Scene

1

about

もっと詳しく！

〜について 約〜

《関係》
「〜について ( の）
」
「〜に関して ( の )」

This is a story about a ninja boy and a village girl.
The girl’s name is Nana.

about

a book about animals

Do you know anything about her?

動物についての本

彼女についてなにか知ってますか？

I like baseball. How about you? 私は野球が好き。あなたはどう？
How about some tea? お茶でもどうですか？
How about 〜 ? で「〜についてはどう？」のように使えます。

words village: 村

《数値》
「およそ」
「約」
「だいたい」（副 / 前）

これは、ある少年忍者とある村娘についてのお話です。
娘の名前は七菜といいます。

About 10 people joined the game.
約 10 人がゲームに参加した

It happened about 3 years ago.
それは約 3 年前に起こった
about は「その周辺」という意味を表すぞ。上の使

い方のように、
「〜について」の意味でよく出てくる
前置詞じゃ。つまりここでは「少年忍者と七菜の周

数値の前について、「約」の意味でもよく使われます。「ある数値の
周辺」ということで解釈できます。

辺のことや出来事についての話」という意味じゃ。

about
24

about はほかにも、数字の前について「約」の意味
の使い方もあるぞ。

Chapter 1

七菜、麗しき娘
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Scene

to (1)

〜に 〜まで

A terrible thing happened to them.
One day, bad people came to the village and took
Nana away to the castle. Tono, the lord, wanted to
marry her.
words
terrible: ひどい happen: 起こる
people: 人たち take away: 連れ去る
lord: 領主 marry: 結婚する

to

もっと詳しく！
《場所》
《時間》到達点、至る場所「〜へ」
「〜に」
「〜まで」

I usually walk to school.

私はふつう、学校へ歩いて行きます

How can I get to the castle?

お城へはどうやって行けますか？

It’s 5 minutes to 10.
10 時 5 分前です

People counted down to the New Year.

5

人々は新年へカウントダウンをした

to の使い方の中で最も多いのが到達する場所を表す用法です。
行きつく先を表します。また、時間や順序の終点も表します。

《方向》
「〜へ」
「〜の方角に」

Turn to the right at the corner.
ひどいことが彼らに起きました。
ある日、悪いやつらが村に来て、七菜を城に連れ去りました。領主である
殿は、彼女と結婚したがっていました。

角で右に曲がってください

Swans ﬂew to the north.
ハクチョウが北向きに飛んだ

I’m looking forward to seeing her again.（句）
彼女にまた会えるのが楽しみだ

from が「起点」や「出所」であるのに対して、to は「到

達点」を表すぞ。人や物の移動先や、意識が伸びて
到達する先を表すのじゃ。矢印が達するイメージで

「矢印」のイメージで to は「方向」を表します。矢印が向いた先の「到
達点」のイメージでとらえることができます。

とらえることができる。

to
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移動先を表すこの to と take という動詞が組み合わ
さると、「〜へ連れて行く」という意味になるぞ。上

の文では七菜を城に連れて行ったことを示している。
Chapter 1

七菜、麗しき娘
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Scene
Scene

with (2)

もっと詳しく！

〜を持って

携帯「〜を持って」
「〜を携えて」
「〜を身につけて」

Take an umbrella with you.

Kuro was with a smart dog named Hachi.
Kuro carried a sword with him.

傘を持って行きなさい

I saw a man with a gun.
私は銃を持った男を見た

これらは with(1)（p.34）の「所有」の with と似たような感覚で
理解できます。

with
with

原因・理由「〜のせいで」

He jumped with joy.
彼は喜びで飛び上がった

She was in bed with a cold.
words
smart: 賢い named: 〜と名付けられた carry: 持ち運ぶ sword: 剣

彼女は風邪をひいて寝ていた
ここでは「原因・理由」を表しますが、これも「いっしょに」の
意味から発展させてイメージすることができるはずです。

九郎は、ハチという名の賢い犬と一緒でした。
九郎は剣を携帯していました。

文法 : 分詞による後置修飾（p.201）

材料・中身「〜で」

She ﬁlled the tank with water.
彼女はタンクを水で満たした
「いっしょに」の意味の with は、with(1)（p.34）で説

明した「所有」や「体に備わった」の意味と似た感じで、
物などを「携えて」の意味にもなるぞ。

また、
「原因・理由」などの意味もあるので右のペー

with
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ジで紹介するぞ。

The statue was covered with gold.
その像は金で覆われていた
(by と with (2)（p.146）参照 )

Chapter 3

九郎、いざ城へ
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