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☒  during [デューりング]

前 ～の間じゅう(ずっと)、～のあいだに

☒  both [ボウす]

形 両方の、２人の、２つの、～とも

代 両方、２人とも、２つとも

接･副 ≪both ~ and … で≫ ～と…の両方とも

※ 接続詞とする解釈、副詞とする解釈の２つがある。

☒  clean [クリーン]

動 ～をきれいにする、～をそうじする

形 清潔な、きれいな (⇔ dirty)

[比較変化] clean - cleaner - cleanest

活用 ： cleaned [クリーンド]

– cleaned – cleaning

３単現形：cleans [クリーンズ]
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clean up ~『～をかたづける』

clean air 『きれいな空気』

→【単語帳 No. 1073 … air】

both (the) CDs 『(その)両方の CD』

both (the) men 『(その)男性２人とも』

※ both の後ろの the はよく省略される。

both of them 『彼ら両方とも[２人とも]』

『両方とも～ない、２人とも～ない』は

not ~ eitherまたは neitherを使う。

either →【単語帳 No. 630】/

neither →【単語帳 No. 1028】

I stayed in Osaka during the summer vacation.

『私は夏休みの間に大阪に滞在しました。』

It rained during the night. 『夜のあいだに雨が降りました。』

During my stay in London, I saw my old friend.

『ロンドンに滞在中に、私は旧友に会いました。』

= While I was staying in London, I saw my old friend.

※ while｢～する間に｣は 接続詞 なので、後ろに ≪主語 + 動詞≫ が続く。

くわしくは【単語帳 No. 694 … while】を参照のこと。

during の後ろには、ある特定の期間

( … 夏休み・私の休日など) を使う。

during the summer vacation

『夏休みの間じゅう[に]』

※ 期間の長さ(２週間、３ヶ月、長い間

など)を表すときには for を使う。

→【単語帳 No. 46 … for】

I want both (the) books. 『私は(その)両方の本がほしい。』

Both my brothers are doctors.

『私の兄は両方とも医者です。』

※ 主語よりもあとに使うときは、be 動詞や

助動詞よりも後ろ、 一般動詞よりは前で

使う。参考 頻度(ひんど)をあらわす副詞 (例.

always , sometimes など)と同じ使い方。

Emi knows both of them.

『エミは彼ら両方を[二人とも]知っています。』

Both of them were kind to me.
= They were both kind to me.

『彼らは２人とも私に親切でした。』

Both of us like Meg. = We both like Meg.

『私たちは２人ともメグが好きです。』

Both of them can speak Chinese.
= They can both speak Chinese .

『彼女らは２人とも中国語を話すことができる。』

Meg can speak both English and Japanese.

『メグは英語と日本語の両方を話すことができる。』

Both Tom and Ken like cats.

『トムとケンの両方ともネコが好きです。』

Clean your room. 『あなたの部屋をそうじしなさい。』

Ken is cleaning the blackboard.

『ケンは黒板をきれいにしています。』

We cleaned the station. 『私たちはその駅を掃除しました。』

Clean up these books. 『これらの本をかたづけなさい。』

Put on clean clothes. 『きれいな衣服を着なさい。』

※ clothes [クロウズ／クロウず] →【単語帳 No. 1068】

Keep your hands clean. 『手をきれいにしておきなさい。』

Meg always keeps her room clean.

『メグはいつも彼女を部屋をきれいにしています。』

※ keep + 目的語(~) + 形容詞(…) ｢～を…にしておく｣

発音注意
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