
公立高校入試で出題される全ての前置詞 約 40 個 

前置詞のポイント：前置詞は、文字の意味通り、必ず名詞の「前」に「置かれる」コトバです。必ず前置詞＋名詞の形。も

し前置詞の後ろが動詞なら、前置詞＋動名詞-ing の形になる。 

 

プリントを印刷をしたら、右側（解答）を隠しながら日本語訳がスラスラ言えるようにくり返しましょう！ 

英単語、暗記例文 解答《日本語訳のやり方・プロ解説》 

about 発音：アバウトゥ 

 

 

★例文（これが日本語訳できたら長文読解もできる） 

I want to know about Australia. 

 

 

 

Our school has about 300 students. 

 

（前）～について 

（副）約、だいたい ＊必ず about＋数字の形 

 

★例文（スラッシュリーディング） 

I /want to /know /about Australia. 

主語/want の熟語/動詞/前置詞＋名詞のカタマリ 

私は/～したい/知る/オーストラリアについて 

 

Our school /has/ about 300 students/. 

主語/動詞/副詞＋数詞＋名詞のカタマリ/ 

私たちの学校は/持つ/約 300 人の生徒を/ 

 

above アバヴ 

 

★例文（これが日本語訳できたら長文読解もできる） 

This place is about 400 meters above sea level. 

 

 

前 ～の上に(へ) 

 

★例文（スラッシュリーディング） 

This place /is /about 400 meters /above sea level. 

主語/動詞/副詞＋数詞＋名詞/前置詞＋名詞のカタマリ 

この場所は/です/約 400 メートル/海面より上（海抜）  

 

across アクロス 

 

★例文（これが日本語訳できたら長文読解もできる） 

The park is across the street. 

 

 

前・副 ～を横切って、～の向こう側に 

 

★例文（スラッシュリーディング） 

The park/ is /across the street. 

主語/動詞/前置詞＋名詞のカタマリ 

その公園は/～にある（存在）/その道を横切ったところに 

 

after アーフタ 

 

★例文（これが日本語訳できたら長文読解もできる） 

I will see you after lunch. 

 

前・接 ～のあとに 

 

★例文（スラッシュリーディング） 

I /will see /you /after lunch. 

主語/助動詞＋動詞のカタマリ/目的語～に/前置詞＋名詞 

私は/会うでしょう/あなたに/ランチの後 

against アゲーンストゥ 

 

★例文（これが日本語訳できたら長文読解もできる） 

She was always against war. 

 

前 ～に対して、～に反対して 

 

★例文（スラッシュリーディング） 

She /was /always /against war. 

主語/動詞/副詞/前置詞＋名詞 

彼女は/～だった/いつも/戦争に反対 



along アロング 

 

★例文（これが日本語訳できたら長文読解もできる） 

Walk along this street for a few minutes. 

 

 

前 （道・川など）に沿って 

 

★例文（スラッシュリーディング） 

Walk /along this street /for a few minutes. 

            ＊a few～ 少しの～ 

動詞から始める命令文/前置詞＋名詞/前置詞＋名詞/ 

歩いてください/この道に沿って/２、３分間 

 

among アマング 

 

★例文（これが日本語訳できたら長文読解もできる） 

That singer has become popular among young people. 

 

 

前 ～の間 ＊複数人の間を表す 

 

★例文（スラッシュリーディング） 

That singer /has become /popular /among young people. 

主語/現在完了＋動詞の過去分詞/目的語/前置詞＋名詞 

その歌手は/～になっている/人気に/若い人々の間で 

 

around アラウンドゥ 

 

 

★例文（これが日本語訳できたら長文読解もできる） 

Please sit around the table. 

 

 

 

I arrived there around seven o’clock. 

 

前・副 

（前）～のまわりに（まわって） 

（副）～ごろ 

★例文（スラッシュリーディング） 

Please sit /around the table. 

please+動詞の熟語/前置詞＋名詞 

座ってください/そのテーブルの周りで 

 

I /arrived /there /around seven o’clock. 

主語/動詞/副詞/前置詞＋名詞 

私は/着いた/そこに/７時ごろに 

 

at アット 

 

 

★例文（これが日本語訳できたら長文読解もできる） 

①I will see you at the station. 

 

 

 

②Look at me. 

 

 

前①（場所・時間の一点） ～に、～で 

②～に（向かって） 

 

★例文（スラッシュリーディング） 

①I /will see /you /at the station. 

主語/助動詞＋動詞/目的語/前置詞＋名詞 

私は/会うでしょう/あなたに/駅で 

 

②Look at /me. 

動詞から始まる命令文（look at～熟語）/目的語 

見てください/私の方を 

 

behind ビハインドゥ 

 

★例文（これが日本語訳できたら長文読解もできる） 

Do you know the woman behind him? 

 

 

前 ～の後ろに（の） 

 

★例文（スラッシュリーディング） 

Do you know /the woman /behind him? 

疑問文～/目的語/前置詞＋名詞 

あなたは知っていますか/その女性を/彼の後ろにいる 



as アズ 

 

 

 

 

 

 

★例文（これが日本語訳できたら長文読解もできる） 

①As I opened the door, the cat came out. 

 

 

 

②As I feel sick, I will not go out today. 

 

 

 

③As you know, we will have tests tomorrow. 

 

 

 

④He is as tall as his father. 

 

 

 

 

⑤He worked very hard as a scientist. 

 

 

前・接・副 

①（接）～するとき 

②（接）～なので 

③（接）～するように 

④（接・副）as ～ as …  …と同じくらい～ 

⑤（前）～として 

 

★例文（スラッシュリーディング） 

①As I opened the door/, the cat /came out. 

接続詞のカタマリ/主語/動詞の熟語 

私がドアを開けた時/猫が/出てきた 

 

②As I feel sick,/ I /will not go out /today. 

接続詞のカタマリ/主語/助動詞＋動詞の熟語/副詞 

私は気分が悪いと感じたので/私は/出かけません/今日は 

 

③As you know/, we /will have /tests /tomorrow. 

接続詞のカタマリ/主語/助動詞＋動詞/副詞 

あなたが知っているように/私たちは/持つでしょう/テスト

を/明日 

 

④He /is /as tall as /his father. 

主語/動詞/as の熟語 

彼は/です/同じくらい背が高い/父親と 

 

⑤He /worked /very hard /as a scientist. 

主語/動詞/副詞/前置詞＋名詞 

彼は/働いた/とても一生懸命に/科学者として 

 

before ビフォァ 

 

 

 

★例文（これが日本語訳できたら長文読解もできる） 

①I will finish my homework before dinner. 

 

 

 

②I have never visited that place before. 

 

前・接・副 

①（前・接）（～が～する）前に 

②（副）今まで、以前に 

 

★例文（スラッシュリーディング） 

①I /will finish /my homework /before dinner. 

主語/助動詞＋動詞/目的語/前置詞＋名詞 

私は/終わらせるでしょう/私の宿題を/夕食前に 

 

②I /have never visited /that place /before. 

主語/現在完了＋否定＋過去分詞/目的語/副詞 

私は/一度も行ったことがない/その場所に/以前 

 

 

 

 



below ビロー 

 

★例文（これが日本語訳できたら長文読解もできる） 

The temperature is below zero. 

 

 

＊熟語 

no more than～ 

前・副 下の（に、を） ＊「未満」の意味 

 

★例文（スラッシュリーディング） 

The temperature /is /below zero. 

主語/動詞/前置詞＋名詞 

その温度は/～です/0 未満 

 

＊（～よりも多くない ＝ 以下） 

beside ビサイドゥ 

 

★例文（これが日本語訳できたら長文読解もできる） 

The dog likes to sit beside me. 

 

前 ～のそばに（横の関係） 

 

★例文（スラッシュリーディング） 

The dog /likes to /sit /beside me. 

主語/like to～熟語/動詞/前置詞＋名詞 

その犬は/～するのが好き/座る/私のそばで 

besides ビサイズ 

 

 

 

★例文（これが日本語訳できたら長文読解もできる） 

①He speaks German besides English. 

 

 

 

②There wasn’t anyone here at all besides me. 

[副]その上、さらに、なお  

[前]① ～に加えて、～の他にも 

②[否定・疑問文で] ～を除いて 

 

★例文（スラッシュリーディング） 

①He /speaks /German /besides English. 

主語/動詞/目的語/前置詞＋名詞 

彼は 話す ドイツ語を 英語に加えて 

 

②There wasn’t /anyone /here /at all /besides me. 

there was ～熟語/主語/副詞/not～at all 熟語/前置詞＋名詞 

いない/誰も/ここに/全く/私を除いて 

 

between ビトイーン  

 

★例文（これが日本語訳できたら長文読解もできる） 

Hyogo is between Osaka and Okayama. 

 

 

前 （２つの）間に（で） ＊２つの間を表す 

 

★例文（スラッシュリーディング） 

Hyogo /is /between Osaka and Okayama. 

主語/動詞/between A and B 熟語 

兵庫は/ある/大阪と岡山の間に 

beyond ビヤンドゥ  

 

★例文（これが日本語訳できたら長文読解もできる） 

My house is just beyond that hill. 

 

 

前 ～の向こうに（へ・で・の） 

 

★例文（スラッシュリーディング） 

My house /is /just /beyond that hill. 

主語/動詞/副詞/前置詞＋名詞 

私の家は/あります/ちょうど/その丘の向こうに 

 

 

 

 

 

 



by バイ bái 

 

 

 

 

★例文（これが日本語訳できたら長文読解もできる） 

①I will go there by train. 

 

 

 

②You must come home by six o’clock. 

 

 

 

③My house is by the river. 

 

前 

①（方法・手段）～によって  

②（時間）～までに  

③（場所）～のそばに（近接関係） 

 

★例文（スラッシュリーディング） 

①I /will go /there /by train. 

主語/助動詞＋動詞/副詞/前置詞＋名詞 

私は/行くでしょう/そこへ/電車を使って 

 

②You /must come /home /by six o’clock. 

主語/助動詞＋動詞/目的語/前置詞＋名詞 

あなたは/来なければいけない/家に/６時までに 

 

③My house /is /by the river. 

主語/動詞/前置詞＋名詞 

私の家は/あります/川のそばに（川に近接して） 

down ダウン dáun 

 

★例文（これが日本語訳できたら長文読解もできる） 

Go down the street and turn right. 

 

 

前・副 下へ（に）、（道などに）沿って 

 

★例文（スラッシュリーディング） 

Go /down the street /and /turn right. 

動詞から始まる命令文/前置詞＋名詞/接続詞/動詞＋目的語 

行ってください/その通りの下へ/そして/右へ曲がってくだ

さい 

during ドゥリング djúriŋ 

 

 

★例文（これが日本語訳できたら長文読解もできる） 

What did you do during the spring vacation? 

 

 

前 ～の間（のいつか） 

＊ある程度長い期間（時間）の間を表す 

 

★例文（スラッシュリーディング） 

What /did you do /during the spring vacation? 

疑問詞/疑問文＋動詞/前置詞＋名詞 

何を/あなたはしていましたか/春休みの間に 

from フロム frəm 

 

 

★例文（これが日本語訳できたら長文読解もできる） 

①I took the train from Himeji. 

 

 

 

②I’m from Japan. 

 

前 ①～から（始点、起点を表す）  

②～出身で 

 

★例文（スラッシュリーディング） 

①I /took the train /from Himeji. 

主語/take＋乗り物 熟語/前置詞＋名詞 

私は/電車に乗ります/姫路から 

 

②I/’m from /Japan. 

主語/be 動詞＋from 熟語/目的語 

私は/～出身です/日本 

 

 

 



for フォァ fɔ́r 

 

 

 

★例文（これが日本語訳できたら長文読解もできる） 

①My uncle gave me a watch for my birthday. 

 

 

 

②The test was easy for me. 

  

 

 

③I’ve lived here for two years. 

 

 

前 ①～のために（の）＊理由、方向 

②～にとって  

③～の間 

 

★例文（スラッシュリーディング） 

①My uncle /gave me a watch /for my birthday. 

主語/give の第４文型/前置詞＋名詞 

私の叔父は/私に時計を与えた/私の誕生日のために 

 

②The test /was /easy /for me. 

主語/動詞/形容詞/前置詞＋名詞 

そのテストは/～だった/簡単/私にとっては 

 

③I/’ve lived /here /for two years. 

主語/have＋過去分詞（現在完了）/副詞/前置詞＋名詞 

私は/ずっと住んでいる/ここに/２年間 

in イン 

 

 

 

★例文（これが日本語訳できたら長文読解もできる） 

①He lives in America. 

 

 

 

②I cleaned my room in the morning. 

◎時間を表す前置詞 

on 具体的な日→on 曜日→in 月→in 季節→in 年 

 

③I’m interested in Japanese kimonos. 

 

前 ①（場所）～（の中）に（で、の）  

②（期間）～（のうち）に 

③（範囲・対象）～の点で 

 

★例文（スラッシュリーディング） 

①He /lives /in America. 

主語/動詞/前置詞＋名詞 

彼は/住んでいる/アメリカに 

 

②I /cleaned /my room /in the morning. 

主語/動詞/目的語/前置詞＋名詞 

私は/そうじします/私の部屋を/午前中に 

 

③I/’m interested in /Japanese kimonos. 

主語/be interested in～熟語/目的語 

私は/～に興味がある/日本の着物に 

including インクルーディング inklúːdiŋ 

 

★例文（これが日本語訳できたら長文読解もできる） 

Five people including me visited the museum. 

 

 

前 ～を含めて 

 

★例文（スラッシュリーディング） 

Five people /including me /visited /the museum. 

主語/前置詞＋名詞/動詞/目的語 

５人は/私を含めて/訪れた/美術館に 

inside インサイドゥ insáid 

 

★例文（これが日本語訳できたら長文読解もできる） 

We put a ball inside the box. 

 

 

前・副 ～の中に（で） 

 

★例文（スラッシュリーディング） 

We /put /a ball /inside the box. 

主語/動詞/目的語/前置詞＋名詞 

私たちは/置いた/ボールを/箱の中に 

 



into イントゥ íntu 

 

★例文（これが日本語訳できたら長文読解もできる） 

Come into the house. 

 

前 ～の中へ 

 

★例文（スラッシュリーディング） 

Come /into the house. 

動詞から始まる命令文/前置詞＋名詞 

来てください/家の中へ 

like ライク láik 

 

 

★例文（これが日本語訳できたら長文読解もできる） 

①I like English very much. 

 

 

 

②Please eat soba noodles like this. 

 

動・前 ①（動）～を好む、～が好きである 

②（前）～のような、～に似ている 

 

★例文（スラッシュリーディング） 

①I /like /English /very much. 

主語/動詞/目的語/副詞 

私は/好きです/英語が/とても 

 

②Please eat /soba noodles /like this. 

please + 動詞 熟語/目的語/前置詞＋名詞 

食べてください/ソバを/このように 

near ニア níər 

 

★例文（これが日本語訳できたら長文読解もできる） 

They walked on the beach near the hotel. 

 

 

前 ～の近くに（の） 

 

★例文（スラッシュリーディング） 

They /walked /on the beach /near the hotel. 

主語/動詞/前置詞＋名詞/前置詞＋名詞 

彼らは/歩いた/ビーチの上を/ホテルの近くの 

since スィンス síns 

 

★例文（これが日本語訳できたら長文読解もできる） 

①接続詞 since 

I have played the guitar since I was eight. 

 

 

 

②前置詞 since 

I have known him since childhood. 

 

前・接 ～から（ずっと）、～以来（ずっと） 

 

★例文（スラッシュリーディング） 

①接続詞 since 

I /have played /the guitar /since I was eight. 

主語/現在完了＋過去分詞/目的語/接続詞のカタマリ 

私は/ずっと演奏していた/ギターを/私が８歳から 

 

②前置詞 since 

I /have known /him /since childhood. 

主語/現在完了＋過去分詞/目的語/前置詞＋名詞 

私は/ずっと知っている/彼を/子供時代から 

 

  



of オヴ əv 

 

 

 

 

 

★例文（これが日本語訳できたら長文読解もできる） 

①I want to learn about the cultures of different countries. 

 

 

 

 

②Many of the students enjoyed his English class. 

 

 

 

③I often think of war and peace. 

 

 

 

④We love the city of Kobe. 

 

 

 

⑤My mother gave me a cup of tea. 

前 ①（所有・所属）～の  

②（部分・中身）～の  

③（内容）～のこと、～について 

④（同格）A of B  B という A 

⑤（中身）～の（入った） 

 

★例文（スラッシュリーディング） 

①I /want to /learn /about the cultures /of different 

countries. 

主語/want to～熟語/前置詞＋名詞/前置詞＋名詞 

私は/～したい/ 学ぶ / 文化について/ 違った国々の 

 

②Many/ of the students /enjoyed /his English class. 

主語/前置詞＋名詞/動詞/目的語 

多くは/生徒の/楽しむ/彼の英語の授業を 

 

③I /often /think /of war and peace. 

主語/副詞/動詞/前置詞＋名詞 

私は/よく/考える/戦争と平和について 

 

④We /love /the city /of Kobe. 

主語/動詞/目的語/前置詞＋名詞 

私たちは/好き/その都市が/神戸の 

 

⑤My mother /gave （me）（ a cup of tea.） 

主語/give の第４文型 

私の母は/私に１杯のお茶をあげた。 

than ザン  ðǽn 

 

★例文（これが日本語訳できたら長文読解もできる） 

I like English better than math. 

前・接 ～よりも 

 

★例文（スラッシュリーディング） 

I /like /English /better than math. 

主語/動詞/目的語/比較級＋than～ 

私は/好きだ/英語が/数学より 

through スルー θruː 

 

★例文（これが日本語訳できたら長文読解もできる） 

I made a lot of friends through soccer. 

 

 

 

＊though ゾウ との違いに注意 

前 ～を通って、～を通して 

 

★例文（スラッシュリーディング） 

I /made /a lot of friends /through soccer. 

主語/動詞/目的語/前置詞＋名詞 

私は/作った/たくさんの友達を/サッカーを通じて 

 

＊接続詞 ～だけれども 

 

 

 

 



on オン ɔn 

 

 

 

 

 

 

 

 

★例文（これが日本語訳できたら長文読解もできる） 

①I was born on July 22. 

◎時間を表す前置詞 

on 具体的な日→on 曜日→in 月→in 季節→in 年 

 

②Please put your hands on the desk. 

 

 

 

③I was on a bus at that time. 

 

 

 

④We can talk on the Internet. 

 

 

 

⑤You will see a big tree on your left. 

 

 

 

⑥I need information on animals. 

 

 

 

⑦I play on the soccer team. 

 

 

 

⑧I like this shirt. May I try it on? 

 

前・副 ①（時間）～に ◎具体的な日付と曜日を表す 

②（接触）～の上に  

③（状態）～で  

④（手段・道具）～で  

⑤（位置）～に面して  

⑥（関連）～について、～に関する  

⑦（所属）～に属して、～の一員で  

⑧身につけて 

 

★例文（スラッシュリーディング） 

①I /was born /on July 22. 

主語/受動態（be + born 熟語）/前置詞＋名詞 

私は/生まれた/7 月 22 日に 

 

②Please put /your hands/ on the desk. 

please＋動詞 熟語/目的語/前置詞＋名詞 

置いて下さい/あなたの手を/机の上に 

 

③I /was /on a bus /at that time. 

主語/動詞/前置詞＋名詞/前置詞＋名詞 

私は/～にいた/バスの中に/そのとき 

 

④We /can talk /on the Internet. 

主語/助動詞＋動詞/前置詞＋名詞 

私たちは/話すことができる/ネット上で 

 

⑤You /will see /a big tree /on your left. 

主語/見るでしょう/大きな木を/あなたの左側で 

 

 

⑥I/ need /information /on animals. 

主語/動詞/目的語/前置詞＋名詞 

私は/必要です/情報が/動物についての 

 

⑦I /play /on the soccer team. 

主語/動詞/前置詞＋名詞 

私は/します/サッカーチームの一員として 

 

⑧I /like /this shirt./ May I /try it on? 

主語/動詞/目的語. May I～?熟語/try～on 熟語 

私は/好きです/このシャツが。 ～してもよいか/それを試

着しても/ 

 

 

 



onto アントゥ ɔ̀ːntə 

 

★例文（これが日本語訳できたら長文読解もできる） 

I was just in time, so I jumped onto the bus. 

 

前 ～の上に 

 

★例文（スラッシュリーディング） 

I /was /just /in time/, so/ I /jumped /onto the bus. 

主語/動詞/副詞/in time 熟語/接続詞 so/主語/動詞/前置詞

＋名詞 

私は/～でした/ちょうど/時間に間に合って/だから/私は/

飛び乗った/バスの上に（バスの車内に） 

over オーヴァ óuvər 

 

 

 

 

★例文（これが日本語訳できたら長文読解もできる） 

①The book you want to read is over there. 

 

 

 

②Over 300 students joined club activities last year. 

 

 

 

③The song is sung all over the world. 

 

 

 

④A terrible bomb was dropped over Hiroshima. 

 

前・副 ①（越えて）向こうへ、渡って 

②～以上で（の） 

③～の一面に 

④～の上に、～の上を 

 

★例文（スラッシュリーディング） 

①The book /you want to read /is /over there. 

主語/関係代名詞（手前を説明）/動詞/副詞 

その本は/あなたが読みたい/～あります/あっちの方に 

 

②Over 300 students /joined /club activities /last year. 

前置詞＋名詞（主語）/動詞/目的語/副詞 

300 人以上の生徒が/参加した/部活動に/去年 

 

③The song/ is sung /all over the world. 

主語/受動態/前置詞の熟語 

その歌は/歌われている/世界中で 

 

④A terrible bomb /was dropped /over Hiroshima. 

主語/受動態/前置詞＋名詞 

恐ろしい１つの爆弾が/落とされた/広島の上に 

till ティル til  

 

 

★例文（これが日本語訳できたら長文読解もできる） 

接続詞 till 

Please wait here till I come back. 

 

前・接 ～までずっと 

＝until と全く同じ 

 

★例文（スラッシュリーディング） 

Please wait /here /till I come back. 

please＋動詞の熟語/副詞/接続詞 

待っていてください/ここで/私が戻ってくるまでずっと 

to トゥー túː 

 

★例文（これが日本語訳できたら長文読解もできる） 

I’m going to give some flowers to my mother. 

 

前 （行き先・到着点）～へ（に）、（相手・対象）～に 

 

★例文（スラッシュリーディング） 

I’/m going to /give /some flowers /to my mother. 

主語/be going to～熟語/動詞/目的語/前置詞＋名詞 

私は/～する予定です/あげる/いくつかの花を/母へ 

 

 

 



toward トゥウォードゥ tɔ́rd 

 

★例文（これが日本語訳できたら長文読解もできる） 

The train is going toward Osaka. 

 

前 ～の方へ、～に向かって 

 

★例文（スラッシュリーディング） 

The train /is going /toward Osaka. 

主語/現在進行形/前置詞＋名詞 

その電車は/行っています/大阪へ 

under アンダ ʌ́ndər 

 

★例文（これが日本語訳できたら長文読解もできる） 

Let’s have lunch under this tree. 

 

前 ～の下に（で） 

 

★例文（スラッシュリーディング） 

Let’s have /lunch /under this tree. 

let’s+動詞の原形 熟語/目的語/前置詞＋名詞 

食べましょう/ランチを/この木の下で 

until アンティル əntíl 

 

 

★例文（これが日本語訳できたら長文読解もできる） 

I will not go to bed until I finish this homework. 

 

前・接 ～までずっと 

＝till と全く同じ。 

 

★例文（スラッシュリーディング） 

I /will not go /to bed /until I finish this homework. 

私は/行かないでしょう/ベッドへ/この宿題を終わらせるま

でずっと 

up アプ ʌ́p 

 

★例文（これが日本語訳できたら長文読解もできる） 

He climbed up a hill. 

 

前・副 上へ   

 

★例文（スラッシュリーディング） 

He /climbed /up a hill. 

主語/動詞/前置詞＋名詞 

彼は/登った/丘の上へ 

with ウィズ wíð 

 

 

 

★例文（これが日本語訳できたら長文読解もできる） 

①I like to play with children. 

 

 

 

②The woman with short hair is our P.E. teacher. 

 

 

 

③You can make origami with this paper. 

前 ①～といっしょに 

②～のある、～を持った 

③～を使って 

 

★例文（スラッシュリーディング） 

①I /like to play /with children. 

主語/like to 動詞の原形 熟語/前置詞＋名詞 

私は/遊ぶのが好き/子供と一緒に 

 

②The woman /with short hair /is /our P.E. teacher. 

主語/前置詞＋名詞/動詞/名詞 

その女性は/ショートヘアーの/～です/私たちの体育の先生 

 

③You /can make /origami /with this paper. 

主語/助動詞＋動詞/目的語/前置詞＋名詞 

あなたは/作ることができる/折り紙を/この紙を使って 

 

 

 

 



within ウィズイン wiðín 

 

★例文（これが日本語訳できたら長文読解もできる） 

Please finish writing within five minutes. 

 

前 ～以内で 

 

★例文（スラッシュリーディング） 

Please finish writing /within five minutes. 

please＋動詞 finish-ing の熟語/前置詞＋名詞 

書くのを終わらせてください/5 分以内で 

without ウィズアウトゥ wiðáut 

 

★例文（これが日本語訳できたら長文読解もできる） 

We cannot live without help from other people. 

 

前 ～なしで 

 

★例文（スラッシュリーディング） 

We /cannot live /without help /from other people. 

主語/助動詞＋動詞/前置詞＋名詞/前置詞＋名詞 

私たちは/生きることができない/助けなしでは/他の人々か

らの 

 


