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前置詞

練習問題 (3) 

難易度 ★★☆ / 定期考査（中級）

【１】 （    ）に適切な前置詞を入れなさい。 

(1) She usually gets up (        at          ) eight (         in          ) the morning.  
 和訳：彼女はたいてい朝の 8 時に起きます。 

(2) He looked (        for         ) his friend Emi, but he couldn’t find her.  
 和訳：彼は友達のエミを探したが、見つけられなかった。 ★look for か look at か、文脈で判断してね！ 
(3) That cat sleeping (         on          ) the roof is mine.  ※roof（ルーフ） = 屋根 
 和訳：屋根の上で眠っているあの猫は私の（猫）です。 
(4) There are a lot (         of          ) pictures (         on          ) the wall.  
 和訳：壁にたくさんの絵（写真）がある（かかっている、貼ってある）。 
(5) This is the highest mountain (         in          ) the world.  
 和訳：これは世界で最も高い山です。 
(6) Kyoto is visited (        by          ) so many people every year.  
 和訳：京都は毎年とてもたくさんの人々によって訪問される。 
(7) We have known each other (         for         ) twenty years.  
 ※each other（イーチ アザー） = お互いに（を）  和訳：私たちは 20 年間お互いを知っている。 
(8) The old man is known (         to          ) everyone in the village.  
 ※village（ビレジ） = 村  和訳：その老人は村の皆に知られている。 
(9) Thank you (        for          ) coming (         to         ) our house.  
 和訳：私たちの家に来てくれてありがとう。 
(10) Nagoya is (       between        ) Tokyo and Osaka.  
 和訳：名古屋は東京と大阪の間にある。 
(11) (        Of         ) course, you can read any book in the library.  
 和訳：もちろん、あなたは図書館のどの本でも読むことができる（読んで良い）。 
(12) Many kinds of flowers bloom (         in          ) spring.  ※bloom（ブルーム） = 咲く 
 和訳：たくさんの種類の花が春に咲く。 
(13) Japanese “kamakura” is made (          of         ) snow.  
 ★「かまくら」は snow（雪）が見えているよね。これは《材料》にあたるので、be made of ～ を使おう(^o^) 
(14) I will be in Yokohama (        from         ) Wednesday (         to         ) Friday.  
 和訳：私は水曜日から金曜日まで横浜にいるつもり（予定）です。 
【２】 適切な前置詞を用いて、次の日本文を英文に直しなさい。 
(1) 例えば、野球は日本で人気がある。 
(        For example, baseball is popular in Japan.                                      ) 
       ※ Baseball is popular in Japan, for example. でも OK。 
(2) 日曜日に公園へ行ってはどうですか？ 
(        How about going to the park on Sunday(s)?  ← go は ing 形にするのを忘れずに！    ) 
 ※Why don’t you ～？「～してはどうですか？」という表現を使って、Why don’t you go to the park on Sunday(s)? でも OK♪ 

(3) あなたは音楽を聴くことに興味がありますか？ 
(        Are you interested in listening to music?                                        ) 
      前置詞の後ろに来る動詞は↑ing 形にするのを忘れずに(^▽^) 
(4) 毎日勉強することは私にとって難しくない。 
(        It is not difficult for me to study every day.                                       ) 
       ↑It’s not… / It isn’t… でも OK。 


