
前置詞 at 
 
１．時間を表す at 
 
1 ～時に 
 
I usually go to school at seven. 
（私はたいてい７時に学校に行きます。） 
 
Let's meet at eleven. 
（１１時に会いましょう。） 
 
There is a meeting at 5 p.m. 
（午後５時に会議があります。） 
 
start at 
 
start at を使って「～時から始まる」の意味を表すことがあります。この場合、from を使

わないようにして下さい。 
 
○ The English class starts at ten. 
× The English class starts from ten. 
（英語の授業は１０時から始まります。） 
 
また、「～時に終わる」の意味を表すには end を使います。 
 
The English class ends at eleven. 
（英語の授業は１１時に終わります。） 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 ～の最初、～の最後 
 
at the beginning of ～（～の最初） 
 
Please pay a tuition fee into the account at the beginning of the month. 
（月の最初に月謝を振り込んで下さい。） 
 
I'm going Hawaii at the beginning of next month. 
（来月の頭にハワイに行きます。） 
 
We'll take part in a concert at the beginning of October. 
（１０月の最初に音楽会に参加します。） 
 
I'm given New Year's gifts at the beginning of the year. 
（私は年初めにお年玉をもらいます。） 
 
I have to make a speech at the beginning of Takashi's wedding reception. 
（私はタカシの結婚披露宴の最初にスピーチをしなければなりません。） 
 
at the end of ～（～の最後） 
 
This company pays at the end of the month. 
（この会社は月末に給料を支払います。） 
 
He took an entrance exam at the end of last month. 
（彼は先月の終わりに入試を受けた。） 
 
I have three consecutive holidays at the end of November. 
（私は１１月の終わりに三連休があります。） 
 
She had a baby boy at the end of the year. 
（彼女は年末に男の子を産んだ。） 
 
You'll have three tests at the end of this term. 
（今学期末のテストは３つです。） 
 



3 その他 
 
○ 食事時 
 
I heard the news at breakfast. 
（私は朝食時にその知らせを聞いた。） 
 
An earthquake occurred at lunch. 
（昼食時に地震があった。） 
 
He called on me at dinner. 
（彼は夕食時に私を訪ねてきた。） 
 
※食事の内容を表す場合は for を使います。 
 
I always eat miso soup for breakfast. 
（いつも朝食にみそ汁を食べる。） 
 
What do you want for lunch? 
（昼食は何がいい？） 
 
I ate sukiyaki for dinner yesterday. 
（昨日の夕食にすき焼きを食べました。） 
 
○ １２時 
 
He's going to come back at noon. 
（彼は昼の１２時に帰ってくる予定です。） 
 
The TV program starts at midnight. 
（そのテレビ番組は夜の１２時に始まります。） 
 
※night（夜）を使った at night（夜に）という表現もよく見ます。 
 
I had a call from John at night. 
（夜にジョンから電話があった。） 



○ 現在 
 
at the moment（今：まさにその時） 
 
I'm sorry I can't help you at the moment. 
（すみません、今はお手伝いできません。） 
 
An idea struck me at the moment. 
（まさにその時アイデアが浮かんだ。） 
 
at present（現在） 
 
At present my brother lives in Osaka. 
（現在私の兄は大阪に住んでいます。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



２．場所を表す at 
 
1 特定の建物・場所 
 
家、学校、駅、空港、美術館、レストラン、塾、レンタルショップ、イベント会場等で使

います。 
 
She is at home. 
（彼女は家にいます。） 
 
My sister studies at school on Sundays. 
（私の姉は日曜日に学校で勉強します。） 
 
I buy a sports paper at the station every morning. 
（私は毎朝駅でスポーツ新聞を買います。） 
 
Does this train stop at Tokyo? 
（この電車は東京駅にとまりますか？） 
 
Please change trains at Umeda. 
（梅田で乗り換えして下さい。） 
 
I saw HANSHIN Tigers at KANSAI INTERNATIONAL AIRPORT. 
（私は関西国際空港で阪神タイガースを見た。） 
 
There is an exhibition at the museum. 
（美術館で展覧会を開催しています。） 
 
We had dinner at a Chinese restaurant yesterday. 
（私たちは昨日中華料理屋で夕食をとりました。） 
 
He studies Japanese history at Nihon Juku. 
（彼は日本塾で日本史を学んでいます。） 
 
I have rended this movie at TSUTAYA. 
（TSUTAYA でその映画を借りたことがある。） 



I saw the Prime Minister at the party. 
（パーティーで首相を見かけた。） 
 
Madonna gives a concert at NIPPON BUDOKAN. 
（マドンナが日本武道館でコンサートをする。） 
 
※「建物の中」を表す場合には in を使います。 
 
I met a friend of mine at NIPPON BUDOKAN. 
（私は日本武道館で友人に会った。） 
→日本武道館という地点で会った。 
 
I met a friend of mine in NIPPON BUDOKAN. 
（私は日本武道館内で友人に会った。） 
→日本武道館の中で会った。 
 
 
2 勤務先 
 
My son teaches English at a junior high school. 
（私の息子は中学校で英語を教えています。） 
 
She is a receptionist at a hotel. 
（彼女はホテルの受付係です。） 
 
He is a clerk at the clothing store. 
（彼は衣料品店の店員です。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



※work を使って勤務先を表す場合、 at 以外に for と in も使います。 
 
work at＋勤務先（建物、会社、企業名） 
 
My father works at a city office. 
（私の父は市役所で働いています。） 
 
He works at a design company. 
（彼はデザインの会社で働いています。） 
 
She works at TOYOTA. 
（彼女はトヨタで働いています。） 
 
work for＋勤務先（会社、企業名） 
 
He works for a trading company. 
（彼は貿易会社に勤めています。） 
 
I work for SONY. 
（私はソニーに勤めています。） 
 
※for の後に新聞や本などが来る場合もあります。 
 
She works for a newspaper. 
（彼女は新聞社に勤めています。） 
 
He works for a magazine. 
（彼は出版社に勤めています。） 
 
work in＋勤務先（場所、建物） 
 
He works in Tokyo. 
（彼は東京で働いています。） 
 
She works in the hospital. 
（彼女は病院で働いています。） 



3 特定の地点 
 
ビーチ、バス停、交差点や建物内の特定の地点で使います。 
 
We had a barbecue party at the beach. 
（私たちは海辺でバーベキューパーティーをしました。） 
 
I may have lost my wallet at the bus stop. 
（バス停で財布を落としたかもしれない。） 
 
Please turn left at Nakamiya-cho Intersection. 
（中宮町交差点で左折して下さい。） 
 
There is a big tree at the corner of the street. 
（通りの角に大きな木があります。） 
 
Let's ask at the information counter. 
（案内所で聞いてみよう。） 
 
I'll wait at the No.2 gate of the station. 
（駅の二番口で待っています。） 
 
I saw him at the ticket gate. 
（改札口で彼を見た。） 
 
 
4 上部と下部 
 
at the top of ～（～の上部） 
 
Write your name at the top of your answer sheet. 
（解答用紙の上部に氏名を書きなさい。） 
 
Look at a picture at the top of the page. 
（ページ上部の絵を見なさい。） 
 



at the bottom of ～（～の下部） 
 
Read carefully matters at the bottom of the test before you start it. 
（テストを始める前に、テスト下部の注意事項をよく読みなさい。） 
 
Make some holes at the bottom of the sheet with a punch. 
（用紙の下部にパンチを使っていくつか穴をあけましょう。） 
 
 
３．数字を表す at 
 
at＋値段（～円・ドル等で） 
 
He bought a new PC at ¥200000. 
（彼は２０万円で新しいパソコンを買いました。） 
 
このように、金額を表す場合は「at＋値段」が使われますが、at の代わりに for が使われ

ることもあります。at と for を使った場合の違いは「前置詞 for」をご覧下さい。 
 
at the speed of ～（～の速度で） 
 
Keep driving at the speed of 60 kilometers an hour. 
（時速６０キロのスピードで運転しなさい。） 
 
※このように使う場合、the speed of を省略する場合もあります。 
 
Keep driving at 60 kilometers an hour. 
（時速６０キロのスピードで運転しなさい。） 
 
at ～ degrees Celsius（摂氏～℃で） 
 
Fry vegetables at 200 degrees Celsius. 
（摂氏２００℃で野菜を揚げるように。） 
 
 
 



at ～ degrees Fahrenheit（華氏～℃で） 
 
Fry vegetables at 392 degrees Fahrenheit. 
（華氏３９２℃で野菜を揚げるように。） 
 
※摂氏（C）と華氏（F）の換算は C=5(F-32)/9 で可能です。 
 
at an angle of ～（～°の角度で） 
 
Throw the ball at an angle of 45°. 
（４５°の角度でボールを投げなさい。） 
 
at an altitude of ～（高度～で） 
 
We are flying at an altitude of 7000 meters. 
（高度７０００メートルを飛行しています。） 
 
 
４．その他 
 
at ease（気楽な） 
 
I felt at ease when I saw my mother. 
（母を見たとき、私はほっとした。） 
 
Please sit at ease. 
（どうぞ気楽に座って下さい。） 
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