
⽇本語２３４

第１４課 expressing one’s desire 

Verbs of giving/receiving



Ch. 14 バレ
ンタインデー

• Family members
• Notion of うち・そと (in-group vs. 

out-group)
• Verbs of giving and receiving
• Notion of うち・そと (in-group vs. 

out-group)
• Expressing your desire for an 

object/thing
• Stating tentatively(maybe, perhaps)
• Giving suggestion
• Expressing more than expected, less 

than expected



Want = ほしい



おぼえていま
すか？

• 〜Vますたい
• If the verb (stem) has an object, 

mark it with が
• 新しい⾞が買いたい（と思っ
ている）。

• ⽇本に⾏きたい。
• 新しい⾞を買いたがっている。

• たい=adjective
• 新しい⾞が買いたかった。
• ⽇本に⾏きたくないです。
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Now, Expressing 
“Want” without 
an accompanying 
Verb

• ほしい
• いAdjective that means “want”
• Only with nouns

• ほしい=expressing a state of mind 
(stative predicate)
• Target of desire (object) = marked with 
が

2



Now, Expressing “Want” 
without an accompanying Verb

• ほしい
• いAdjective that means “want”
• 誕⽣⽇（たんじょうび）に何がほしいで
すか。
• ⼩学校時代には、ピカチューのぬいぐる
みがほしかったなあ。
• 何かほしいものがありますか？
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“Me” versus 
“them”
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Me:
•私／ぼくは〜がほしい
•私／ぼくは〜がほしいです。



“Me” versus 
“them”
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Other people
• ⽥中さんは〜がほしいと思っ
ている。

• ⽥中さんは〜がほしいと⾔っ
ている。

• ⽥中さんは〜がほしいんです。
• ⽥中さんは、〜がほしそうで
す。
etc.



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(おとうと)は⼦⽝や⼦ねこを
ほしがっているんです。
• ⽗は５０さいですが、⾚いス
ポーツカーをほしがっていて、
⺟はこまっています。
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クイズ！



クイズ！



クイズ！



クイズ！



クイズ！



クイズ！



Verbs of giving
あげる・くれる



Verbs meaning “give” and “receive”

• Giver      Receiver

qThree entities involved (ditransitive):
• Giver (Agent = Subject)
• Receiver (Recipient = Indirect Object)
• Object given (Theme = Direct Object)
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Verbs meaning “give” and “receive”

• “Giver gives Object to Receiver.”
• “Giver gives Receiver Object
• Japanese: 
• Giverは・が Receiverに Objectを Give

• “Receiver receives Object from Giver.”
• Receiverは・がGiverに／から Objectを

Receive
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Words meaning “GIVE” in Japanese
• Choice among the verbs meaning “give” = sensitive to the direction of 

the object; giving to the first person (and its extension) is distinguished 
from giving to non-first person
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1st person

2nd person

3rd person3rd person



Japanese Verb “Give”

•When no 1st person (and its extension) is 
involved in giving or receiving:
• e.g.  Last year, Prime Minister Abe gave a Prius to 

President Trump.
• “give” = あげる
•あべさんは、トランプ
さんにプリウスをあげました。
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Words meaning “GIVE” in Japanese
• Choice among the verbs meaning “give” = sensitive to the direction of 

the object; giving to the first person (and its extension) is distinguished 
from giving to non-first person
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1st person

2nd person



Japanese Verb “Give”

• The 1st person (and its extension) is the 
giver

e.g.  I gave a souvenir from Japan to my 
girlfriend.
• Give=あげる
•⽇本のおみやげを彼⼥に
あげました。
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Words 
meaning 
“GIVE” in 
Japanese

• Direction of giving:away from or 
unrelated to “me” (and its extension)
• あげる

• If the receiver is non-human (or lower 
social standing)
• やる
• ⽝に、えさをやった？
• 花に、⽔やってね。
• いもうとには、ぬいぐるみ、お
とうとにはマンガをやるつもり。
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Words meaning “GIVE” in Japanese
• Choice among the verbs meaning “give” = sensitive to the direction of 

the object; giving to the first person (and its extension) is distinguished 
from giving to non-first person
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Words meaning “GIVE” in Japanese

• Direction of giving:  toward “me” (and its extension)
•くれる
•ちちは、私にぬいぐるみをくれました。
•ははは、ゆびわをくれました。
•⽥中さんは、おとうとに、新しいマンガをくれまし
た。
•⼭⽥さんは、いもうとに、マフラーをくれた。
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Fill in the blanks!



Fill in the blanks!



Fill in the blanks!



Fill in the blanks!



クイズです！















Receive
もらう



Verbs meaning “receive”

•もらう
• Reciverは、Giverに／から Objectを もらう
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読んで下さい。

•⼭⽥さんは、友だちからその本をもらったそうです。
•私は、アメリカにいる⽗から⼿紙をもらいました。
•⼭⽥さんは、彼⼥からプレゼントをもらいました。
•私は、しらない⼈からメールをもらいました。ちょっとこ
わいなあ。
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Particles with 
もらう

• Recipient は giver に／から “receive.”
• に or から？

• When the giver is non-human, use か
ら.
• “I received a gift certificate from the 

company.”
• 会社から／*に しょうひんけんを
もらった。
• “I received a letter from the university.”
• ⼤学から／*に ⼿紙をもらった。



こたえてみてください。
•たんじょうびに、何かもらいましたか?
• 何を もらいましたか？
• だれに もらいましたか？

•かぞくのたんじょうびに、何かあげましたか？
• 何をあげましたか？
• だれにあげましたか？


