
⽇日本語２１３ 
４⽉月16⽇日（⽕火）

Expressing the desire of someone else doing ~:  〜～
てほしい 

ふくしゅう 

漢字⼩小テスト



How to express your desire in 
Japanese: 

¤  〜～Vますたい 

¤  If the verb (stem) has an object, mark it 
with が 

¤  新しい⾞車車が買いたい（と思っている）。 
¤  ⽇日本に⾏行行きたい。 
¤  新しい⾞車車を買いたがっている。 

¤  たい=adjective 
¤  新しい⾞車車が買いたかった。 
¤  ⽇日本に⾏行行きたくないです。 
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⽇日本語で⾔言ってみましょう。
¤  I want to give my friend chocolate for her 

birthday. 
¤ 友達のたんじょう⽇日にチョコレートがあげたいです。 

¤  I wanted to receive a wristwatch for a graduation 
gift. 
¤ 卒業祝(いわ)いに、うでどけいがもらいたかったで
す。 

¤ Yamada-san wants to give me a new novel as a 
sympathy gift. 
¤ ⼭山⽥田さんは、お⾒見見舞(みま)いに新しいしょうせつを
くれたいそうです。 

¤ My younger sister wanted to receive a puppy for 
her wedding gift. 
¤ 妹は、結婚祝いに⼦子⽝犬をもらいたがっていました。
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Now, Expressing “Want” without 
an accompanying Verb 

¤ ほしい 
¤ いAdjective that means “want” 
¤ 誕⽣生⽇日（たんじょうび）に何がほしいです
か。 

¤ ⼤大学を卒業したら、新しい⾞車車がほしいなあ。 
¤ 何かほしいものがありますか？ 
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Expressing “Want” without an 
accompanying Verb 

¤ ほしい=expressing a state of mind 
(stative predicate) 

¤ Target of desire (object) = marked with 
が 
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“Me” versus “them” 

Me: 

¤ 私／ぼくは〜～がほしい 

¤ 私／ぼくは〜～がほしいです。 
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“Me” versus “them” 

Other people 

¤  ⽥田中さんは〜～がほしいと思っている。 

¤  ⽥田中さんは〜～がほしいと⾔言っている。 

¤  ⽥田中さんは〜～がほしいそうです。 

¤  ⽥田中さんは〜～がほしいんです。 

¤  ⽥田中さんは〜～がほしいのかもしれません。 

 etc.   
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To talk about someone familiar… 

¤ ほしがっている（＜ 　ほしがる） 　“showing a sign 
of wanting” 

¤ Treat ほしがっている  as a transitive verb:  if there is 
a direct object, mark with を 

¤ 弟はおもちゃをほしがっている。 

¤ ⽗父は５０歳ですが、いつも新しいものをほしがってい
て、⺟母はこまっています。 

¤ Implication of “irritation”, “disgust” à not 
appropriate for out-group 8 



Expressing Desire Part III:  You want 
another person does the action?

¤  I want Kato-san buy a new stuffed animal. 

¤  I = subject of “want” 

¤  Kato-san = the actor of “to buy a new 
stuffed animal” 

¤  I wants my girlfriend to marry me. 

¤  I= subject of “want” 

¤  My girlfriend = the actor of “to marry me” 
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Expressing Desire Part III:  You want 
another person does the action?

¤ （私は）XにVてほしい 
¤ I want X to V 

¤ The subject of ほしい＝（私）は／
が 

¤ The actor of Vて  ＝Xに 

¤ ほしい 　＝  いAdjective 
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Want somebody to do 
something? 

Vてほしい 
¤  ⼭山⽥田さんに、早く先⽣生にれんらくしてほ

しいです。 
¤  ルームメートに私の服を着てほしくない。 
¤  この宿題を学⽣生に明⽇日までにしてほしい。 
¤  ジョンさんに⽝犬をつれて来てほしくな

かったけど、かわいかったですね。 
¤  先⽣生にもっと⼤大きい声で話してほしいで

す。 
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If you do not want someone 
to do something… 

Vないでほしい 
¤  ここに写真をはらないでほしいんですが。 

¤  すみませんが、ここで昼寝をしないでほ
しいんですが。 

¤  あまり⽂文句句(もんく)を⾔言わないでほしい
な。 
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You cannot use this construction… 

¤ In describing 3rd person’s desire for 
someone else to do something 

¤ *Vてほしがっている  

¤ ☞Vてもらいたがっている 　(lit. “want to 
receive a favor from ~)  
¤ 姉は、カレにあそびにつれて⾏行行ってもらいた
がっているみたいだ。 

¤ ⺟母は、⽗父にヨーロッパ旅⾏行行につれて⾏行行ってもら
いたがっているみたいだ。 

¤ OR  (next slide, please J) 
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“Me” versus “them” and  
Vてほしい 

¤ CANNOT use 「ほしがっている」 with Vてほしい 　 　
→ 　Use 
¤ Vてほしいんです。 
¤ Vてほしいと⾔言っている。 
¤ Vてほしいと思っている。 

¤ ⽗父は、ぼくに家を出てほしいんです。 

¤ ⺟母は、私にすぐ結婚してほしいと⾔言っていますが、
私はまだ結婚したいと思っていません。 

¤ 両親は、弟に早くしゅうしょくしてほしいと思って
いるんですが、今はあまりいい仕事がなくて、弟は
しゅうしょくできないんです。 
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「私は、〜～てほしい」で⾔言ってみましょ
う。
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死ぬまでき
みを愛しつ
づけるよ

ジョンさん

かずえさん

ルームメイトの⼿手

兄の⾞車車

ちょっと銀
⾏行行へ⾏行行きた
いんですが、
みちがわか
らなく
て、、、

けいさつの⼈人



「私は、〜～てほしい」で⾔言ってみましょ
う。
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ジョンさん

私は、ジョンさんにコピーをとってほしいんですが、、、 

ジョンさんに、コピーきであそばないでほしいんですが、、、

To make copies

Not to play with a copier



「私は、〜～てほしい」で⾔言ってみましょ
う。
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かずえさん

私は、かずえさんに電話をか
けてほしいんです。

To call me



「私は、〜～てほしい」で⾔言ってみましょ
う。
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ルームメイトの⼿手

私は、ルームメイトにドア
かにかぎをかけてほしいん
です。

To lock the door



「私は、〜～てほしい」で⾔言ってみましょ
う。
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兄の⾞車車

⾞車車がきたないから、兄
に⾞車車をあらってほしい
んです。

To wash his car



「私は、〜～てほしい」で⾔言ってみましょ
う。
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ちょっと銀
⾏行行へ⾏行行きた
いんですが、
みちがわか
らなく
て、、、

けいさつの⼈人

けいさつの⼈人に、銀⾏行行への
みちを教えてほしいんです。

To tell the direction for a bank 
(銀⾏行行へのみち）



「私は、〜～てほしい」で⾔言ってみましょ
う。
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死ぬまでき
みを愛しつ
づけるよ

きみにぼくと結婚してほしいんだ。

To marry me



⽂文を作ってみましょう。
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⽂文を作ってみましょう。
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1.（これから寝ますから）電
気をけしてほしいんですが。
2. 　貸した本をかえしてほし
いんですが。

3.（ちょっと寒いから）ドアを閉めてほしいんで
すが。
4. 　コーヒーを⼊入れて／作ってほしいんですが。
5. 　そのジャケットを貸してほしいんですが。
6. 　テレビのスイッチを⼊入れてほしいんですが。
／テレビをつけてほしいんですが。



Passiveで⾔言ってみましょう。
ジョン たろうよしこ

やまだ

やました

ほんだ

としお

やくざ
ジョンさんは、⼦子供
に笑われました。

たろうさんは、
よし⼦子さんにふ
られました。

やまださんは、バスに⾏行行かれました。

⼭山下さんは、ガレージの
前に⾞車車をとめられました。 ほんださんは、あかちゃ

んになかれました。 としおさんは、やくざに
⾒見見られました。


