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位置関係を描写する問題
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W h a t
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L e a r n

Part 1「写真描写問題」
では、事物や人物の位置関係が問題
となる設問が、毎回必ず出題されます。こうした問題では複数
のものの位置関係を表す前置詞や語句、イディオムが選択肢に
含まれることになります。今日はこうした「位置取り語句」を
押さえ、聴き取るためのポイントを学習します。
Key Rule#2

事物の位置取り関係を表す語句を押さえる

考えるヒント

位置関係を特定するキーは、前置詞
（句）
などの位置関係を
特定する「位置取り語句」にあります。正解に直接からむ
「位置取り語句」
は1〜2問ですが、放送音声で流される選択肢の短文と
しては、毎回10〜15文ほど出題されます。逆に言うと、位置取り語
句をきちんと聴き取り、押さえないと、正解の選択肢が見えてこな
い、といえるでしょう。
これには以下の2つの場合があります。
・1 語の前置詞
behind 〜「〜の後ろに」、above 〜「〜の上方に」など
・2 語以上からなる前置詞句・副詞句
next to 〜「〜の隣に」、side by side「横並びに」など
位置取り語句の数には限りがありますから、表現をいったん覚える
と聴き取りが非常に楽になります。

There are trees behind the house.
「家の後ろに木がある」

There are clouds above the hill.
「丘の上方に雲がある」

The boat is under the bridge.
「ボートは橋の下にある」

The boy is sleeping on the porch.
「少年はベランダで寝ている」

There is a bridge over the river.
では、それぞれの場合について具体的に例を見ていきましょう。
10

●●●1語の前置詞 ●●●

CD
たん らく

「前置詞1語による位置関係なら簡単！」
と考えるのは短絡的すぎま
す。前置詞にはアクセントがなく、おまけに日本語式にはっきり発
音されることは少ないという理由から、現実には、聴き逃すことが
多いのです。
— 22 —

「川の上に橋がかかっている」

The car is in the garage.
「車は車庫の中にある」

The man is walking toward the river.
「男性は川の方向に歩いている」
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その他の前置詞も例文を見て確認しておきましょう。
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【

The pans are kept below the kitchen counter.

3語以上からなる前置詞句・副詞句
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】

An ambulance is parked in front of the hospital.

「平なべは台所のカウンターの下の方に置かれている」

「病院の前に救急車が止められている」

The car is parked outside the house.

The secretary is putting her purse on top of the data file.

「車は家の外に止めてある」

「秘書はデータファイルの上にハンドバッグを置いている」

There are four people inside the office.

There is a barn at the back of the house.

「事務所の中には4人の人物がいる」

「家の裏手に納屋がある」

The boy is involved in an accident at the intersection.

The boy is standing on her left.

「交差点で少年が事故に巻き込まれている」

「少年は彼女の左側に立っている」

She is attaching papers with a stapler.

The car is making a turn to the right.

「彼女は書類をホッチキスでとじている」

「車は右へ曲がっている」

The chairs are arranged side by side.
●●●2語以上からなる位置取り語句●●●
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CD

副詞や前置詞が2つ以上集まって、前置詞として働き位置関係を特
定する句があります。これをこのテキストでは前置詞句と呼びま
す。
位置取り語句は、リズムに乗りながら覚えていきましょう。頭の
中に位置関係を描きながら、口の筋肉に表現を覚えさせる感覚で練
習します。

【

】

2語からなる前置詞句

There is a church across from the bank.

「いすは横1列に配置されている」
Strategic Memo

「位置取り語句のリエゾンに慣れる」
位置取り語句を正確に聴き取り、正解の選択肢を正しく見極めるには
単に頭に入れるだけではなく、スピードに慣れることが必要です。実際の
放送音声では、位置取り語句は 「ストレスが置かれず、一気に読まれ
る」ことがほとんどです。例えば、side by side は、side / by / side
とブツ切りに読まれることはなく、[ サイバイサイ] と聞こえるはずです。
next to [ネクストゥ]、 ahead of [アヘッダヴ]、 on top of [アントッパヴ]、
on her left [アンハ〜れフト] などのリエゾンに十分慣れましょう。

「銀行の向かいに教会がある」

The girl is sitting next to the man.
「少女が男性の隣に座っている」

He is swimming ahead of the others.
「彼は他の人の先を泳いでいる」

The man is running away from the filling station.
「男性がガソリンスタンドから走り去っている」
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1 位置関係を特定する1語の前置詞を聴き取る練習をしましょう。

まず、4つの文を聴いて、それぞれの文の空所に入る前置詞を記入
し、写真の内容を最も適切に表している選択肢を、(A)〜(D)の中か
ら1つだけ選びましょう。
A

B

C

(A) 自転車はかごの方に向かって動いている。
(B) 上着を自転車のかごの中に入れて運んでいる。
(C) かごが自転車のそばにある。
(D) かごは自転車の上にある。
씰(moving) toward 〜「〜の方へ向かって（動く）」、in 〜「〜の中に」、beside
〜
「〜のそばに」
、on 〜
「〜の上に」
。これらの前置詞を一度聴いただけで音と
して認識できましたか。
Answer
Key

2 今度は、位置関係を2語以上で特定する表現を中心とした練習問
題に取り組んでみましょう。
（句）
を
まず、4つの文を聴いて、それぞれの文の空所に入る前置詞
記入し、写真の内容を最も適切に表している選択肢を、(A)〜(D)の
中から1つだけ選びましょう。

A

B

C

D

(A) She’s standing (
) the bed.
) the beds.
(B) A mirror is (
) the bed.
(C) The dresser is (
) the window.
(D) The mirrors are (
(A) 彼女はベッドの左側に立っている。
(B) 鏡は2つのベッドの間にある。
(C) ドレッサーはベッドの後ろにある。
(D) 複数の鏡が窓の近くにある。
씰on the left side of 〜「〜の左側に」、between「〜の間に」、in back of 〜
「〜の後ろに」、by 〜「〜のそばに」といった位置取り語句を正しく聴き取り
ましょう。鏡の位置を正しく表している(B)が正解となります。
訳

Answer
Key

(B) / (A) on the left side of (B) between (C) in back of
(D) by

(C) / (A) toward (B) in (C) beside (D) on
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D

(A) The bicycle is moving (
) the basket.
) its basket.
(B) The bicycle is carrying a coat (
) the bicycle.
(C) The basket can be seen (
) the bicycle.
(D) The basket is (
訳

Round 3
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