
18 CHECK BOXES ■ ■ ■ ■ ■ ■ 19

前置詞を用いた副詞句（２）

Lesson 3 に続き 「前置詞＋名詞」 が 「副詞句」 になる例を見てみましょう：

① I work out at the gym every day. 
　　　私は毎日ジムで体を鍛えています。

② Divide it into five pieces.
　　　それを５つに分けてちょうだい。

③ One foot is equal to twelve inches.
　　　１フィートは 12 インチに等しい。

例文①では，at the gym（ジムで）が副詞句として work out という動詞（厳密
には動詞句）を修飾しています。また，例文②では into five pieces（５つに）
が副詞句として動詞句の Divide it を修飾し，例文③では to twelve inches（12
インチに）が副詞句として形容詞の equal を修飾しています。但し，②と③の
場合は前置詞を動詞・形容詞と関連づけて，「divide ... into ...」「be equal to ...」
という形で理解した方が学習効果があがります。このように特定の動詞や形
容詞が特定の前置詞と結びつく場合は，全体を１つの熟語として覚えるよう
にしてください。

時 を 表 す 名 詞（morning, afternoon, evening, night, day, Monday, week, 
month, year など）を副詞にする場合には「前置詞＋時の名詞」にします。名
詞の種類によって用いる前置詞が異なります：

● at は 「何時」 「何分」 「正午」 「午前０時」 など時の一点を表す：

at five o’clock （５時に） at 6:30 （６時 30 分に）

at noon （正午に）    at midnight （午前０時に）

● on は 「何曜日」 「何日」 など特定の日を表す：

on Friday （金曜日に） on the first of February （２月１日に）

on December 25 （12 月 25 日に）
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● 「…の午前・午後・夜に」 という場合は on を用いる：

on Sunday morning （日曜の午前に）　
on the night of December 31 （12 月 31 日の夜に）

● in は 「月」 「季節」 「年」 など比較的長い期間と 「午前」 「午後」 「晩」 を表す：

in May （５月に） in winter （冬に） in 2006 （2006 年に） 
in the 19th century （19 世紀に）   in the morning （午前中に） 
in the afternoon （午後に）    in the evening （晩に）

＊ 「夜に」 は at night とします。

in は「広がりのあるものの中」を表します。the evening は「日没から就寝までの 

活動期間」を表し，「広がり」があるので in を用いますが，night は「暗い時」や「寝て

いる時間」という「無（活動）」の状態を表します。「無」は「ゼロ」なので広がりがあり

ません。よって in ではなく，「（広がりのない）地点」を表す at を用います。

但し，例文①の every day のように，時の名詞を every, this, next, last などの 
形容詞と共に用いる場合は（前置詞を付けずに）副詞として用います：

on every day （毎日） in this afternoon （今日の午後に）　
in next week （来週） on last Wednesday （この前の水曜日に）

名  足，フィート（◆１フィートは約 30 センチ。通例
「２フィート以上」は feet を用いる）

動  …に等しい（◆ equal は形容詞で「等しい」という
意味）

名  インチ（◆１インチは 2.54 センチ）
動  （（口語））運動をする，体を鍛える
名  体育館，ジム（◆ gymnasium の短縮形）
副  毎時間 ［毎日，毎週，毎月，毎年］

動  A を B に（なるように）分ける［分割する］（◆ divide
は「…を分ける［割る］」，into は「（結果として）…
になるように」という意味）

名  （数えられない名詞の）１つ，１切れ，一片，一部分，
１作品

□ foot 

□ be equal to ... 
    

□ inch 
□ work out  
□ gym 
□ every hour [day, 

week, month, 
year] 

□ divide A into B
     

□ piece 
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