
⽇日本語２１１    １０⽉月１８⽇日（⽊木）

第１４課  Verbs of Giving/Receiving…Polite version 
  ⼩小テスト 
  



Verbs meaning “receive” 

¤ もらう 

¤ Reciverは、Giverに／から 　
Objectを 　もらう 
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読んで下さい。 

¤ ⼭山⽥田さんは、友だちからその本をもらっ
たそうです。 

¤ 私は、アメリカにいる⽗父から⼿手紙をもら
いました。 

¤ ⼭山⽥田さんは、彼⼥女女からプレゼントをもら
いました。 

¤ 私は、しらない⼈人からメールをもらいま
した。ちょっとこわいなあ。 

3 



Particles with もらう 

¤ Recipient は giver に／から “receive.” 
¤ に 　or  　から？ 

¤ When the giver is non-human, use から. 
¤ “I received a gift certificate from the 

company.” 

¤ 会社から／*に 　しょうひんけんをもらった。 
¤ “I received a letter from the university.” 

¤ ⼤大学から／*に 　⼿手紙をもらった。 
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Verbs of Giving and Receiving

¤ “Give” 
¤ When the 

recipient is me 
(and its 
extension) 
¤ くれる 

¤ When the 
recipient is not 
me (and its 
extension) 
¤ あげる

¤ “Receive” 
¤ もらう



クリスマスに、

Activity 10

Look at the following pictures and practise a conversation about the exchange of Christmas

presents.

ftt:.* tUl;ly;·t.:'nt:{PJ~ t G ~Y;:J:: G t:.;I))o
ttl:* t.: nlJi·t': n t:{1'iJ ~ ~ t:f'i G t:.lJ)o

1) Imagine that you are Akiko. Complete the following statements, looking at the pictures.

<;<; lill:

1. )(tif?;t.t: < J ~ 0

<;<; 1l:1l:

2. )(tiBt: r; -1 ;Z-t--~ ,
1l:1l: <;<;

3 .1~Hi)(t: < J ~ 0

lill: <;<;
4 .EJ: li)(l: r; -1 ;Z 'i- - ~

<;<; ---------

5. bt:. G ti)(t: Y -f 'J ~ 0

2) Imagine that you are Akiko. Answer the following questions, looking at pictures.

1. t.: n I:c tH I 'if: t G~I 'i G t:.lJ)0
2. ;j', '/ '/ v;Z ti t.: n t:~ tf'i Gt:.lJ)0
3. c tH'lit.:nlJ-i < n'i Gt:.lJ)o
4. Y -r 'ni 2:: -j G 'i G t:.lJ)0

liA-

5. 2js:ti t.: n IJ-i < n'i G t:.lJ)0

3) Discuss with your partner what presents were exchanged within your family last Christmas Day.
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-- __ ••• • 'n_

⽗父 ⺟母

私

⽗父は、

⺟母は

私は



クリスマスに、… Give

Activity 10

Look at the following pictures and practise a conversation about the exchange of Christmas

presents.

ftt:.* tUl;ly;·t.:'nt:{PJ~ t G ~Y;:J:: G t:.;I))o
ttl:* t.: nlJi·t': n t:{1'iJ ~ ~ t:f'i G t:.lJ)o

1) Imagine that you are Akiko. Complete the following statements, looking at the pictures.

<;<; lill:

1. )(tif?;t.t: < J ~ 0

<;<; 1l:1l:

2. )(tiBt: r; -1 ;Z-t--~ ,
1l:1l: <;<;

3 .1~Hi)(t: < J ~ 0

lill: <;<;
4 .EJ: li)(l: r; -1 ;Z 'i- - ~

<;<; ---------

5. bt:. G ti)(t: Y -f 'J ~ 0

2) Imagine that you are Akiko. Answer the following questions, looking at pictures.

1. t.: n I:c tH I 'if: t G~I 'i G t:.lJ)0
2. ;j', '/ '/ v;Z ti t.: n t:~ tf'i Gt:.lJ)0
3. c tH'lit.:nlJ-i < n'i Gt:.lJ)o
4. Y -r 'ni 2:: -j G 'i G t:.lJ)0

liA-

5. 2js:ti t.: n IJ-i < n'i G t:.lJ)0

3) Discuss with your partner what presents were exchanged within your family last Christmas Day.

39

-- __ ••• • 'n_

⽗父 ⺟母

私

⽗父は、

⺟母は

私は

⺟母に、くつをあげました。
私にうでどけいをくれました。
⽗父に、おさけをあげました。
私に本をくれました。
⽗父にはポロシャツを、⺟母にはネックレスをあげました。



あげる 　⇔ 　もらう
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1.⽥田中さんは
2. スミスさんは

スミスさんにプレゼントをあげました。

⽥田中さんからプレゼントをもらいま
した。



あげる 　⇔ 　もらう
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あげる 　⇔ 　もらう
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1.  ⼦子どもは、お⺟母さんに／
からアイスクリームをもらい
ました。

2.キムさんは、いしゃに／から薬をもらいました。
3.⼭山⽥田さんは、店の⼈人に／から、おつりをもら
いました。

4.タノムさんは、おばさんに／から、おべんと
うをもらいました。
5.お⽗父さんは、お⺟母さんに／から、ネクタイを
もらいました。



¤ With あげる 
¤ e.g.  Prime Minister Noda gave a Prius to President 

Obama. 

¤ Recipient of “give” is  
the target of respect 
=さしあげる 
¤ のださんは、オバマさんに 
プリウスをさしあげました。 
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Showing Respect to the receipent 
with the Verb “Give” 



¤ With くれる: 
¤ e.g.  President Obama:  Prime Minister Noda 

gave me a Prius. 

¤ Giver of “give” is  
the target of respect 
=くださる 
¤ のださんは、私に 
プリウスをくださいました。 
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Showing Respect to the giver with the 
Verb “Give” 



¤  Direction of giving:   

¤ toward “me” (and its extension) 

¤ くださる(target=giver) 
¤  Direction of giving: 

¤ away from or unrelated to 
“me” (and its extension) 

¤ さしあげる
(target=reciever) 
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Polite form of “GIVE” in Japanese 
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           くださる＆くれる 

Extension of 
“me” (“in” group) “I” 

People of  
higher status 

Equals 

People of 
lower status 
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Extension of 
“me” (“In” group) “I” 

People of  
higher status 

Equals 

People of 
lower status 

くれる	

           くださる＆くれる 
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Extension of “me” (“in”-
group) “I” 

People of  
higher status 

Equals 

People of 
lower status 

くださる	

           くださる＆くれる 
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Extension of 
“me” (“in-”group) “I” 

People of  
higher status 

Equals 

People of 
lower status 

くれる	

くださる	

           くださる＆くれる 
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Extension of 
“me” (“in-”group) 

“I” 

People of  
higher status 

Equals 

People of 
lower status あげる	

さしあげる	

           あげる・さしあげる 

さしあげる	



Verbs meaning “receive” 

¤ もらう 

¤ Target of Politeness= giver 

¤ いただく  

¤ Receiverは、Giverに／から 　
Objectを 　いただく 

19 



20 

練習してみましょう。 

私 
ぼく 

⼩小学校時代の先⽣生 

おきゃくさま 
“guest/
customer 

私／ぼくは＿＿＿に＿＿＿さしあげる。 

⼤大学の先⽣生 

⾼高校時代
の先⽣生 
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練習しましょう（１） 

 留留学⽣生
時代の
先⽣生 

私 
ぼく 

⼩小学校時代の先⽣生 

じょうし”superior” 

しゃちょう 　
”company 
president” 

私／ぼくは___________に・から＿＿＿をいただ
く。 


