英語コミュニケーション I

テレビ学習メモ

第 11 回

やりたいこと伝えよう

講師

阿野

幸一

◇◆◇ 今回の目標 ◇◆◇
「to 不定詞」を使った表現をこれから数回にわたって取り上げていきます。
今回学習するのは ＜ to ＋ 動詞の原形＞ で、「～すること」という意味を表す
名詞の働きをする to 不定詞です。I want to ... の言い方を使って、自分が
やりたいことや、将来の夢を伝えてみましょう。
to の後の動詞を変えることで、いろいろなやりたいことを伝えることが
できますよ。

1 ス キ ッ ト前半の内容から
▼

want to ... の表現が、どのように使われているでしょうか？
！

ダニエルの将来の夢は？

休み時間に Kurumi が本を読んでいると
Daniel がやってきて話しかけます。

Daniel ： Kurumi, do you want to go outside?
Kurumi ： I' ｍ reading a book.
Daniel ： What book?
Kurumi ： Don't talk to me, Daniel.
Daniel ： Oh, the title of the book is“Don't talk to me, Daniel.”
That sounds interesting.
Kurumi ： This book is about dreams. Daniel, what do you want to be in the future?
Daniel ： I want to be a comedian in Japan!
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11 やりたいこと伝えよう

文 法・表 現 I wan t to ...
I want to ... を使って自分が「したいこと」を伝えてみましょう！

行きたい場所を伝える
I want to go to London.

（私はロンドンに行きたいです）

I want to visit Himeji Castle. （私は姫路城に行きたいです）
☆あなたの文を作ってみよう！
I want to

.

やりたいことを伝える
▼

I want to climb Mt. Fuji.

（私は富士山に登りたいです）

I want to go fishing.

( 私は釣りに行きたいです )

I want to study chemistry.

( 私は化学を勉強したいです )

☆あなたの文を作ってみよう！
I want to

.

「～になりたい」と伝える
I want to be a nurse in the future. （私は将来看護師になりたいです）
☆あなたの文を作ってみよう！
I want to

.
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3 to ＋ 動詞の原形が表す意 味
Nice to meet you. は Nice meeting you. とどう違うのか考えてみよう！

to 不定詞 と 動名詞の違い ＆ to の表す意味
2 つの初対面のあいさつ、
Nice to meet you.「初めまして」と
Nice meeting you.「お会いできてよかった
です」について考えてみましょう。
to meet と meeting が違うだけで、
どうしてこのような意味の違いが出るので
しょうか？それは、to は「これからのこと
は「これからのこと」
」
を表すのに対して、ing 形は「これまでしてきていること
形は「これまでしてきていること」
」、を表すからなのです。
まず Nice to meet you. ですが、何が nice かというと、to meet you「これからあなた
▼

と知り合うこと」が nice ということになるため、初対面で会って、これから付き合いが始ま
るときに使う表現になります。
これに対して Nice meeting you. は、何が nice かというと、meeting you「あなたと
知り合っていること」が nice ということになるため、「お会いできてよかったです」という
ことで、初対面で別れるときに使う挨拶になります。
今回のテーマは「やりたいことを伝えよう」です。ポイントは want to という表現の使い
方です。want の後に動詞を続けたいときには、必ず to を使って、want to go や want to
eat のように表現します。ではなぜ want の後には to がくるのでしょうか？
to という単語は「ある方向に向かう
という単語は「ある方向に向かう」という意味があります。例えば
」という意味があります。例えば go to Osaka でも
「大阪の方向に向かう」という意味になりますよね。これは、want to、つまり不定詞の to
でも同じです。不定詞で使われる to は「to の方向に向かう」ということで「これからのこ
「これからのこ
と」を表すことになり、
と
」を表すことになり、「これからのことを望む」という意味を持つ want や hope などの
動詞と相性がいいので、いっしょに使われるのです。
それに対して、enjoy の後に動詞を続ける場合には、enjoy dancing のように必ず ing の
形にします。enjoy「楽しんでいる」ということは、過去から現在にかけて「何かをしている
形にします。enjoy「楽しんでいる」ということは、過去から現在にかけて「
何かをしている」
」
ことになりますよね。そして動詞の ing にも「過去から現在にかけて進行している
にも「過去から現在にかけて進行している」という
」という
意味があります。このように、enjoy が持つ意味と、ing 形が持つ意味が共通している
ため、enjoy の後には ing 形を続けるのです。
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4 ウユニ塩原の景色を紹介 し た 文 を 聴 い て み よ う ！
ボリビアの Salar de Uyuni を訪れるなら、どの季節がいいでしょう？

I had a great vacation in Bolivia! I visited Salar de Uyuni, a salt flat.
In the dry season, the flat looks like a snowfield. But in the rainy season, rainwater
covers its surface. On sunny days, the shallow water reflects the sky and clouds, and
the flat becomes like a big mirror. It's very beautiful. Many people visit Salar de Uyuni
▼

to see this amazing scene.
In fact, there aren't many sunny days during the rainy season. So the big mirror rarely
appears.
But it was sunny when I visited the flat. Luckily, I was able to see the mirror and could
walk on the beautiful sky! It was a breathtaking view, and I was speechless.
Salar de Uyuni is a wonderful place to visit. I want to go there again one day.
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