
マーフィーのケンブリッジ英文法（初級編）　UNIT１０６（ページ２１２～２１３）翻訳

映画の前に before the movie

映画の間に during the movie

映画の後に after the movie

試験の前は、みんな緊張します。 Everybody feels nervous before a test.

映画の間、寝てしまいました。 I fell asleep during the movie.

美術館に行った後、疲れました。 We were tired after our visit to the museum.

テニスをする前に before we played (tennis)

テニスをしている間に while we were playing

テニスをした後に after we played

出掛ける前に、窓を閉めるのを忘れないように。 Don't forget to close the window before you go out.

読書をしながら、よく眠ってしまいます。 I often fall asleep while I'm reading.

食器を洗った後、テレビを見ました。 they watched TV after they did the dishes.

食事の間、私たちは話しませんでした。 We didn't speak during the meal.

食べている間、私たちは話しませんでした。 We didn't speak while we were eating.

We didn't speak during we were eating.

２時間、野球をしました。 We played basketball for two hours.

We played basketball during two hours.

１年間、フロリダに住んでいました。 I lived in Florida for a year.

I lived in Florida during the year.

会社に行く前、いつも朝食を食べます。 I always have breakfast before going to work.

食器を洗った後、テレビを見ました。 After doing the dishes, they watched TV.

リンゴを食べる前に、充分に洗いました。 Before eating the apple, I washed it carefully.

新聞を読んだ後、仕事を始めました。 I started work after reading the newspaper.

EXERCISES（演習）:

試験の前は、みんな緊張しました。 Everybody was nervous before the test.

通常は、午前中は４時間、昼食の後は３時間働きます。 I usually work 4 hours in the morning and another 3 hours after 
lunch.

その映画は、とても退屈でした。結末を見る前に、（その場を）出ました。 The movie was really boring. We left before the end.

アンナは、ドイツ語を学びに夜間の学校に行きました。彼女はそのコースにい
る間たくさん学びました。

Anna went to night school to learn German. She learned a lot 
during the course.

私の叔母と叔父は、メキシコに行く前、シカゴに住んでいました。 My aunt and uncle lived in Chicago before they went to Mexico.

夜の間、誰かが窓を割りました。何か聞こえませんでしたか？ 
いいえ、私はずっと寝ていました。

Somebody broke a window during the night. Did you hear 
anything? 
No, I was asleep all the time.

待っている間、座られますか？ Would you like to sit down while you’re waiting?

コンサートの後、家に帰りますか？ 
はい、明日は早く起きなければなりません。

Are you going home after the concert? 
Yes, I have to get up early tomorrow.

食べている間、私たちは話しませんでした。 We didn't speak while we were eating.

食事の間、私たちは話しませんでした。 We didn't speak during the meal.
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あなたが出掛けている間、ゲリーから電話がありました。 Gary called while you were out.

ローマに５日間滞在しました。 I stayed in Rome for five days.

サリーはバケーション中、どの新聞も読みませんでした。 Sally didn't read any newspapers while she was on vacation.

クラスの間、生徒たちはとても退屈そうに見えました。 The students looked very bored during the class.

寝ている間、ベットから落ちました。 I fell out of bed while I was asleep.

昨晩、３時間テレビを見ました。 Last night I watched TV for three hours.

昼間は、通常テレビを見ません。 I don't usually watch TV during the day.

夕食を食べながらTVを見ることはありますか？ Do you ever watch TV while you are having dinner?

食器を洗った後、テレビを見ました。 After doing the dishes, they watched TV.

チョコレートを食べた後、気持ち悪くなりました。 I felt sick after eating too much chocolate.

あなたに質問します。答える前に、充分に考えて下さい。 I'm going to ask you a question. Think carefully before 
answering it.

今朝起きたとき、気分が悪かったのですが、シャワーを浴びた後は良くなりま
した。

I felt awful when I got up this morning. I felt better after taking a 
shower.

仕事をした後、オフィスを出て、家に帰りました。 After doing my work, I left the office and went home.

外国に行く前に、その国の言葉を少し学んだ方がいいですよ。 Before going to a foreign country, you should try learning a little 
of the language.

食器を洗いました。それからテレビを見ました。 

食器を洗った後、テレビを見ました。
They did the dishes. then they watched TV. 
After doing the dishes, they watched TV.

ジョンは高校を卒業しました。それから２年間、本屋で働きました。 

ジョンは、高校を卒業した後、２年間、本屋で働きました。

John finished high school. Then he worked in a bookstore for 
two years. 
John worked in a bookstore for two years after finishing high 
school.

数分本を読みました。それから寝ました。 
寝る前に、数分、本を読みました。

I read for a few minutes. Then I went to sleep. 
Before going to sleep, I read for a few minutes.

３時間歩きました。とても疲れました。 

３時間歩いた後、とても疲れました。
We walked for three hours. We were very tired. 
After walking for three hours, we were very tired.

コーヒーを飲みましょう。それから出掛けます。 

出掛ける前に、コーヒーを飲みましょう。
Let's have a cup of coffee. then we’lll go out. 
Let's have a cup of coffee before going out.
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