
⽇本語２３４
7⽉8⽇（⽉曜⽇）
Giving a favor 〜てあげる／くれる
Receiving a favor 〜てもらう
〜ていただけませんか



〜中（ちゅう）
じゅぎょう中 しごと中

電話中
運動中

勉強中



何のことかな︖︖︖



あげる／くれる／もらう

Used for

¤Talking about giving and receiving （あ
げる、くれる、もらう → Ch. 14）

¤Also, polite request
¤〜てください

¤しゅくだいを出して下さい。
¤おちこまないで下さい。

¤ください ← くれる
¤〜ていたただける／〜てもらえる︖

¤これを読んでいただけますか︖
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Vて＋あげる、くれる

¤Vてあげる︓Expressing giving a favor (of 
Ving something) to someone
¤⽇本語をおしえてあげますよ。
¤⽇本で、おもちゃを買って来てあげます。
¤名前を書いてあげます。
¤空港につれて⾏ってあげます。

¤Person who receives a favor:  〜に
¤友だちに、おしえてあげました。
¤彼⼥に、買ってあげました。
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Vてあげる、くれる
¤Vてくれる︓Expressing someone giving you 

a favor (of Ving something)
¤⼭⽥さんは、よく⽇本語おしえてくれます。
¤⼭⽥さんは、⽇本で⽇本のおもちゃを買って
来てくれます。

¤⽇本語で名前を書いてくれました。
¤⼦供のとき、⽗は週まつにどこにもつれて
⾏ってくれませんでした。

¤Recipient of a favor:  〜に
¤弟に、おしえてくれました。
¤私にも、買ってくれませんか︖
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つかれた〜 ヘルプ︕

おトイレのそうじ

かいぎにでる

ばんごはん

レポート

かいぎに出てあげますよ。
おトイレのそうじをしてあげますよ。
晩ごはんを作ってあげますよ。

レポートを書いてあげますよ。
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⼦供の時に、両親は、
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本を読む

はをみがく おふろにいっしょに⼊る

いっしょにあそぶ

クリームをつける
おしめ(diaper)をかえる

いっしょにあそんでくれました。 本を読んでくれました。

はをみがいてくれました。

おしめをかえて、クリームをつけてくれました。
おふろにいっしょに⼊ってくれました。



⽂を作ってみましょう。
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Vてもらう

¤Expressing receiving a favor (of Ving) 
from someone

¤Often imply that the action is carried 
out as the receiver (subject) had 
asked/requested/offered a 
compensation for the favor received
¤この⼿紙を出してもらいました。
¤本をかしてもらいました。
¤英語をおしえてもらいたいんですが、、、
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とこや／びよういん
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とこや／びよういんで、
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あたまを洗う
かみを切る

かみのけをかわかす

かみのけをそめる マニキュアをする

あたまを洗ってもらいます

かみを切ってもらいます

かみのけをかわかしても
らいます。

かみのけをそめてもらいます。
マニキュアをしてもらいます。

ひげをそってもらいます。

ひげをそる

かおをそる

かおをそってもらいます。



どっちがいいですか︖
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〜てあげる／くれる︓A few grammar 
notes

¤〜てあげる／〜くれる with つれて⾏く／つ
れて来る”take/bring”, よぶ／しょうたいす
る “to invite”, あんないする”to guide”

¤ Giver of favor は／が Recipient of favor に Vてあげる／くれる
↓

Recipient of favor を
¤⽥中さんは、⼭⽥さんを図書館につれて⾏ってあげ
ました。

¤クラスメートが、妹を家まで連れて来てくれました。
¤川上さんは、アメリカ⼈の留学⽣をパーティーに
しょたいしてあげました。

¤⼭⽥さんをデパートまであんないしてくれません
か︖



〜てあげる／くれる︓A few grammar 
notes

¤Recipient of favor:  〜のために

¤With intransitive verbs（に is not good):
¤友だちのために，夜おそくまでおきていてあげま
した。

¤暗かったので，彼⼥のためにいっしょにいてあげ
ました。

¤To emphasize the benefit (can be replaced 
by に with less “benefit” meaning)
¤⺟のために、ゴミをすててあげました。
¤私のために、スマホを買ってくれました。



⽂を作ってみましょう。
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駅までむかえ
にくる

お祭りにに連
れて⾏く

くるまでお
くる

あんないする

つきあう



Polite Version

¤Acknowledge the politeness by using the 
polite forms

¤ If you are describing giving/receiving a 
favor for someone (X) who holds a 
higher social standing…
¤〜てさしあげます (I will do … for X)
¤〜てくださいます (X will do … for me)
¤〜ていただきます (I will receive … from 

X)
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明⽇、朝早いひ
こうきなんだけ
ど、、、

I will go pick you up.

むかえに⾏ってさしあげます。
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ちょっと、まち
がえたんだけ
ど、、、

I will correct it for you.

まちがえをなおしてさしあ
げます。
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ホテルのよやく
わすれたんだけ
ど、、、

I will make a reservation 
for you.

ホテルをよやくしてさしあ
げます。
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I will 
explain it 
to you.

社⻑、ぜんぜん分からないんです
が、、、

社⻑が、せつめいして下さ
いました。
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I will come 
pick you 

up.

社⻑、バスに乗りおくれたんです
が、、、

社⻑が、むかえに来て下さ
いました。
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せんぱい、この英語の⽂の
意味わからないですが、

I will translate it for 
you.

Let’s use 〜ていただく︕

This guy is her senior classmate (先
ぱい).

先ぱいに、⽇本語にやくしてい
ただきました。
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せんぱ〜い、私のコン
ピュータ、動かないですが、

I will fix it for you.

Let’s use 〜ていただく︕

This guy is her senior classmate (先
ぱい).

先ぱいに、コンピューターをな
おしていただきました。

チョーラッキー
（笑）︕



Chapter 16 忘れ物
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