《英語の女神》No.21

不定詞 ③

学習 POINT 1
次の 2 文を見てください。
ほっ

ワント

① I want this bike.

〔want ほしい・欲する〕

② I want to use this bike.
①は、「私はこの自転車がほしい。」という英文です。②は、I want のあとに to use という不定詞
(to＋動詞の原形)が続いています。 この英文はいったいどんな訳になるのでしょうか。詳しく見
ていきましょう。実は、②の want も「欲する」という一般動詞です。
欲する

I want

使うこと

to use this bike.
使うことを欲する

使いたい

want to use は、「使うことを欲する」すなわち、「使うという動作を欲する」＝「使いたい」という
意味を作ります。・want to go で「行きたい」、・want to help で「助けたい」、・want to give で
「あげたい」というように使います。これらは、次のように連語として覚えることができます。
〔ポイント〕

・ want to～は、「～したい」
1 下線部に注意して、次の英文を日本語に直しなさい。
(1) I want to go to America.

(2) We wanted to have lunch under the tree.

(3) I don’t want to study math.

(4) What do you want to have for lunch?

ドゥリンク

(5) What do you want to drink?

〔drink 飲む〕

(6) What do you want to do?

〔do する(一般動詞)〕
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学習 POINT 2
want to～は、「～したい」という連語です。不定詞を使った連語は《英語の女神》 No.20 で
いくつか学習しました。ここでまとめてみましょう。しっかり覚えてください。

① start to～

(～し始める)

② begin to～

(～し始める)

③ hope to～

(～だといいなと思う)

④ need to～

(～する必要がある)

⑤ try to～

(～しようとする)

⑥ like to～

(～することが好きだ)

⑦ want to～

(～したい)

2 下線部に注意して、次の英文の日本語訳の空所を埋めなさい。
(1) She didn’t try to speak English.
)。

彼女は英語を(
(2) I wanted to visit New York.

)。

私はニューヨークを(
(3) We hope to visit your town again.

)。

私達は再びあなたの町を訪問できると(
(4) Do you need to go to the park?
)。

あなたは公園へ(
(5) Did you want to swim in this pool?

)。

あなたはこのプールで(
(6) When are you going to begin to learn English?

)。

あなたはいつ英語を(
(7) I didn’t want to read this book.
)。

私はこの本を(
(8) My sister started to work in New York.

)。

私の姉はニューヨークで(
(9) What language do you want to take?
)。

あなたは何語を(
(10) My aunt liked to learn French.
)。

私のおばはフランス語を(
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学習 POINT 3
is・am・are をまとめて be 動詞と言います。be 動詞の過去形は was・were でした。ところで、
is・am・are・was・were を、なぜ「be 動詞」と呼ぶのでしょうか。 実は、is・am・are は現在形
(～です・～にいます)、 was・were は過去形(～でした・～にいました)で、これらには原形
というものがあるのです。下の表を見てください。
原形

現在形
is
am
are

be

過去形
was
were

is・am・are・was・were の原形が be です。is・am・are・was・were を be 動詞と
呼ぶのは、原形が be なので、そこから be 動詞という名前が付いたのです。

〔注〕下の表のように、一般動詞は原形と現在形は同じ形です。
原形
play
like
go
see
get

現在形
play
like
go
see
get

過去形
played
liked
went
saw
got

さて、原形 be が不定詞に使われる場合があります。説明をしっかり読んでいきましょう。
次の英文を見てください。
I am a doctor.

私は医者です。

この英文は、現在自分が医者であることを述べたものです。この文から、今は医者ではないが、
「将来医者になりたいと思っている。」すなわち、「私は医者になりたい。」という英文を作ること
ができます。
I
「～したい」want

am a doctor.

私は医者です。

to を使います

I want to be a doctor.

私は医者になりたい。

to の後ろは原形になるので、am は be になります。

〔ポイント〕
・ want to～は、「～したい」

・ want to be～は、「～になりたい」
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3 下線部に注意して、次の英文の日本語訳の空所を埋めなさい。
(1) My brother wanted to play tennis with you.
)。

私の兄はあなたとテニスを(
(2) I want to be an English teacher.
)。

私は英語の先生に(
(3) Do you want to help these people?

)。

あなたはこれらの人々を(
(4) Did you want to be a doctor?
)。

あなたは医者に(
(5) Where do you want to go?

)。

あなたはどこへ(
(6) We wanted to listen to this CD.
私達はこの CD を(

)。

・・・問題以下省略・・・

4 次の英文の日本語訳の空所を埋めなさい。
(1) ① I like to play tennis.
私はテニスを(
② I went to the park to play tennis.

)。

)公園へ行きました。

私はテニスを(
③ I want to play tennis.
私はテニスを(

)。

(2) ① She went to America to learn English.
彼女は英語を(
② She wanted to learn English.
彼女は英語を(
③ She started to learn English.
彼女は英語を(
④ She liked to learn English.
彼女は英語を(
(3) ① I hope to see you next year.
私は来年あなたに(
② I visited your town to see you.
私はあなたに(

)アメリカへ行きました。
)。
)。
)。

)。
)あなたの町を訪問しました。
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③ I wanted to see you.
私はあなたに(

)。

・・・問題以下省略・・・

5

次の日本文に合うように、〔
〕内の語を並べ替え、英文を完成しなさい。ただし、先頭に
くる語も小文字で示してある。
(1) 私はブラジルを訪問したい。
〔 to / I / Brazil / want / visit 〕.

(2) 私は医者になりたい。
〔 doctor / want / a / I / be / to 〕.

(3) 彼の父はテニスをすることが好きです。
〔 tennis / his / play / father / to / likes 〕.

(4) あなたはなぜここに来ましたか。
〔 come / why / here / you / did 〕?

あなたに会うためです。
〔 see / to / you 〕.

(5) あなたは何になりたいですか。
〔 you / be / do / what / to / want

私は先生になりたい。
〔 a / to / I / teacher / be / want 〕.

〕?

・・・問題以下省略・・・

6 次の(
)内に適語を入れ、日本語に合う英文を完成しなさい。
(1) 私は英語を学びたい。
I(
) to learn English.
(2) 彼女はテニスをすることが好きです。
She (
) to (

) tennis.

(3) 私達はこのコンピュータを使い始めました。
We (
)(
) use this computer.
(4) 私は数学の先生になりたい。
I(
) to (

) a math teacher.

(5) 私達はナオコを助けたかった。
We (
)(

) help Naoko.

(6) 彼女はフランス語を学ぶためにフランスへ行きました。
She (
) to France (
) learn French.
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・・・問題以下省略・・・

7 次の日本文を英語に直しなさい。
(1) 私はアメリカへ行きたい。

(2) 私は英語の先生になりたい。

(3) あなたはなぜ英語を勉強するのですか。

カナダを訪問するためです。

(4) 彼は音楽を聴くことが好きです。

(5) 私達は再びあなたに会えるといいなと思います。

(6) 私の妹は理科を勉強し始めました。

・・・問題以下省略・・・

6

