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お店(の中）に
部屋(の中）に
車(の中）に
水(の中）に
お庭(の中）に
街(の中）に
公園(の中）に
ブラジル(の中）に

in a store
in a room
in a car
in the water
in a garden
in a town
in a park
in Brazil

デイビットはどこにいますか？
キッチンにいます。
お庭にいます。
ソウルにいます。

Where’s David?
In the kitchen.
In the garden.
In Seoul.

あの箱の中に何が入っていますか？
あの鞄の中に何が入っていますか？
あのクローゼットの中に何が入っていますか？

What's in that box?
What's in that bag?
What's in that closet?

レイチェルは、お店で働いています。
レイチェルは、銀行で働いています。
レイチェルは、工場で働いています。

Rachel works in a store.
Rachel works in a bank.
Rachel works in a factory.

川に泳ぎに行きました。
プールに泳ぎに行きました。
海に泳ぎに行きました。

I went for a swim in the river.
I went for a swim in the pool.
I went for a swim in the ocean.

ミラノは、イタリアの北部にあります。
ナポリは、南部にあります。

Milan is in the north of Italy.
Naples is in the south.

大都市に住んでいますが、田舎に住みたいです。

I live in a big city, but I'd like to live in the country.

バス停で
ドアのところで
信号で
デスクで

at the bus stop
at the door
at the traffic light
at her desk

バス停に誰かがいます。
ドアに誰かがいます。

There's somebody at the bus stop.
There’s somebody at the door.

その車は、信号を待っています。

The car is waiting at the traffic light.

ジェーンは、彼女のデスクで仕事をしています。

Jane is working at her desk.

（…の）一番上に
（…の）一番下に
（…の）一番奥（端）に

At the top
At the bottom
At the end (of)…

そのページの一番上に、あなたの名前を書いて下さい。

Write your name at the top of the page.

私の家は、通りの一番奥（端）にあります。

My house is at the end of the street.

ページの上部に
ページの下部に

at the top (of the page)
at the bottom (of the page)

棚の上に
板の上に
バルコニーの上に
床の上に
壁の上に
天井の上に
ドアの上に

on a shelf
on a plate
on a balcony
on the floor
on a wall
on the ceiling
on a door

棚の上に何冊か本があり、壁には何枚かの写真が飾ってあります。

There are some books on the shelf and some pictures on the wall.

木にたくさんのリンゴがなっています。

There are a lot of apples on those trees.

芝生の上に座らないように。濡れていますよ。

Don't sit on the grass. It's wet.

封筒の上に切手が（貼ってる）あります。

There is a stamp on the envelope.
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馬に乗っている
自転車に乗っている
オートバイに乗っている

on a horse
on a bicycle
on a motorcycle

オートバイに乗っているあの男性は誰ですか？

Who is that man on the motorcycle?
EXERCISES（演習）:

キッチンにいます。

Where is he?
In the kitchen.

その靴はどこにありますか?
箱の中にあります。

Where are the shoes?
In the box.

そのペンはどこにありますか?

Where is the pen?
On the box.

彼はどこにいますか?

箱の上にあります。

壁にあります。

Where is the clock?
On the wall.

そのバスはどこにいますか？
バス停にいます。

Where is the bus?
At the bus stop.

その馬たちはどこにいますか?
野外にいます。

Where are the horses?
In the field.

彼らはどこに立っていますか？
バルコニーで立っています。

Where are they standing?
On the balcony.

彼はどこで泳いでいますか？
プールで泳いでいます。

Where is he swimming?
In the pool.

彼はどこに立っていますか？
窓のところに立っています。

Where is he standing?
At the window.

クモはどこにいますか？
壁にいます。

Where is the spider?
On the ceiling.

彼はどこに座っていますか？
テーブルの上に座っています。

Where is he sitting?
On the table.

彼女はどこに座っていますか？
テーブルに座っています。

Where is she sitting?
At the table.

芝生の上に座らないように。濡れていますよ。

Do not sit on the grass. It's wet.

鞄の中に何が入っていますか？

What do you have in your bag?

見て！屋根の上に男性がいます。彼は何をしていますか？

Look! there's a man on the roof. What's he doing?

この川にはたくさんの魚がいます。

There are a lot of fish in this river.

私たちの家は、ナンバー４５です。そのナンバーは、ドアに表示されています。

Our house is number 45 – the number is on the door.

この近くに郵便局はありますか？
はい、その信号を左に曲がったところにあります。

Is the post office near here?
Yes, turn left at the traffic light.

裏庭に、小さな菜園があります。

I have a small vegetable garden in the backyard.

私の姉 (or妹）は、プラハに住んでいます。

My sister lives in Prague.

丘の上に小さな公園があります。

There's a small park on the top of the hill.

ドアのベルが聞こえたように思います。ドアのところに誰かがいます。

I think I heard the doorbell. there’s somebody at the door.

ミュンヘンは、ドイツの南部にある大きな街です。

Munich is a large city in the south of Germany.

このブロックの突き当たりに、ガソリンスタンドがあります。

There's a gas station at the end of the block.

自転車でたくさんの物を運ぶのは難しいです。

It's difficult to carry a lot of things on a bicycle.

名簿を見ました。私の名前は（リストの）一番下にありました。

I looked at the list of names. My name was at the bottom.

リビングの壁に鏡があります。

There is a mirror on the wall in the living room.

その時計はどこにありますか?
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