
⽇本語２３４
７⽉9⽇（⽕曜⽇）
Politeness in Japanese
Temporal Conditional:  〜時（とき）



〜てあげる・くれる

a. b. c. d. e.

＝私

さとうさん
⽥中さん

みどりさん
かずみさん

川上さん



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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4

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。



5

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。



6

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。



7

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。



8

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。



9

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）︕



How to request in Japanese
¤〜てください

¤ちょっと持っていてください。
¤明⽇にしてください。
¤いかないでください。

¤ください ← くれる
¤お⾦をください。

¤お⾦をくれる。
¤本をください。

¤本をくれる。
¤Polite command form
¤ Informal command form = くれ

¤お⾦くれよ。



The ways to speak politely in 
Japanese

¤Public style (politer) > personal style
¤今⾏きます。
¤今⾏く。

¤ Indirect style (politer) > direct style
¤〜と思います／〜でしょう ＞ 〜ます／です
¤⾏くと思います。
¤⾏くでしょう。
¤⾏きます。

¤Negative question ＞affirmative question
¤⾏きませんか︖
¤⾏きますか︖



Polite request

¤ Formal style (polite) > informal style
¤ください ＞ くれる

¤これ読んでください。
¤これ読んでくれる︖
¤これ読んでくれ︕

¤ Full(er) form > abbreviated form
¤〜てください ＞ 〜て

¤これ読んで。
¤Negative question > Affirmative question

¤くださいませんか︖ > くださいますか︖
¤⾒せてくださいませんか︖
¤みせてくださいますか︖



Another way of requesting politely:
〜ていただく

¤いただく︓polite form of もらう

¤〜ていただけませんか︖

¤〜ていただけますか︖

¤〜ていただけない︖

¤〜ていただける︖



Polite Request

a. b. c. d. e.



かさをかしていただけませんか︖



セーターをおくってもらえる︖



おしろをあんないしていただけませんか︖



えきまで、⾞でおくっていただけませんか︖



にもつをもっていただけませんか︖



Nounの前（に）、Nounの後（で・に）

じゅぎょうの前＝before a class

noun の 前

じゅぎょうの後（あと）＝after a class

noun の 後
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日本語で言って下さい。

¤Before the meal

¤After work

¤Before travelling

¤After class

¤After the exam

¤After (taking) a bath
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ごはんの前 or しょくじの前

仕事の後

旅行の前

じゅぎょうの後

しけんの後

おふろの後



¤アルバイトの時 （Noun + の + 
時）

¤しずかな時 （なadj + 時）
¤うれしい時 （いadj + 時）
¤Negative
¤アルバイトじゃない時
¤しずかじゃない時
¤うれしくない時

Expressing occasion, using 時(when~)



¤In describing the past event, it is not 
necessary to use the past tense 
when using 時 with nouns and 
adjectives.

¤学⽣の時、よく旅⾏をしました。
¤ひまな時、映画を⾒ました。
¤いそがしい時、あまりでかけませんで

した。

〜時



¤Verb plain/short + 時
¤本を読む時、めがねをかけます。
¤買いものをしている時、友だちに

会いました。
¤これはハワイに⾏った時に買いま

した。

When Ving, …



¤Present Tense + 時
¤At the time Ving not completes, 

…
¤=Before Ving completes
¤家を出る時、電話をかけます。
¤⽇本に⾏く時、カメラを買います。

Tense Form in ~時



¤Past Tense + 時
¤At the time Ving completed, …
¤=After Ving completed
¤家を出た時、電話をかけます。
¤⽇本に⾏った時、カメラを買います。

Tense Form in ~時
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〜時、、、、

ドライブに⾏く こうつうじこ(traffic accident)
にあう

ドライブに⾏った時、こうつうじこにあいました。



〜時、、、、

プレゼントを買う パーティーに⾏く

パーティーに⾏く時、プレゼントを買いました。



〜時、、、、

ハワイに⾏く 何もしない

ハワイに⾏った時、何もしませんでした。



〜時、、、、
ボク、ゆうめ

いな⼈

バスに乗った時、ゆうめいな⼈に会いました。



〜時、、、、

ハワイに⾏く ⽔着を買う

どの⽔着(みずぎ)
にしようかな…

ここは⽇本のみせです

ハワイに⾏く時、みずぎを買いました。


