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オウム返し
No. 98

「ルーシーは、どこに行きたがってるの?」
「沖縄に行きたがってるよ」

    [1]
    Q: Go to Osaka?
    A: Yes. Go to Osaka.

↓
    [2]
    Q: Does Lucy want to go to Osaka?
    A1: Yes, she does. She wants to go to Osaka.
    A2: No, she doesn't. She doesn't want to go to Osaka.

↓
    [3]
    Q: Where does Lucy want to go?
    A: She wants to go to Okinawa.

    -----(日本語訳)-------------------------------------------
    [1]
    Q: 大阪に行きたがってるの?
    A: そう、大阪に行きたがってるよ

    [2]
    Q: ルーシーは、大阪に行きたがってるの?
    A1: はい、そうよ。彼女、大阪に行きたがってるよ
    A2: いいえ、そうじゃないよ。彼女、大阪に行きたがってないよ

    [3]
    Q: ルーシーは、どこに行きたがってるの?
    A: 彼女、沖縄に行きたがってるよ 
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ここでは、主体(主語)を三人称でdoesを用いた表現です。ちなみにdidを使う
と以下のように過去の希望を表すことになります。

Where did Lucy want to go?
どこに行きたかったの?
She wanted to go to Osaka.
大阪に行きたかったよ

When do you want to go to Osaka? いつ行きたいの?
I want to go to Osaka next summer. 来年の夏だよ
Why do you want to go to Osaka? なぜ行きたいの?
Because I want to eat takoyaki balls. たこ焼きを食べたいからよ
Who do you want to go with? 誰と行きたいの?
I want to go with you. あなたとよ

「どこに行きたいの?」 【オウム返し No. 46】
Where do you want to go? I want to go to the park.
どこに行きたいの? 公園に行きたいよ

go to the park 銀行に行く
go to the museum 博物館に行く
go to the store 店に行く
go to Canada カナダに行く

◆ STEP 98 ◆

→
　ルーシーは，大阪に行きたがってるの?　大阪に行くの?
　Does lucy want to go to Osaka?　Go to Osaka?
(きちんとした表現)(ワンフレーズ表現)

【この英語発想を身につけよう!】

【ここがポイント】

　　【情報BOX】
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オウム返し
No. 99

「私、何をしなければならないの?」
「あなた、皿洗いをしなきゃ」

    [1]
    Q: Do my homework?
    A: Yes. Do your homework.

↓
    [2]
    Q: Do I have to do my homework?
    A1: Yes, you do. You have to do your homework.
    A2: No, you don't. You don't have to do your homework.

↓
    [3]
    Q: What do I have to do?
    A: You have to do the dishes.

    -----(日本語訳)-------------------------------------------
    [1]
    Q: 宿題をするの?
    A: そう、宿題をしなさいよ

    [2]
    Q: 私、宿題をしなきゃならないの?
    A1: はい、そうよ。あなた、宿題をしなきゃならないよ
    A2: いいえ、そうじゃないよ。あなた、宿題をする必要はないよ

    [3]
    Q: 私、何をしなければならないのか
    A: あなた、お皿洗いをしなきゃならないよ 
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P.265のTABLE NO.14も一般同系列の展開型です。have toが、don't 
have toやdoesn't have toと否定形で使われると，「～必要はない」といっ
た意味になり、Do I have toやDoes she have toなど疑問形で使われると
「～しなければならないの?」「～する必要があるの?」といった意味となり
ます。

myなど所有格を含む動詞フレーズを用いると、主体(主語)によって対応させ
ることが必要です。

Do I have to loose my weight?
私、体重を減らさなければなりませんか?
Yes. You have to loose your weight.
そうだよ。あなた、体重を減らさなければならないよ
No. You don't have to loose your weight.
そうじゃないよ。あなた、体重を減らす必要はないよ

call Lucy ルーシーに電話する
clean up one's room 部屋を片づける
dress up 着飾る
meet Bill ビルに会う
pay here ここで支払う
take a bus バスに乗る
take medicine 薬を飲む
wait for a while しばらく待つ

◆ STEP 99 ◆

→
　私，宿題をしなきゃならないの?　宿題をするの?
　Do I have to do my homework?　Do my homework?
(きちんとした表現)(ワンフレーズ表現)

【この英語発想を身につけよう!】

【ここがポイント】

　　【情報BOX】


