at

場所、または時間の「一点」
atのコアの意味
場所、
または時間の
「一点」、
つまり
「一地点」
と「一時点」の0次元空
間を表します。
場所については、ある
「一点」を目
指し遠くからズームレンズでどん
どん迫り、最終的にはっきりと見
えるイメージです。時間は、連続し
た時の流れの中のある特定の「一
点」
を指します。

1

I usually get up at 6:00 a.m.

場所

My mother is at the grocery store.

母はスーパーにいます

They live at 273 Palace Street.
彼らはパレス通り 273 に住んでいます

We met at a party.

私たちはパーティで出会いました

You can buy a ticket at the door.
チケットは当日入口で買えます

I checked in at the counter.
私はカウンターでチェックインしました
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Chapter 1

基本前置詞の意味と使い分け

at
Please turn left at the second corner.
2 番目の角を左に曲がってください

Your name is at the top of the list.
あなたの名前はリストの最上段にあります

Please look at page 7 of your textbooks.
テキストの 7 ページを見てください

☞turn to page ～「～ページを開ける」、open・・・to page ～「…の～ページを開ける」
とtoを用いる表現もあります。
例：Let’s turn to page 7.「7ページを開けましょう」
Please open the text book to page 10.「テキストの10ページを開いてください」

I arrived at the station.
私は駅に到着しました

☞atは狭い場所・地点を表すときに用いるので、駅や建物などの特定の場所はatです。
また、
「東京に着いた」
と言うときは、I arrived at/in Tokyo.とatとinの両方が使えます。at
Tokyoは東京駅や羽田空港などの狭い場所を指すイメージとなり、in Tokyoの場合は東
京都全体を指します。
なお、
広い場所でも
『一中継地点』
と捉える場合は、inではなくatを用います。
例：The plane stops for an hour at Seoul for refueling.
「飛行機は燃料補給のため、
ソウルに1時間立ち寄ります」

We put a total ban on smoking at work.
私たちは職場を全面禁煙としました

☞
「会社で／に」
はin the officeですが、
「職場で／に」
はat workです。at workには
「仕事
中で」
という
『従事』
の意味もあります。
例：They are at work now.「彼らは今、仕事中です」
『従事』p.20参照。
☞We put a total ban on smoking at/in the office.とすることもできます。in the
officeは建物の中を具体的に指すので、
at the officeの方がat workにより近いニュアン
スとなります。
☞なお、
「家で／に」
は、at homeです。
例：Please call me at home, not at work.「職場ではなく家に電話をください」
この場合、
home、
workにa/theの冠詞はつきません。
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場 所を表す前 置 詞



at（地点、位置）
「～に、～で」

We will see you at the airport.
空港で会いましょう

○ in the airport 空港内で

She is staying at a hotel.
彼女はホテルに滞在しています
○ in a hotel
☞at、
inどちらも同じ意味です。

I just saw him at the station.
私はたった今彼を駅で見ました
○ in the station 駅構内で

He is at the hospital.
彼は病院にいます

○ in the hospital 病院内で、入院中で

We live at 123 High Street.

私たちはハイストリートの123番地に住んでいます
╳ on 123 High Street
╳ in 123 High Street
╳ in High Street

○ on High Street

＊イギリス英語では○
＊通り名のみの場合はon

We made a sand castle at the beach.
私たちは砂の城をビーチで作りました
○ on the beach
☞at、
onどちらもほぼ同じ意味です。

The whole family was at the table.
家族全員が食卓についていました

I was doing the dishes at the kitchen sink.
私はキッチンの流しで食器を洗っていました
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Chapter 3

機能別前置詞

Location

Please turn right at the end of the corridor.
廊下の突き当たりを右に曲がってください

I will stay at home this evening.
私は今晩ずっと家にいます
╳ in home

on「～の上に、
～に接して」
There was a small village on the coast.
沿岸に小さな村がありました

We live on Market Avenue.

私たちはマーケット大通りに住んでいます
╳ in Market Avenue
╳ at Market Avenue

＊イギリス英語では○

We drive on the left side of a road.
私たちは道路の左側を運転します

The park is located on the west side of the Hudson
River.

その公園はハドソン川西岸に位置しています

He lives on the second floor.
彼は２階に住んでいます

╳ at the second floor
╳ in the second floor

She was standing on the corner.
彼女はその角に立っていました
○ at the corner
○ in the corner

We have a barbecue grill on the balcony.
私たちはバーベキューグリルを、
バルコニーに持っています

265

