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じょうだい

「もみじ」は上代 には「モミチ」と発音され、漢字も上代では「黄葉」、平安時代以降「紅葉」と書かれるよ
もみじがり

うになったそうです（広辞苑）。山野に紅葉をたずねて鑑賞することを「紅葉狩」と呼びますが、昨今の地
球温暖化の影響で紅葉の色づく時期も年々遅くなっているようです。因みに葉の黄色の色素はカロテ
ノイド（carotenoid）、赤色の色素はアントシアン（anthocyan）と呼ばれます。
https://tenki.jp/kouyou/
※日本気象協会－紅葉情報より引用

さん こ う

「山行」

と ぼく

杜牧
かんざん

せっけい

遠上寒山石径斜

遠く寒山に上れば石径斜めなり

白雲生処有人家

白雲生ずる 処 人家有り

停車坐愛楓林晩

車を停めて 坐 に愛す楓林の晩

霜葉紅於二月花

霜葉は二月の花よりも 紅 なり

ところ

とど

そうよう

そぞろ

ふうりん

くれ

くれない

（拙日本語訳）
遥々と寂しい山に登っていくと、石の多い小道が斜めに続いている。白い雲がかか
っているあたりに人家が見える。
車を停めて、思わず夕日に照り映えた楓の林の景色を眺めてみた。霜にあたり紅
葉した楓の葉は、二月の桃の花よりもずっと赤くて美しい。

（拙英語訳）
“Mountain Walking” by Du Mu
Desolate mountain top afar off commands a stony path running
slantwise to a house under the white clouds in the distance.
Stopping the cart to stroll around the maple trees in the twilight,
frosted leaves look redder than plum blossoms of February.

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
At, for, in 等の前置詞は、通常は名詞・代名詞の前に置かれ、それらが意味の上で文の他の部分と
どんな関係にあるかを示します。2 語（because of 等）や 3 語以上（in addition to 等）になる場合も
あり、その場合は前置詞句（または群前置詞）と呼ばれます。
また「前置詞＋前置詞（句）」で 1 つの前置詞の役割を果たす場合は、二重前置詞と呼ばれ、from
among（…の中から）, from in front of（…の前から）, till after（…の後まで）等があります。

前置詞は 1 語のもので約 90 個、前置詞句を加えると約 130 個ありますが、第 14 号では、前置詞（1
語のもの）のうち古風なもの、またあまり見掛けないものに焦点をあてその使用例を列挙します。
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
（英文例）
1) Our luggage was carried out aboard the plane.
「我々の荷物は機内に運び込まれた」
2) She was standing amid (or amidst) the ruins of the castle.
「彼女は城の廃墟の中に佇んでいた」
3) They brought the ship alongside the pier.
「彼らは船を桟橋に横付けにした」
4) They are anti (= against) the new bill.
「彼らは新しい法案に反対している」
5) Apropos (of) what you said, I have a question.
「あなたの言ったことに関してひとつ質問がある」
6) The city lies astride the Chikuma River.
「その都市は千曲川の両側に広がっている」
7) The moon moved slowly athwart the sky.
「月がゆっくりと空を横切っていった」
8) We'll be home by sunset barring accidents.
「事故がなければ日没までに家に帰れるだろう」
9) I squeezed my body betwixt (or twixt) wall and coffin.
「私は壁と棺の間に自分の体を押し込んだ」
10) The Greek sculptor was active circa 370 to 330 BC.
「そのギリシャの彫刻家は紀元前 370 年から 330 年頃に活躍した」
11) Despite the fog we went for a walk.
「霧にもかかわらず我々は散歩に出かけた」

12) You can find him in the room or failing that, try the garden.
「彼は部屋にいると思うけど、もしいなけりゃ庭を探してみたら」
13) Given that the radius is 4 feet, find the circumference.
「半径を 4 フィートと仮定した場合の円周を求めよ」
14) Notwithstanding any provisions hereof, X shall present the lowest price on the
products to Y.
「本契約の規定にかかわらず、X は製品の最低価格を Y に提示するものとする」
15) Pace Mr. Trump, I don’t think it’s a good idea.
「トランプ氏には失礼ながら、私はそれは良いアイデアではないと思う」
16) I’m pro (= for, on behalf of) the death penalty.
「私は死刑制度に賛成だ」
17) He stated the opinion as a private individual, not qua president.
「彼はその意見を個人として述べたものであり、大統領としてではない」
18) I picked up a wallet sans cash on the street.
「道で中身のない財布を拾った」
19) Answer the last question save one.
「最後から 2 番目の質問に答えなさい」
20) Underneath his awkward behavior lay an easy‐going, and warm-hearted character.
「彼のぎこちない行動の裏には暢気で心優しい性格が隠されていた」
21) The final was the Los Angeles Dodgers versus the Houston Astros.
「決勝戦はロサンゼルス・ドジャース対ヒューストン・アストロズとなった」
22) I attended the meeting vice (= in place of) the section manager.
「課長の代わりに私が会議に出席した」
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