
 

前置詞  のまとめ 

基本 

 基本問題  

１  時を表す前置詞  

① 次の日本語の意味を表すように，      に適する英語を１語ずつ書きなさい。 

（１） 私は冬にスキーを楽しみます。       I enjoy skiing    in    winter. 

（２） 私はたいてい 11時に寝ます。        I usually go to bed    at    eleven. 

（３） 彼は夕食後に勉強します。          He studies    after    dinner. 

 

② 次の英文の（  ）内の語のうち，最も適切なものを選び，書きなさい。 

   I often enjoy tennis  （   at    on    in   ）  Sunday.      on 

 

２  場所を表す前置詞  

① 次の日本語の意味を表すように，      に適する英語を１語ずつ書きなさい。 

（１） 彼は私の家の近くに住んでいます。           He lives    near    my house. 

（２） 彼女はトムとリサの間にすわっています。       She is sitting    between    Tom and Lisa. 

（３） 私たちの学校の前に公園があります。         

 There is a park    in       front       of    our school. 

 

② 次の英文の（  ）内の語のうち，最も適切なものを選び，書きなさい。 

   I will stay  （   at    on    in   ）  London next spring.    in 

 

３  そのほかの重要な前置詞  

① 次の日本語の意味を表すように，      に適する英語を１語ずつ書きなさい。 

（１） 彼は自転車で学校へ行きます。                He goes to school    by    bike. 

（２） 私は彼女のような歌手になりたい。              I want to be a singer    like    her. 

（３） 私たちは水なしで生きることはできません。       We can’t live    without    water. 

 

② 次の英文の（  ）内の語のうち，最も適切なものを選び，書きなさい。 

   We talked  （   at    on    in   ）  Japanese.      in 



 

発展 ～余裕がある人はチャレンジ～ 

 

問題１  次の英文の（  ）内の語のうち，最も適切なものを選び，書きなさい。      〔入試問題〕 

（１）  Our school begins  （   in    from    on    at   ）  eight thirty. at 
                                                                        

（２）  Please wait here  （   in    on    for    until   ）  three o’clock. until 
                                                                            

（３）  He was born  （   at    on    in    for   ）  September 10, 2000. on 
                                                                          

（４）  I must finish the work  （   by    on    in    until   ）  five. by 
                                                                           

（５） 〔対話〕   

Mike ：    Please come back early.  

Ken ：    OK.   I’ll be here （  for   at   in   about  ） twenty minutes. in 

 

問題２  各組の文がほぼ同じ内容になるように，     に適語を１語ずつ書きなさい。 

（１）  I did my homework and then had dinner. 

     I did my homework    before    dinner. 
  
（２）  Kumi used English when she talked to Andy. 

     
Kumi talked to Andy    in    English. 

  
（３）  We can’t live if we don’t have water. 

     
We can’t live    without    water. 

  
（４）  Let’s play tennis when school is over. 

     
Let’s play tennis    after       school    . 

  
（５）  Mr. Brown went out of the room.   He didn’t say anything at that time. 

     
Mr.Brown went out of the room    without    saying a word. 

  
（６）  While I was staying in London, I visited the British Museum. 

     
I visited the British Museum    during    my stay in London. 

 

問題３  次の日本語をそれぞれ英語で書きなさい。 

（１） 彼女はバスで通学しています。 

    

She goes to school by bus. 
  

（２） 私たちの学校の前に大きな木があります。 

    

There is a big tree in front of our school. 

 



 

基本 解答 

１  時を表す前置詞  

① 次の日本語の意味を表すように，      に適する英語を１語ずつ書きなさい。 

（１） 私は冬にスキーを楽しみます。       I enjoy skiing    in    winter. 

（２） 私はたいてい 11時に寝ます。        I usually go to bed    at    eleven. 

（３） 彼は夕食後に勉強します。          He studies    after    dinner. 

 

② 次の英文の（  ）内の語のうち，最も適切なものを選び，書きなさい。 

   I often enjoy tennis  （   at    on    in   ）  Sunday.      on 

 

２  場所を表す前置詞  

① 次の日本語の意味を表すように，      に適する英語を１語ずつ書きなさい。 

（１） 彼は私の家の近くに住んでいます。           He lives    near    my house. 

（２） 彼女はトムとリサの間にすわっています。       She is sitting    between    Tom and Lisa. 

（３） 私たちの学校の前に公園があります。         

 There is a park    in       front       of    our school. 

 

② 次の英文の（  ）内の語のうち，最も適切なものを選び，書きなさい。 

   I will stay  （   at    on    in   ）  London next spring.    in 

 

３  そのほかの重要な前置詞  

① 次の日本語の意味を表すように，      に適する英語を１語ずつ書きなさい。 

（１） 彼は自転車で学校へ行きます。                He goes to school    by    bike. 

（２） 私は彼女のような歌手になりたい。              I want to be a singer    like    her. 

（３） 私たちは水なしで生きることはできません。       We can’t live    without    water. 

 

② 次の英文の（  ）内の語のうち，最も適切なものを選び，書きなさい。 

   We talked  （   at    on    in   ）  Japanese.      in 



 

発展 解答 

問題１  次の英文の（  ）内の語のうち，最も適切なものを選び，書きなさい。      〔入試問題〕 

（１）  Our school begins  （   in    from    on    at   ）  eight thirty. at 
                                                                        

（２）  Please wait here  （   in    on    for    until   ）  three o’clock. until 
                                                                            

（３）  He was born  （   at    on    in    for   ）  September 10, 2000. on 
                                                                          

（４）  I must finish the work  （   by    on    in    until   ）  five. by 
                                                                           

（５） 〔対話〕   

Mike ：    Please come back early.  

Ken ：    OK.   I’ll be here （  for   at   in   about  ） twenty minutes. in 

 

問題２  各組の文がほぼ同じ内容になるように，     に適語を１語ずつ書きなさい。 

（１）  I did my homework and then had dinner. 

     I did my homework    before    dinner. 
  
（２）  Kumi used English when she talked to Andy. 

     
Kumi talked to Andy    in    English. 

  
（３）  We can’t live if we don’t have water. 

     
We can’t live    without    water. 

  
（４）  Let’s play tennis when school is over. 

     
Let’s play tennis    after       school    . 

  
（５）  Mr. Brown went out of the room.   He didn’t say anything at that time. 

     
Mr.Brown went out of the room    without    saying a word. 

  
（６）  While I was staying in London, I visited the British Museum. 

     
I visited the British Museum    during    my stay in London. 

 

問題３  次の日本語をそれぞれ英語で書きなさい。 

（１） 彼女はバスで通学しています。 

    

She goes to school by bus. 
  

（２） 私たちの学校の前に大きな木があります。 

    

There is a big tree in front of our school. 

 


