
日本語２１３
４月９日（火）

新しい漢字
Passive…ふくしゅう
Expressing the state in which things have already 
done



新しい漢字

送る
幸せ
計
時計
計画
遅れる
遅い
配
心配
弟
妹

おく(る)
しあわ(せ)
けい
とけい
けいかく
おく(れる)
おそ(い)
はい／ぱい
しんぱい
おとうと
いもうと

手紙を送りましたが、
遅れないかどうか
ちょっと心配です。

弟は時計をもっていま
せんから、家に帰る時
間が遅すぎるときがあ
ります。

妹は、好きな人と結
婚して、とても幸せ
そうです。



Direct Passiveで言ってみましょう。
ジョンさんは Actorに …



In Some Cases…
 Actor of action (i.e. the subject of “active” 

sentence/~にin “passive” sentence):  〜によって

 “Objective/journalistic” description of an event
Creation of something
「ハムレット」は、シェークスピアによって
書かれた。

「となりのトトロ」は、宮崎駿によって作ら
れた。

 Historical facts
マイクロソフト社は、ビル・ゲイツによって
始められた。

デジタルカメラは、はじめはカシオ社によっ
て研究された。
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Indirect Passive

やすこ

かずみ

かずみさんは、やす子さんのドレスをふみました。

やすこさんは かずみさんにドレスをふまれました。



Indirect Passive

やすこ

たかし

たかしさんは、やす子さんに文句（もんく）を言いました。

やすこさんは、 たかしさんに文句を言われました。



Indirect Passive

かずこ

さおり

かずこさんの車は、さおりさんの家をこわしました。

さおりさんは、かずこさんの車に、家をこわされました。



Indirect Passive

まさし
犬は、まさしさんのセーターをよごしました。

まさしさんは、犬にセーターをよごされました。



Indirect Passive
さちこ たろう

たろうちゃんは、さちこさんのおもちゃをこわしました。

さちこさんは、たろうちゃんにおもちゃをこわされました。



どうしたんですか？

おいしいケーキを、妹にぜんぶ
食べられちゃったんです（泣）。
先生にしかられちゃったんです

（泣）。
友達に貸してもらった車をぶつ
けられちゃったんです（泣）。

ゴミの日じゃないのに、家の前にゴミを
捨てられちゃったんです（泣）。

今日の朝、ペットに死なれちゃったんで
す（泣）。
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Perfective Construction
the action (Vて）is/was carried out 

prior to the time referred to and its 
result will have/has been 
unchanged at a certain time.

9:00am Now at 10:30am

It is 10:30am now.

perfectiveActual action
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Two ways to express “Perfective” 

〜ている：the action (Vて）is/was carried 
out prior to the time referred to and its result 
will have/has been left unchanged at the 
referred time.
きものを着ています。
ノートパソコンをもってる？

〜てある:  the action (Vて）is/was carried out 
prior to the time referred to and its result will 
have/has been left unchanged at the 
referred time, so it is ready.  
もう、買ってありますよ。
晩ごはん、もう、作ってある？
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Perfective Constructions 

〜ている：no intention implied  verbs of 
non-intentional (or spontaneous) action 
(intransitive verbs)

〜てある: intention implied  verbs of 
intentional action (transitive and some 
intransitive verbs such as 行く、来る）

Now at 10:30am

今、１０時半です。
まどがあいていますね。どうし
てかなあ？？？

まどがあけてあります。今日は
いい天気だから。
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“I am ready!”

It is almost 8:00am.  A test starts at 
8:00am but you are not nervous 
because...
もう、きょうかしょは読んであるし、、、
漢字もおぼえてあるし、、、
文法や、新しいことばも練習してあるか
ら、、、
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〜てあるconstruction 

 Actor of action not mentioned
先生に話してあります。
旅行のよていは、もう決めてあります。

Spontaneous action (忘れる、間違える、年を
とる、なく、わらう）cannot occur in this 
construction
 *忘れてあります。
 *間違えてあります。
 *年をとってあります。
 *ないてあります。
 *わらってあります。
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〜てある construction 

Transitive verb →Intransitivized
 Object of transitive verb → が
もう、きょうかしょが読んである
し、、、

ひこうきのきっぷが買ってある。
まどがしめてあります。
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〜てある construction 

〜てある:  showing that things are ready 
or that it is hard to change what has 
already been done
もう、ひこうきのきっぷが買ってあるか
ら、、、
しんぱいしなくてもいいよ。
今から旅行はキャンセルできないね。
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しょうたいじょうを出す

花をちゅうもんする

ウエディングドレスを作る

タキシードをかりる

ウエディングケーキをたのむ

来週は結婚式です。結婚式のために、、、

結婚式場をよやくする 18



Fill in the blanks.
 来週は結婚式です。結婚式のために、、、

しょうたいじょう（ ）もう＿＿＿＿＿＿。
花（ ）＿＿＿＿＿＿＿。
ウェディングドレス（ ）＿＿＿＿＿＿。
タキシード（ ）＿＿＿＿＿＿＿。
ウエディングケーキ（ ）＿＿＿＿＿＿＿。
結婚式場（ ）＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

何か忘れていませんか？

が 出してあります

が ちゅうもんしてあります

が 作ってあります

が たのんであります

が かりてあります

が よやくしてあります

19



しまった！(Ooooops!)一番だい
じなものを忘れてる〜

結婚ゆびわを買う

まだ結婚ゆびわが買ってありません。
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Using て-form to express your 
readiness
 Tell him/her something is ready:  〜てありますよ。

ばんごはんが作ってありますよ。食べて下さい。
おふろのおゆがわかしてありますよ。おふろに入って下さい。

ふとんがしいてありますよ。どうぞ寝てください。

毎日忙しくて、つかれた、、、
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Using て-form to express your 
readiness

 Ask the tour group:  〜てありますか。

パスポートをもってきてありますか。
円をドルにかえてありますか。
友達へのおみやげが買ってありますか。

はい、これからひ
こうきに乗るんで
すが、、、

ツアーガイドです。
ちょっと聞いて下さ

い。
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