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21. 町を案内してあげました。 

文法：～てあげる・～てもらう・～てくれる、～ていただけませんか。 

A：この前、外国人の友達に町を案内してあげたんですが、行く予定だったレ 

  ストランが休みで行けなかったんです。 

B：それで、どうしたんですか。 

A：彼が家に連れて行ってくれて、インド料理を作ってくれました。インドの 

  建て物や彼の家族の写真も見せてもらって、たくさん話しましたよ。 

B：それはよかったですね。彼は今も日本にいるんですか。 

Ａ：はい。彼は今語学学校に通っていますから。毎日図書館で勉強していると言っていました。あ、そういえば、日 

  本語を教えているんですよね。今度、彼の日本語のレポートを直してくれませんか。私が直してあげたかったん 

  ですが、私には難しかったです。 

Ｂ：いいですよ。直しますから、彼からレポートをもらったら、教えてください。 
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～てあげる ※やる is used towards the lower level such as plants or pets. 

   V て ＋あげる 

  ①私は 山田さんを 駅までおくってあげました。 

 ②私は ソフィーさんに 日本の写真を見せてあげました。 

 ③私は 田中さんの宿題を手伝ってあげました。 

 ④私はいつも 彼のために 洗たくしてあげます。 

 ⑤私は 子供に 絵をかいてあげました。 

 ⑥私は毎日 花ややさいに 水をやります。 

 

※宿題 belongs to 田中さん, so particle の is used without beneficiary. 

※洗たくする doesn’t need a person（particle に）, so N のために is used. 

※かく doesn’t need a person（particle に）but If beneficiary can get something, particle に is used. 
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～てもらう－It’s used to emphasize that the beneficiary asked. ※Particle に is used for the person who takes that action. 

   V て ＋もらう 

 ①私は 山本さんに 自転車を貸してもらいました。 

 ②私は ジョンさんに 部屋のそうじをしてもらいました。 

 ③私は 友達に 駅へ連れていってもらいました。 

 ④彼は歌が上手ですから、彼に歌ってもらいましょう。 

 

～てくれる－It’s used to express gratitude for an action by another person. 

   V て ＋くれる 

 ①ゆいさんは（私に）旅行の時の写真を見せてくれました。 

 ②父は（私を）駅までおくってくれました。 

 ③子供のとき、祖母はよく（私に）本を読んでくれました。 

 ④姉は（私の）かみを切ってくれました。 

 ⑤兄は（私のために）買い物へ行ってくれました。 

 ⑥母は毎日、（私に）朝ご飯を作ってくれます。 

 

※かみ belongs to 私, so particle の is used without beneficiary. 

※行く doesn’t need a person（particle に）, so N のために is used instead. 

※作る don’t need a person（particle に）but If beneficiary can get something, particle に is used. 
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～ていただけませんか。－It’s used to ask someone to do something. 

V ていただけませんか。 いただく is the respect form of もらう. 

V てくださいませんか。 くださる is the respect form of くれる. 

V てもらえませんか。 もらえる 

V てくれませんか。 くれる 

V てもらえない？ もらえる 

V てくれない？ くれる 

 

 ①ちょっと手伝っていただけませんか。 

 ②レポートを直していただけませんか。 

 ③漢字がわからないので、ひらがなで書いてくださいませんか。 

 ④もう少しゆっくり話してくださいませんか。 

 ⑤この漢字の読み方を教えてもらえませんか。 

 ⑥今忙しいですから、ちょっと待ってくれませんか。 

 ⑦消しゴム忘れたから、ちょっと貸してくれない？ 

 ⑧体調が悪くて授業を休むから、数学のノートをとってくれない？ 
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問題 1.  例：友達「本を忘れました。」→ 友だちに本を見せてあげました。 

①彼「おなかがすきました。ラーメンが食べたいけど、作れません。」 

②父「ゴルフに行くから、車が必要だ。」 

③母「部屋を掃除したいけど、時間がない。」 

④弟「英語がわからない。」 

⑤妹「デートに行くから、駅まで行きたい。」 

⑥おばあさん「荷物がおもいですから、持つことができません。」 

⑦マリーさん「今日中に宿題をしなければなりません。」 

⑧けんたさん「コーヒーが飲みたいけど、お金を持っていません。」 

⑨知らない人「まいごになってしまいました。バス停に行きたいですが、道がわかりません。」 

⑩彼女「ねつがあります。病院へ行きたいです。」 

⑪友達「友だちがいないですから、さびしいです。」 

⑫友達「先生にメールを送らなければなりませんが、スマホのじゅうでんがありません。」 

⑬友達「明日試験があるから朝早く起きたいけど、起きられないと思う。」 
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問題 2.【「V てあげる／もらう／くれる」を使って、文を作りましょう。】 

 例：母が私の部屋をそうじする。→ 母が私の部屋をそうじしてくれました。 

①母が朝ご飯を作る。 

②家族に写真を見せる。 

③私が頼む。姉が（私の）アイスクリームを買う。 

④妹に英語を教える。 

⑤友達を京都に連れて行く。 

⑥彼女が（私の服の）アイロンをかける。 

⑦外国人に道を案内する。 

⑧私が頼む。日本人の友達が（私の）レポートを直す。 

⑨知らない人が私が落としたさいふをひろう。 

 

問題 3.【質問に答えましょう。】 

①こまっている人を見た時、話しかけてあげますか。 

②お金を持っていない時、友達が貸してくれると思いますか。 

③今度の母の日に何をしてあげようと思っていますか。 

④子供の時、ご両親は何をしてくれましたか。 

⑤病気の時、家族に何をしてもらいたいですか。 
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問題 4.【「V てくれない？／くれませんか。／いただけませんか。」を使って、頼みましょう。】 

①明日、朝早く起きたい。ホストファミリーのお母さんに頼みます。 

②昼ご飯にお弁当を持って行きたい。姉に頼みます。 

③数学のノートを貸して欲しい。友達に頼みます。 

④文法がわからない。先生に頼みます。 

⑤新しい勉強机を作って欲しい。父に頼みます。 

⑥今晩電話してほしい。友達に頼みます。 

⑦どこかへドライブに行きたい。彼氏に頼みます。 

⑧文を日本語から英語にほんやくしたい。先生に頼みます。 

⑨駅に行きたいが、道にまよってしまった。知らない人に聞きます。 


