
⽇本語２３４

¤Thanking someone for the favor s/he 
gave you:  〜てくれて・もらってありがと
う

¤〜てよかった



そんけい語で⾔ってみま
しょう。

⼭⽥先⽣

モゴモ
ゴモゴ

しゃちょう

いけだ先⽣

いしいさん くろかわ先⽣ ジョーンズさん

おかきになる

おっしゃる

めしあがる

ひげをおそりになる

英語もスペイン語もお話になる

めしあがる



そんけい語で⾔ってみましょう。

しゃちょう
ぶちょう

やまださんとおくさま
さかもと先⽣

たばこをおすいになる

かぎをおかけになる

映画をごらんになる

１１時にお休みになる



そんけい語で⾔ってみましょう。

⼭⽥さん
川上ぶちょう のだ先⽣

のだ先⽣ メアリーさん
しゃちょう

ほしのさん

くださる

おうりになる いらっしゃる

お茶を飲みな
がら、本を読
んでいらっ
しゃる

おでかけになる
ごぞんじだ



A favor given by someone
¤ 〜てくれる
¤ (Someone) did homework (as 

a favor).
¤ 宿題をしてくれました。

¤ (Someone) drove me home 
(as a favor).
¤ ⾞で家までおくってくれまし
た。

¤ (Someone) boiled water (as a 
favor).
¤ おゆをわかしてくれました。

¤ (Someone) made me coffee 
(as a favor).
¤ コーヒーを⼊れてくれました。



A favor given by someone superior 

¤ 〜てくださる
¤ Our teacher taught us answers (as 

a favor).
¤ 先⽣が答えを教えてくださいまし
た。

¤ Company president wrote a letter 
for me (as a favor).
¤ 社⻑は⼿紙を書いてくださいまし
た。

¤ Our teacher answered the 
question for us (as a favor).
¤ 先⽣は、質問に答えて下さいまし
た。

¤ The company president come to 
the meeting (for us as a favor).
¤ 社⻑は、ミーティングにいらっ
しゃってくださいました。



A favor given by someone superior 

¤ 〜ていただく
¤ Our teacher taught us answers (as 

a favor).
¤ 先⽣に答えを教えていただきまし
た。

¤ Company president wrote a letter 
for me (as a favor).
¤ 社⻑に⼿紙を書いていただきまし
た。

¤ Our teacher answered the 
question for us (as a favor).
¤ 先⽣に、質問に答えていただきま
した。

¤ The company president come to 
the meeting (for us as a favor).
¤ 社⻑に、ミーティングにいらっ
しゃっていただきました。



Expressing gratitude for a favor given 
by someone

¤ 〜てくれてありがとう
¤ Thanks for doing homework for 

me.
¤ 宿題をしてくれてありがとう。

¤ Thanks for driving me home.
¤ ⾞で家までおくってくれてありが
とう。

¤ Thanks for boiling water (for me).
¤ おゆをわかしてくれてありがとう。

¤ Thanks for making me coffee.
¤ コーヒーを⼊れてくれてありがと
う。

After this, add:
本当にたすかったよ／わ。

たすかったっちゃった。

こんどなにかしてあげるね。

こんどおごるね。
サンキュー



Expressing gratitude for a favor given 
by someone

¤ 〜てもらってありがとう
¤ Thanks for doing homework for 

me.
¤ 宿題をしてもらってありがとう。

¤ Thanks for driving me home.
¤ ⾞で家までおくってもらってあり
がとう。

¤ Thanks for boiling water (for me).
¤ おゆをわかしてもらってありがと
う。

¤ Thanks for making me coffee.
¤ コーヒーを⼊れてもらってありが
とう。

After this, add:
本当にたすかったよ／わ。

たすかったっちゃった。

こんどなにかしてあげるね。

こんどおごるね。
サンキュー



Expressing gratitude for a favor given 
by someone superior

¤(To the company president) Thank 
you very much for writing a 
recommendation letter for us.
¤社⻑、すいせんじょうを書いてくだ
さってありがとうございます。

¤社⻑、すいせんじょうを書いていた
だいてありがとうございます。

¤You may add:
¤おかげさまで、しゅうしょくでき
ました。

¤おかげさまで、仕事がスムーズに
できました。



Expressing gratitude for a favor given 
by someone superior

¤〜てくださって、ありがとうございま
した。

¤〜ていただいて、ありがとうございま
した

¤ ( (To the teacher) Thank you very 
much for answering the question.
¤先⽣、しつもんにこたえて下さって
ありがとうございます。

¤先⽣、しつもんにこたえていただい
てありがとうございます。

¤You may add:
¤おかげで、わからなかった所がよ
くわかりました。

¤おかげさまで、試験ができました。



Expressing gratitude for a favor given 
by someone superior

¤(To the president) Thank you 
very much for attending the 
meeting.
¤社⻑は、ミーティングにいらっ
しゃってくださって・いらっ
しゃっていただいて、ありがと
うございます。

¤You may add:
¤おかげさまで、みんな、よろ
こんでいました。

¤おかげで、いいアイデアが出
ました。



「〜ってありがとう」って⾔いましょう。

¤ You listened to my worries. (Now I am relieved (=helped).
¤ なやみを聞いてくれてありがとう。
¤ とてもたすかりました。

¤ You invited me to the concert.  (I enjoyed a lot.)
¤ コンサートにしょうたいしてくれてありがとう。
¤ とても楽しかったです。

¤ You tidied up my apartment (in advance).  (I was able to 
move in easily).
¤ アパートをかたづけておいてくれてありがとう。
¤ かんたんにひっこせました。

¤ You picked me up at the airport.  (I did not get lost).
¤ 空港まで、むかえに来てくれてありがとう。
¤ みちにまよいませんでした。



Remember?  Expressing regret “I 
wish X were the case.”

¤〜ばよかった／〜たらよかった。
¤ I wish I studied Japanese more but I did not 

have time so…
¤もっと⽇本語を勉強すればよかった、でも時
間がなくて、、、

¤ I wish Yamada-san was there but he seems 
to be busy…
¤⼭⽥さんがいてくれてればよかったんですが、
⼭⽥さんいそがしいみたいで、、、

¤ I wish I read this book but since I did not …
¤この本を読んでおいたらよかったんだけど、
読まなかったから、、、



Remember?  Expressing regret “I 
wish X were not the case.”

¤〜なければよかった／〜なかったらよかった
¤I wish I did not oversleep but …
¤朝ねぼうをしなければよかったんですが、

¤I wish I did not leave today because it was 
very cold…
¤今⽇はとても寒かったから、出かけなければ
よかった。

¤I wish I did not forget homework but I 
ended up forgetting…
¤宿題を忘れなかったらよかったんですが、わ
すれちゃって、、、



Expressing sense of relief “I am glad 
that X happened.”

¤〜てよかった。
¤I am glad that I studied Japanese.
¤⽇本語を勉強してよかった。

¤I am glad that Yamada-san came 
(as a favor).
¤⼭⽥さんが来てくれてよかった。

¤I am really glad that I read this book 
(in advance).
¤この本を読んでおいて本当によかっ
た。



Expressing sense of relief “I am glad 
that X did not happen.”

¤〜なくてよかった
¤I am glad that I did not oversleep.
¤朝ねぼうをしなくてよかった。

¤I am glad that I did not leave because it 
was very cold today.
¤今⽇はとても寒かったから、出かけなくて
よかった。

¤I am so glad that I did not forget 
homework.
¤宿題を忘れなくて本当によかった。



ふくしゅう︓〜いい
¤〜て（も）いい

¤ Permission/concession
¤⽥中さんをよんでもいいです。
¤えんりょしなくてもいいよ。

¤〜たほうがいい／〜ないほうがいい
¤ Suggestion/advice
¤この道を歩くときは、ちゅういしたほうがいい。
¤家に帰るときは、お店によらない⽅がいい。

¤〜といい
¤ Hope
¤⽇曜⽇は、はれるといいですね。
¤ひっこす⽇は、⾬がふらないといいけど、、、



Erin Episode 13

エリンはこれから、町⽥(まちだ)に⾏きます。
エリンは⼥の⼈と町⽥への⾏きかたを聞きました。
⼥の⼈は、しんせつじゃありませんでした。
エリンは、⼩⽥急線(おだきゅうせん)で町⽥へ⾏きます。
かいだんをおりると、すぐ町⽥につきます。



Erin Episode 13


