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使い方
話し手の希望や要望を言うときに使う

Kyooto ni ikitai desu.
きょうとに　いきたいです。

I want to go to Kyoto.

基本文

Okinawa ni ikitai desu.

Tsugi wa shinkansen ni noritai desu.

A: Tsugi wa nani o shitai desu ka.

B: Tookyoo de takusan kaimono o shitai desu.

I want to go to Okinawa.

I want to ride the bullet train next time.

A: What do you want to do next?

B: I want to do a lot of shopping in Tokyo.

①おきなわに　行きたいです。

②つぎは　しんかんせんに　のりたいです。

③Ａ：つぎは　なにを　したいですか。

　Ｂ：東京で　たくさん　買いものを　したいです。

例文

たいです
tai desu

構造図

V
たいです。

たくないです。

:「まるごと（入門 A1 りかい）」だけで学習するもの
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Use

Structure

Basic sentence

Examples

:Only studied in MARUGOTO (Star ter A1 Rikai)

3

Used by the speaker when talking about their hopes or demands.

Kyooto ni ikitai desu.
きょうとに　いきたいです。

I want to go to Kyoto.

Okinawa ni ikitai desu.

Tsugi wa shinkansen ni noritai desu.

A: Tsugi wa nani o shitai desu ka.

B: Tookyoo de takusan kaimono o shitai desu.

I want to go to Okinawa.

I want to ride the bullet train next time.

A: What do you want to do next?

B: I want to do a lot of shopping in Tokyo.

①おきなわに　行きたいです。

②つぎは　しんかんせんに　のりたいです。

③Ａ：つぎは　なにを　したいですか。

　Ｂ：東京で　たくさん　買いものを　したいです。

たいです
tai desu

V
たいです。

たくないです。

Uso

Estructura

Oración básica

Ejemplos

:Sólo estudiado en MARUGOTO (Inic ial A1 Rikai)

3

Se usa cuando el hablante expresa sus esperanzas o deseos.

Kyooto ni ikitai desu.
きょうとに　いきたいです。

Quiero ir a Kioto.

Okinawa ni ikitai desu.

Tsugi wa shinkansen ni noritai desu.

A: Tsugi wa nani o shitai desu ka.

B: Tookyoo de takusan kaimono o shitai desu.

Quiero ir a Okinawa.

Quiero tomar el tren bala la próxima vez.

A: ¿Qué quiere hacer la próxima vez?

B: Quiero hacer muchas compras en Tokio.

①おきなわに　行きたいです。

②つぎは　しんかんせんに　のりたいです。

③Ａ：つぎは　なにを　したいですか。

　Ｂ：東京で　たくさん　買いものを　したいです。

たいです
tai desu

V
たいです。

たくないです。
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A. Vは、「行きます → 行き」のように「Vます」から「ます」をとった形。

B.「たい」は活用する。活用形はイ形容詞と同じ。

解説Commentary
A. V can be made by removing 「ます」 from 「Vます」 as in 

 「行(い)きます → 行(い)き」.

B.「たい」 is conjugated in the same way as I-adjectives.

Explicación
A. Para diferenciar el V de la desinencia, hay que sacar 「ます」 de

  「Vます」 como en 「行(い)きます → 行(い)き」.

B.「たい」 se conjuga de la misma forma que los adjetivos-I.


