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ベットに/で 
病院に/で 
空に/で 
世界に/で 
新聞に/で 
本に/で 
写真に/で 
絵に/で 
車で 
タクシーで 
（...の）真ん中に/で

in bed 
in the hospital 
in the sky 
in the world 
in the newspaper 
in a book 
in a photograph 
in a picture 
in a car 
in a taxi 
in the middle (of…)

ケイトはどこにいますか？ 
彼女は寝ています。

Where’s Kate? 
She’s in bed.

ディビットのお父さんは病気です。彼は、入院しています。 David's father is sick. He's in the hospital.

夜空の星を見るのが好きです。 I like to look at the stars in the sky at night.

世界で、一番大きな都市はどこですか？ What's the largest city in the world?

新聞で、その事故について知りました。 I read about the accident in the newspaper.

この写真では、あなたは淋しそうに写っています。 You look sad in this photograph.

車でここに来ましたか？ Did you come here in your car?

庭の真ん中に大きな木があります。 There’s a big tree in the middle of the yard.

仕事場に/で 
学校に/で 
駅に/で 
空港に/で 
郵便局に/で 
スーパーマーケットに/で 
ジェーンの家に/で 
私の姉 (or妹）の家に/で 
クリニックに/で 
美容院に/で 
コンサートに/で 
パーティーに/で 
フットボールの試合に/で

at work 
at school 
at the station 
at the airport 
at the post office 
at the supermarket 
at Jane's (house) 
at my sister’s (house) 
at the doctor’s 
at the hairdresser’s 
at a concert 
at a party 
at a football game

ケイトはどこにいますか？ 
彼女は仕事場にいます。

Where’s Kate? 
She’s at work.

駅で待ち合わせしたいですか？ Do you want me to meet you at the station?

今日郵便局であなたのお兄さん(or弟さん）を見ました。 I saw your brother at the post office today.

昨日、あなたはどこにいましたか？ 
私の姉の家にいました。

Where were you yesterday? 
At my sister’s.

クリニックで、トムを見かけました。 I saw Tom at the doctor’s.

そのパーティには、あまりたくさん人がいませんでした。 There weren't many people at the party.

トムは家にいますか？ Is Tom at home? 
Is Tom home?

私たちは、素敵なホテルに泊まりました。 We stayed at a nice hotel. 
We stayed in a nice hotel.

彼女は学校にいます = 彼女は今そこにいます。 She's at school = she's there now

あなたの妹はどこにいますか？彼女は家にいますか？ 
いいえ、彼女は学校にいます。

Where’s your sister? Is she home? 
No, she's at school.

彼女は学校にいます = 彼女は学生です。 She's in school = she's a student

あなたの妹は働いていますか？ 
いいえ、彼女はまだ学生です。

Does your sister have a job? 
No, she's still in school.
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バスに/で 
２階に/で 
AからBへ行く途中に/で

on the bus 
on the second floor 
on the way from A to B

バスに乗って 
電車に乗って 
飛行機に乗って 
船に乗って 
１階に 
２階に 
…へ行く途中に/で 
家に帰る途中で 
通りに

on a bus 
on a train 
on a plane 
on a ship 
on the first floor 
on the second floor 
on the way (to…) 
on the way home 
on a street

バスでここへ来ましたか？ Did you come here on the bus?

そのオフィスは２階にあります。 the office is on the second floor.

会社にいく途中でアンに会いました。 
家に帰る途中でアンに会いました。

I met Ann on the way to work. 
I met Ann on the way home.

私の兄(or弟）は、素敵な通りに住んでいます。 My brother lives on a nice street.

EXERCISES（演習）:

彼女はどこにいますか？ 
病院にいます。

Where is she? 
In the hospital.

彼らはどこにいますか？ 
空港にいます。

Where are they? 
At the airport.

彼はどこにいますか？ 
寝ています。

Where is he? 
In bed.

彼らはどこにいますか？ 
船に乗っています。

Where are they? 
On a ship.

星はどこにありますか？ 
空にあります。

Where are the stars? 
In the sky.

彼らはどこにいますか？ 
パーティに出席しています。

Where are they? 
At a party.

スティーブはどこにいますか？ 
クリニックにいます。

Where is Steve? 
At the doctor’s (office).

そのレストランはどこにありますか？ 
２階にあります。

Where is the restaurant? 
On the second floor.

彼女はどこにいますか？ 
仕事にいます。

Where is she? 
At work.

彼らはどこにいますか？ 
飛行機に（乗って）います。

Where are they? 
On the plane.

彼らはどこにいますか？ 
タクシーに乗っています。

Where are they? 
In a taxi.

彼らはどこにいますか？ 
結婚式に出席しています。

Where are they? 
At a wedding.

あなたの妹はどこにいますか？家にいますか？ 
いいえ、彼女は学校にいます。

Where’s your sister? Is she home? 
No, she's at school.

部屋の真ん中に大きなテーブルがありました。 There was a big table in the middle of the room.

世界で一番長い川は何ですか？ What is the longest river in the world?

昨晩のコンサートではたくさん人がいましたか？ Were there many people at the concert last night?

明日の午後、家にいますか？ Will you be at home tomorrow afternoon?
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この写真に写っている男性は誰ですか？彼を知っていますか？ Who is the man in this picture? Do you know him?

もうすぐあなたの息子さんは結婚しますか？ 
いいえ、彼はまだ大学生です。

Is your son going to get married soon? 
No, he's still in college.

ゲリーはバスで来ます。駅で、彼に会う予定です。 Gary is coming by bus. I'm going to meet him at the station.

チャーリーは入院しています。昨日、手術をしました。 Charlie is in the hospital. He had an operation yesterday.

この本は、何ページありますか？ How many pages are there in this book?

旅行から帰った後、お腹が空きましたか？ 
はい、飛行機で何も食べるものがありませんでした。

Were you hungry after your trip? 
Yes, there was nothing to eat on the plane.

遅れてごめんなさい。ここに来る途中、車が故障しました。 I’m sorry I'm late. My car broke down on the way here.

トムはここにいますか？ 
いいえ、彼は、彼のお兄さん(or弟さん）のところにいます。

Is Tom here? 
No, he's at his brother’s.

新聞に書いてあることを全て信用しないように！ Don't believe everything you read in the newspaper!

仕事へは歩いて行きましたが、バスで家に帰りました。 I walked to work, but I came home on the bus.

（電話で）アンとお話できますか？ 
すみません。彼女は今日は５時まで大学にいます。

(on the phone) Can I speak to Ann, please? 
No, sorry. She'll be at the university until 5:00 today.
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