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アリスはボブの隣にいます。 Alice is next to Bob. (Alice is beside Bob.)

ボブはアリスとカーラの間にいます Bob is between Alice and Carla

ドンはボブの前にいます。 Don is in front of Bob.

エリックはボブの後ろにいます。 Eric is in back of Bob.

アリスは左側にいます Alice is on the left

カーラは右側にいます。 Carla is on the right.

ボブは（グループの）中央にいます。 Bob is in the middle (of the group).

アンはブルースの前に座っています。 Anne is sitting in front of Bruce.

アンはクリスから交差して座っています。 Anne is sitting cross from Chris.

クリスはアンの向かいに座っています。 Chris is sitting across from Anne.

窓際に立っているその男は誰ですか？ Who is that man standing by the window?

私たちの家は海沿いにあります。 Our house is by the ocean.

寒いのなら、焚き火のそばに何故座らないのですか？ If you feel cold, why don't you sit by the fire?

猫はテーブルの下にいます。 The cat is under the table.

女の子は木の下に立っています。 The girl is standing under a tree.

コートの下にジャケットを着ています。 I'm wearing a jacket under my coat.

Aは線の上にあります。 A is above the line.

Bは線の下にあります。 B is below the line.

写真は棚の上にあります。 The pictures are above the shelves.

棚は写真の下にあります。 The shelves are below the pictures.

EXERCISES（演習）:

ケビンはフレッドの後ろに立っています。 Kevin is standing in back of Fred.

フレッドはエミリーの隣に座っています。 Fred is sitting next to Emily.

エミリーはバーバラの前に座っています。 Emily is sitting in front of Barbara.

エミリーはドナとフレッドの間に座っています。 Emily is sitting between Donna and Fred.

ドナはエミリーの隣に座っています。 Donna is sitting next to Emily.

フレッドはケビンの前に座っています。 Fred is sitting in front of Kevin.

アランはドナの後ろに立っています。 Alan is standing in back of Donna.

アランは左側に立っています。 Alan is standing on the left.

バーバラは真ん中に立っています。 Barbara is standing in the middle.

猫はテーブルの下にいます。 The cat is under the table.

家の後ろに大きな木があります。 There is a big tree in back of the house.

飛行機は雲の上を飛んでいます。 The plane is flying above the clouds.

彼女はピアノの前に立っています。 She is standing in front of the piano.

映画館は右側にあります。 The movie theater is on the right.

彼女は電話の隣に座っています。 She's sitting next to the phone.

カレンダーは時計の下にあります。 The calendar is below the clock.
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キャビネットはシンクの上にあります。 The cabinet is above the sink.

ベッドの下にいくつかの靴があります。 There are some shoes under the bed.

植物はピアノの隣にあります。 The plant is next to the piano.

ポールはアンナの向かいに座っています。 Paul is sitting across from Anna.

日本では、人々は左側を走行します。 In Japan people drive on the left.

銀行は本屋の隣にあります。 The Bank is next to the bookstore.

噴水は劇場の前にあります。 The fountain is in front of the theater.

銀行/ポールのオフィスは劇場の向かいにあります。 The bank/Paul's office is across from the theater.

銀行/スーパーマーケットは書店の隣にあります。 The bank/supermarket is next to the bookstore.

ポールのオフィスは本屋の上（上階）にあります。 Paul's office is above the bookstore.

書店は銀行とスーパーマーケットの間にあります。 The bookstore is between the bank and the supermarket.
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