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☒  before [ビふォー(ァ)]

前 ～ (より)前に、～ (より)前の

(⇔ after)

接 ～する前に (⇔ after)

副 以前に、前に

☒  down [ダウン] (⇔ up)

副 下へ、下に、下がって、下って

前 ～を下って

～に沿って (= along)

☒ invite [インヴァイト]

動 ～を招待する、招く

活用 ： invited [インヴァイティド]

– invited – inviting

３単現形：invites [インヴァイツ]

派生語：invitation

[インヴィテイシャン] ｢招待｣
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before … 過去のある時点から考えて

｢前に、以前に｣の意味。

≪ 副詞 の用法はふつう現在完了形で使う≫

ago … 今から｢～前に｣の意味。

≪過去形の文で使う≫ →【単語帳 No. 556】

before dark 『暗くなる前に』

the day before yesterday

『おととい』

before long →【No. 242】

『まもなく、すぐに』(= soon)

the day before 『その前の日』

I usually get up before seven. 『私はたいてい７時前に起きます。』

Study English before watching TV.

= Study English before you watch TV.

『テレビを見る前に英語を勉強しなさい。』

※ 上の文の before は前置詞で、直後に動名詞を使っている。

下の文の before は接続詞。→ 後ろには 主語 + 動詞 を使う。

Come (back) home before dark. 『暗くなる前に帰宅しなさい。』

I have met that old woman before. ≪現在完了形≫

『私は以前あの老婦人に会ったことがあります。』

Tom is busier than before. 『トムは以前よりも忙しい。』

※ busier は busy の比較級形。→【単語帳 No. 253 … busy】

Wash your hands before you eat dinner.
『夕食を食べる前に手を洗いなさい。』

= Eat dinner after you wash your hands.
『手を洗ってから夕食を食べなさい。』

※ ≪時･条件≫を表す副詞節の文では、未来のことも現在形で表す。

→ かんたん英文法【時･条件を表す副詞節】

Sit down. 『座りなさい。』(⇔ Stand up.『立ちなさい。』)

Turn down the TV. 『テレビの音を小さくしなさい。』

Please write (down) your name here.

『ここにあなたの名前を書いてください。』

He cut down the tree. 『彼はその木を切り倒しました。』

※ 3 単現の s がついていないので、この cut は過去形。
go down ~ 『～に沿って行く』

(= go along ~ )

※ 道案内でよく使われる表現。

道案内をするときは、命令文の形

≪Go down ~ ≫ で始める。

☆ along →【単語帳 No. 646】

Go down this street and turn right at the second corner.

『この通りに沿って行き、２番目の角で右に曲がりなさい。』

※ この down は必ずしも ｢下り｣ を意味するわけではなく、

話し手の位置から ｢離れて遠ざかっていく様子｣ を表す。

They went down the river in the boat.

『彼らはそのボートでその川を下りました。』

He ran down the stairs. 『彼はその階段を駆け下りました。』

※ stair(s) [ステア(ズ)] ｢(屋内の)階段｣

Tom invited me to the party.

『トムは私をそのパーティに招待してくれました。』

= I was invited to the party by Tom.

『私はトムによってそのパーティーに招待されました。』

Let’s invite a lot of guests to our house.

『私たちの家にたくさんのお客さんを招待しましょう。』

Thank you for inviting me. 『ご招待ありがとう。』

※ 前置詞の後ろには、名詞か動名詞(~ing)を使う。

sit down 『すわる』

(⇔ stand up ｢立つ｣)

→【単語帳 No. 152 … stand】
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