
前置詞（発展編２）No.1

【１】次の文の（ ）に適する語を下から選んで、書

き換え、更に日本語に直しなさい。但し、同じ語を

繰り返し使っても良い。

1)My brother is very good ( ) basketball.

2)This plane flies ( ) that mountain.

3)Nancy often gives a present ( ) me ( ) my

birthday.

4)Look at the dog ( ) long ears.

5)We sometimes listen ( ) music ( ) the radio.

6)Our school stands ( ) the library and the hospital.

7)My grandfather goes ( ) a walk ( ) the morning.

8)I usually leave home ( ) school ( ) eight.

9)The train runs ( ) Tokyo ( ) Aomori.

10)Do you go ( ) school ( ) foot or ( ) bus?

〔 in, at, on, to, by, for, with, over, from,

between 〕

【２】次の（ ）に適当な語を書き入れて、意味の通

る文にし、訳しなさい。

1)We make butter and cheese ( ) milk.

2)The earth moves ( ) the sun.

3)Please cut the cake for me ( ) a knife.

4)Are you sometimes late ( ) school?

5)Let’s go ( ) a picnic next Sunday.

6)What do you know ( ) my country?

7)The animal ( ) a long nose is an elephant.

8)The baseball game begins ( ) noon ( ) the stadium.

【３】次の日本文に合う英文となるように（ ）に適

当な語を入れなさい。

1)このペンで、あなたの名前を英語で書いてください。

Please write your name ( ) English ( ) this pen.

2)その山のふもとの湖は美しい。

The lake ( ) the ( )( ) the mountain is beautiful.

3)図書館の前には、大きな木が１本立っています。

A big tree stands ( )( )( ) the library.
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【１】

1) at 僕の兄さんはバスケットボールが得意です。

2) over この飛行機はあの山の上を飛びます。

3) to, on ナンシーはしばしば私の誕生日に私にプ

レゼントをくれます。

4) with 長い耳をしたその犬を見なさい。

5) to, on 私達は時々、ラジオで音楽を聴きます。

6) between 私達の学校は図書館と病院の間に立って

います。

7) for, in 私の祖父は朝、散歩に行きます。

8) for, at 私はたいてい８時に学校に向けて家を出

ます。

9) from, to その列車は東京から青森まで走ります。

10) to, on, by あなたは学校で歩いて行きますか、

それともバスで行きますか。

【２】

1) from 私達はミルクからバターとチーズを作りま

す。

2) around〔round〕 地球は太陽の周りを回る。

3) with どうぞナイフで私にケーキを切ってくださ

い。

4) for あなたは時々、学校に遅刻しますか。

5) on 次の日曜日にピクニックに行きましょう。

6) about あなたは私の国について何を知っています

か。

7) with 長い鼻をしたその動物は象です。

8) at, in 野球の試合はそのスタジアムで正午に始ま

ります。

【３】

1) in, with

2) at, foot of

3) in front of
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【４】次の各組の文の（ ）に共通して入る前置詞を

答え、各文を日本語に訳しなさい。

1)My mother is sick ( ) bed today.

We usually have two classes ( ) the afternoon.

2)Don’t go out late ( ) night.

Mary is very good ( ) tennis.

3)Take an umbrella ( ) you today.

My sister often wears the dress ( ) pretty pockets.

4)My father leaves home ( ) his office early every day.

Ken is sometimes late ( ) school.

5)Let’s play baseball ( ) Sunday morning.

How is the weather ( ) the top of the mountain?

6)Where does your teacher come ( )?

My father works hard ( ) morning till night.

7)Let’s jump ( ) the fence and run away.

The bridge ( ) the river is ten years old.

8)Look at the pretty girl ( ) the window.

Let’s go to the museum ( ) bus.

【５】次の各組の文がほぼ同じ意味になるように、（ ）

に適当な語を入れ、下の文を日本語にしなさい。

1)My mother plays volleyball very well.

My mother is very ( )( ) volleyball.

2)Tom always walks to school.

Tom always goes to school ( )( ).

3)My father sometimes flies to Sapporo.

My father sometimes ( ) to Sapporo ( )( ).

4)This is my doll. It has pretty blue eyes.

This doll ( ) pretty blue eyes is ( ).

5)We make grapes into wine.

We make wine ( ) grapes.

【６】次の日本文を英語にしなさい。

1)冬と夏の間の季節は春です。

2)私達の町には、２本の美しい川が流れています。

3)アメリカでは、学校は９月から始まります。
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【４】

1) in 私の母は今日、病気で寝ています。私達は普

通、午後に２時間の授業があります。

2) at 夜遅く外出してはいけません。メアリーはテ

ニスがとても上手です。

3) with 今日は傘を携帯しなさい。私の妹はしばし

ば可愛いポケットのあるドレスを着ます。

4) for 私の父は毎日早く会社に向けて家を出ます。

ケンは時々、学校に遅刻します。

5) on 日曜日の朝に野球をしましょう。山の頂上の

天気はどうですか。

6)from あなたの先生はどこから来ていますか（どこ

の出身ですか）。私の父は朝から夜まで一生懸命働

きます。

7) over フェンス（の上）を飛び越え、逃げましょ

う。その川に掛かる橋は出来て十年です。

8) by 窓のそばのその可愛い女の子を見なさい。バ

スで美術館に行きましょう。

【５】

1) good at 私の母はバレーボールがとても上手です。

2) on foot トムはいつも歩いて学校へ行きます。

3) goes, by plane 私の父は時々、飛行機で札幌へ行

きます。

4) with, mine 可愛い青い目のこの人形は私のもの

です。

5) from 私達はブドウからワインを作ります。

【６】

1) The season between winter and summer is spring.

2) Two beautiful rivers run through our town.

3) School begins in September in America.


