英語前置詞一覧 基本版
前置詞

on

意味
(1) ～の上に（位置）

例文
My bag is on the table.
私のバッグはそのテーブルの上にある。

(2) ～に、～の時に（時間）

He plays soccer on Mondays.
彼は（毎週）月曜日にサッカーをする。

(3) ～で、～によって（手段）

I watched the game on TV.
私はテレビでその試合を見た。

in

(1) ～の中に（位置）

The cat is in the box now.
そのネコは今この箱の中にいる。

(2) ～のうちに、間に（期間）

He was in America in 2001.
彼は2001年にはアメリカにいた。

(3) ～のうち、中で（割合）

Dad is the tallest in my family.
うちの家族の中ではお父さんが一番背が高い。

of

(1) ～の（所属/所有/部分）

I like the color of this cellphone.
私はこのケータイの色が好きだ。

to

(1) ～へ、～に（到達）

He went to Tokyo last night.
彼は昨夜東京へ行った。

(2) ～に、～へ（対象）

She talked to me.
彼女が私に話しかけてきた。

(3) ～するために（副詞的）

I went there to meet him.
私は彼に会うためにそこへ行った。

(4) ～すること（名詞的）

To play tennis is interesting.
テニスをすることはおもしろい。

for

(1) ～のために（目的）

Shall I bring a newspaper for you?
あなたのために新聞を持ってきましょうか？

(2) ～に向かって（方向/対象） He dashed for the door suddenly.
彼は突然ドアに向かって突進した。

(3) ～の間ずっと（期間）

She has lived in Japan for five years.
彼女は5年間日本に住んでいる。

(4) ～に賛成して（支持）

I'm for the plan.
私はその計画に賛成だ。
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at

意味
(1) ～に、～で（場所）

例文
Let's meet at the station.
駅で会いましょう。

(2) ～に（時間）

I got up at noon.
私は正午に起きた。

by

(1) ～のそばに（位置）

There is a cat by the window.
窓のそばにネコがいる。

(2) ～によって（動作主）

That photo was taken by a boy.
あの写真は少年によって撮影された。

(3) ～によって（手段）

I go to school by bus every day.
私は毎日バスで学校に行く。

(4) ～までに（限界/期限）

I must finish the work by tomorrow.
私はその仕事を明日までに終えなくてはならない。

with

(1) ～と共に、～と一緒に（随伴） I want to go with you.
私はあなたと一緒に行きたい。

(2) ～を持っている（所有）

She is a girl with a long hair.
彼女は長い髪を持った（の）少女だ。

(3) ～で、～を使って（道具）

He writes poems with a pen.
彼はペンで詩を書く。

from

(1) ～から（起点/出所）

She got a letter from him.
彼女は彼から手紙をもらった。

about

(1) ～について（関連）

Do you know about the accident?
あなたはその事故について知っていますか？

(2) ～ぐらい、およそ～（概略） This tape is about 3 meters long.
このテープはおよそ3メートルの長さだ。

before

(1) ～の前に（時間）

He will come home before noon.
彼は昼前には帰宅するだろう。

after

(1) ～の後に（時間）

I'll go after you.
私はあなたの後から行く。

under

(1) ～の下に（位置）

There're two men under the bridge.
あの橋の下に2人の男性がいる。
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into

意味

例文

(1) ～の中へ （内部への方向） Two cats came into the room.
ネコが2匹、部屋の中へ入ってきた。

near

(1) ～の近くに（場所/時間）

Is there a post office near here?
この近くに郵便局はありますか？

as

(1) ～として（該当）

They gave it to him as a birthday present.
彼らは誕生日プレゼントとして彼にそれをあげた。

since

(1) ～以来、～から（経過）

I have been here since 5 in the morning.
私は朝5時から（ずっと）ここにいる。

until
till
between

(1) ～まで（継続）

I continued to play the game until midnight.

*tillとの違いはない

私は真夜中までそのゲームをプレイし続けた。

(1) ～まで（継続）

I will stay in Tokyo till tomorrow.

*untilとの違いはない

私は明日まで東京にいるつもりだ。

(1) ～の間に（場所/時間/関係） There is no lie between you and I.
君と僕の間に嘘は何もない。

over

(1) ～の上に（空間位置）

The plane flew over me.
飛行機が私の上を飛んで行った。

(2) ～じゅうに（接触位置）

He is popular all over the world.
彼は世界じゅうで有名だ。

(3) ～より多く（超過）

She is over 100 kilos.
彼女は100キロを超えている。

during

(1) ～の間じゅう（期間）

My sister studied a lot during the summer.
私の姉は夏の間（ずっと）一生懸命に勉強した。

(2) ～の間に（時点）

She went to Hawaii during November.
彼女は11月（の間）にハワイへ行った。

across

(1) ～を横切って（方向/運動） We flew across the Pacific.
私たちは飛行機で太平洋を横切った。

(2) ～の向こう側に（位置）

There is a village across the river.
その川の向こう側に村がある。

along

(1) ～に沿って（方向/運動）

Ｗalk along this street and you'll get there.
この通りに沿って歩けばそこに着くでしょう。
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among

意味

例文

(1) ～の間に（集団中の位置） The news spread among the students.
そのニュースは生徒の間に広まった。

like

(1) ～のような（類似）

She's crying like a child.
彼女は子供のように泣いている。

than

(1) ～よりも（比較）

This beaf is much cheaper than that one.
この牛肉はあれよりもよっぽど安い。

around

(1) ～のあちこちを（分散/分布） I want to travel around the world.
私は世界のあちこちを旅行したい。

(2) ～の周りに（位置）

There's no store around this school.
この学校の周りには何の店もない。

against

(1) ～に反対して（対抗）

I'm against the plan.
私はその計画に反対だ。

through

(1) ～を通り抜けて（通路/貫通） We got into the house through the window.
私たちは窓を通り抜けて家の中に入った。

(2) ～の至るところを（場所）

He has traveled through Japan.
彼は日本の至るところを旅したことがある。

(3) ～じゅう（時間/期間）

We stayed awake through the night.
私たちは一晩中起きていた。
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