第 31 回

第31回 前置詞基本フレーズ 4
練習を始める前に
みなさん、こんにちは！

今回は、前置詞の学習の 4 回目。ここまで、

たくさんの前置詞を学んできましたが、新しい前置詞が登場するのは今回で
最後となります。そして、最後に登場する前置詞は以下の 5 つとなります。

about, at, as, in front of, with
それでは、頑張って練習に取り組んでいきましょう！

Let’s Begin!
a. 前置詞基本フレーズ 4 について学ぶ

前置詞基本フレーズ④

意味

例題

例題の解答

about

〜について
〜ぐらい

この問題について
10 分ぐらい

about this problem
about ten minutes

at

〜で・に【地点・場所】
〜時に【時間】

京都駅で
11 時に

at Kyoto Station
at eleven

as

〜として

先生として

as a teacher

in front of

* 〜の前で（に）

私たちのホテルの前で

in front of our hotel

with

〜と（一緒に）
〜で・と一緒に
【食べ物・飲み物】

私の友だちと
バターと一緒に

with my friend
with butter

* 一般的に
in front of ＝場所的関係を表す時の「〜の前で（に）」
before
＝時間的関係を表す時の「〜の前で（に）」

そして、これらの「前置詞フレーズ」に「名詞（フレーズ）」や「動詞（フ
レーズ）
」を足します。
（1）about
（例） talked about this problem
→

今回使用するフレーズも、前置詞フレーズ①・②で使用したものと同じです。

話した・この問題について

take about ten minutes
→

前置詞＋名詞（フレーズ）
そして、今回学ぶ前置詞は、

かかる・10 分ぐらい

（2）at
（例） met my friend at Kyoto Station
→

「まわり」といったイメージ
1. about……… 「周辺」
2. at…………… 「1 つのポイント」
「一点」のイメージ

→

3. as…………… 「〜として」といった少し抽象的なイメージ
4. in front of…

目の前にあるイメージ

5. with…………

何かと一緒にいる（繋がっている）イメージ

会った・私の友だちに・京都駅で

eat lunch at eleven
食べる・昼食を・11 時に

（3）as
（例） work hard as a teacher

では、前置詞基本フレーズ④を確認していきましょう。

→

働く・一生懸命・先生として

（4）in front of
（例） catch a bus in front of our hotel
→
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つかまえる・バスを・私たちのホテルの前で
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第 42 回

回は、これらのフレーズを集中的に練習していきます。また、上の例にも出
ている通り、すでに学んだ「前置詞フレーズ」なども登場しますので、復習
という意味も含めてしっかり練習に取り組んでいきましょう！

b. 日本語を英語に変換する練習
では、練習です！ 目標タイムだけでなく、発音にも注意しながら練習し
ていきましょう！
（目標タイム：2 分）
（1） 日本語をできる限り速く英語に変換させましょう。

便利な連語（一般動詞編）

20.

聞いた・指示を

listened to the instructions
（directions）

21.

外に出る・オフィスから

get out of the office

22.

見る・黒板を

look at the blackboard

23.

起床・昼食前に

got up before lunch

24.

世話をする・私の犬を・放課後

take care of my dog after school

25.

起きる・早く・明日

get up early tomorrow

26.

外に出る・私の家から

get out of my house

27.

きれいにする・教室を・毎日

clean up the classroom every day
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日本語

英語

28.

見る・このサイトを

look at this website

1.

聴いた・私の先生の言うことを

listened to my teacher

29.

天気次第

depend on the weather

2.

脱ぐ・私の靴を

take off my shoes

30.

探した・私の携帯電話を・昨晩

looked for my cell phone last night

3.

世話をした・あなたの犬を

took care of your dog

4.

探す・あなたの教科書を

look for your textbook

5.

見る・建物を・橋の側の

look at the building by the bridge

6.

出ていく・私の部屋から

get out of my room

7.

起きた・7 時 20 分に・今日

8.
9.

（2） では、違うリストでもう一度！

（目標タイム：2 分）

日本語

英語

1.

交通量による

depend on the traffic

got up at seven twenty today

2.

世話をする・私の両親の

take care of my parents

面倒をみる・私の息子を・放課後

take care of my son after school

3.

脱いだ・T シャツを

took off the T-shirt

出ていく・ここから・今

get out of here now

4.

起きる・7 時に・毎日

get up at seven every day

clean up your office every week

5.

見た・彼女の顔を

looked at her face

10. きれいにする・あなたのオフィスを・毎週
11.

見た・猿を・おりに入っている

looked at the monkey in the cage

6.

聴く・彼のスピーチを

listen to his speech

12.

外す・私の手袋を

take off my gloves

7.

探した・とても薄いパソコンを

looked for really thin computers

13.

気温次第

depend on the temperature

8.

頼る・海外の国々を

depend on foreign countries

14.

聴く・ロックを

listen to rock music

9.

外に出る・体育館から・今

get out of the gym now

15.

出ていく・彼のオフィスから

get out of his office

10.

見る・新しいキッチンを

look at the new kitchen

16.

世話をした・彼らの子供たちを・先週

took care of their children last week

11.

起きる・食べるために・朝食を

get up to eat breakfast

17.

頼る・私の家族を

depend on my family

12.

探す・私のジャケットを

look for my jacket

18.

探した・私の弟の辞書を

looked for my brotherʼs dictionary

13.

聴く・あなたの先生の言うことを

listen to your teacher

19.

見る・本棚を

look at the bookshelf

14.

見た・この家を・昨日

looked at this house yesterday

15.

きれいにする・道路を

clean up the road

382

383

