変化」しているもの） 

 Butter is made from milk. バターは牛乳からできている。…バターを見ても「牛乳」は見えないよね！ 
(^▽^)/ 違いがつかめたかな？ 
では例題） Do you know “origami”?  These animals are made (        ) paper.  
        あなたは”折り紙”を知っていますか？ これらの動物は紙でできているんですよ。 
   答え） of が正解！ 折り紙の動物は「紙」が見えているよね。だから be made of ～ を使うよ♪ 
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            ① ～に（で、の）、～の中に（中で、中の） ： 《場所》を表す 
             I was born in Japan.  私は日本で生まれました。 
             There are some notebooks in the box.  （その）箱の中に何冊かのノートがある。 
② ～の中で ： 《範囲》を表す 
 He is the tallest in his family.  彼は家族の中でいちばん背が高い。 
 ※この in は「最上級」（いちばん～、最も～）の文の中でよく使われるよ！ → of ②参照 
 in と of の違いは「比較」解説プリント（５） http://happylilac.net/3-0106_comparative-05.pdf を参照してね。 
③ ～語で  The letter was written in English.  その手紙は英語で書かれていた。 
④ ～月に、～年に  We have a lot of rain in June.  6 月には雨がたくさん降ります。 
              Jun was born in 1995.  ジュンは 1995 年に生まれた。 
⑤ ～（季節）に  These stars are seen in winter.  これらの星は冬に見られる。 
⑥ ～（時間帯）に  in the morning  朝（午前中）に  in the afternoon  午後に 
              in the evening  夕方（夜）に 
などなど… 
【in が含まれる熟語の例】 
・be interested（インタレスティド） in ～ 「～に興味（関心）がある」 
 We are interested in music .  私たちは音楽に興味がある。 
・in the future（フューチュア） 「将来」 
 What do you want to be in the future?   あなたは将来、何になりたいですか？ 
などなど… 
 
            ① ～に（で、の） ： 《場所》を表す 
             I bought it at that shop.  私はそれをあの店で買った。 
             He was standing at the door.  彼は（その）ドアのところに立っていた。 
 ※《場所》を表す in との違いは？ 
in は、in Japan、in Tokyo、in the town、など比較的広い場所。 
    建物や箱のようなものに入っている状態など、何かの「中に（で）」というイメージが強い時。 
at は、at the door（ドアのところに（で））、at the bus stop（バス停で）、など比較的狭い「地点」。 
 (^o^)/ 大まかに言うとこんなイメージでとらえておくと良いと思います♪ 
② ～時に ： 《時刻》を表す    I usually get up at seven.  私はたいてい 7 時に起きます。 
 at noon（ヌーン） 正午（昼の 12 時）に  at midnight（ミッドナイト） 真夜中（午前 0 時）に 
などなど… 
【at が含まれる熟語の例】 
・look at ～ 「～を見る」  Look at the blackboard.  黒板を見なさい。 
・be good at ～ 「～が得意である」 
 Ms. Lin is very good at playing the piano.  リンさん（先生）はピアノを弾くのがとても得意だ。 
・at first 「初めは、最初は」 ⇔ at last 「最後には、ついに」 
 He couldn’t understand the question at first, but found the answer at last.  
 彼は最初、その問題を理解できなかったが、ついに答えを見つけた。 
・at that time 「その時」  She was sleeping at that time.  彼女はその時、眠っていた。 
などなど… 

in 
イン 

at 
アット 
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            ① ～の上に（上で、上の） ⇔ 前置詞 under（アンダー） ～の下に（下で、下の） 
             There is a book on the desk.  机の上に本がある。 
             There is a dog under the table.  テーブルの下に犬がいる。 
 ※「壁（の上）に（絵、写真、時計などが）かかっている、貼ってある」という時も on を使うよ！ 
  There is a clock on the wall.  壁（wall ウォール）に時計がかかっている。 
② ～日に、～曜日に 
 He was born on January 1. = He was born on the first of January.  彼は 1 月 1 日に生まれた。 
 My mother goes to church on Sunday(s).  私の母は日曜日に教会へ行く。 
などなど… 
【on が含まれる熟語の例】 
・on the way to ～ 「～へ行く途中で（途中に）」 
 I saw her on the way to school.  私は学校に行く途中で彼女に会った（彼女を見た）。 
          ↑the の代わりに my、your、his、などを使って on my way to ～ 等とする時もあるよ♪

 などなど… 
 
            ① before ～の前に（前で、前の） ⇔ after ～の後に（後で、後の） 
             Wash your hands before having lunch.  昼食をとる前に手を洗いなさい。 
             You can play games after finishing your homework.  
                                    宿題を終えた後にゲームをして良いですよ。 
             ※上の例文は、このようにも書けます。 
              Wash your hands before you have lunch. （意味同じ） 
              You can play games after you finish your homework. （意味同じ） 
 ing 形ではなくこのように「主語＋動詞」という形で書くと、before・after は前置詞ではなく 
 「接続詞」ということになるのだ！ これは文法問題でよく問われる before・after の特徴(^o^)b 
【前置詞 before・after が含まれる熟語の例】 
・after school 「放課後」 I usually play soccer after school.  私は放課後たいていサッカーをする。 
 ※「学校の後」だから「放課後」という意味になるんだね！ 
・After you. 「お先にどうぞ。」 ※「あなたの後に（私は行きますよ）」という表現なの！素敵！(≧▽≦)（←個人的好み） 
などなど…

などなど…

 
 
            ① ～について  Please tell me about it.  それについて私に教えてください。 
            ※前置詞の about は「～について」という意味だけ覚えておけば大丈夫だけど、 
            「あれ？about ってもっと他の意味もあるよね？」と思ったあなた！ 
あなたは偉い！！(≧▽≦) きっと皆よく知っている「約～、およそ～」という意味がある！ 確かに！ 
  She has about one hundred CDs.  彼女は約 100 枚の CD を持っている。 
          ↑この「約～、およそ～」という about は、前置詞ではなく「副詞」なのだ！ 
でもこれも重要な意味であることに変わりないから、前置詞ではないけどしっかり覚えておいてねφ(^o^ ) 
【about が含まれる熟語の例】 
・How about ～？ 「～はどうですか（～するのはどうですか）？」 ： 《提案》する表現 
 How about visiting him?   彼を訪ねる（訪問する）のはどうですか？ 

on 
オン 

after 
アフター 

before 
ビフォア 

about 
アバウト 
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            ① ～を持って（いる） ⇔ 前置詞 without（ウィズアウト） ～無しで 
             That girl with long hair is Yumi.  髪の長いあの少女はユミです。 
                    ※「長い髪を持っている」というイメージね。 
  I know the boy with blue eyes.  その青い目の少年を私は知っている。 
  We can’t live without water.  私たちは水なしで生きることはできない。 
② ～と（一緒に） 
 How about going there with me?  私と一緒にそこへ行くのはどうですか？ 
などなど… 
【with が含まれる熟語の例】 
・agree with ～ 「～に賛成する」  I agree with you.  私はあなたに賛成します。 
などなど… 
 
             ① ～の間に（間で、間の） 
             Children are running between the trees.  子ども達が木々の間を走っている。 
 
【between が含まれる熟語の例】 
・between A and B 「A と B の間に（間で、間の）」 
  Kenji is the boy between Yuji and Koji.  ケンジはユウジとコウジの間にいる少年です。 
などなど… 
 
            ① ～へ（向かって）、～に（向かって） 
             We go to school every day.  私たちは毎日学校へ行きます。 
             Please show the picture to me.  その絵（写真）を私に見せてください。 
② 「 to + 動詞の原形 」の to 
 この to の使い方については、「不定詞」 http://happylilac.net/english_3-0107_infinitive.html の
プリントを参照してみてくださいませ。 ※すごく重要な文法なのでぜひ「不定詞」攻略してねφ(. . ; ) 
などなど… 
【to が含まれる熟語の例】 
・listen to ～ 「～を聴く」  I like to listen to music.  私は音楽を聴くことが（聴くのが）好きです。 
                      ↑こちらの to は「不定詞（to + 動詞の原形）」の to！ 
・be known to ～ 「～に知られている」 
 He is known to everyone in this town.  彼はこの町のみんなに知られている。 
・from A to B 「A から B へ（まで）」 → from 参照 
などなど… 

★    ★    ★    ★ 
(^▽^) それぞれの前置詞について、意味、イメージ、重要ポイント、熟語、だいたいつかめたかな？ 
前置詞や、前置詞を含む熟語は他にもあるので、 
ここに載っているもの以外にも重要そうなものを見つけたらぜひ、自分で書き込んでみてね( ^_^)φ♪ 
 
あとは練習問題に挑戦してみてね！ 
Let’s practice enough before the entrance exam! （←前置詞を使った英文…どういう意味かな？） 

with 
ウィズ 

between 
ビトウィーン 

to 
トゥー 


