
1 
 N3[3]                                  ©satominchi.com All Rights Reserved. Satomi.KK 

3. 返品しに行ってきたんだ。 

文法：Vてくる・Vていく、Vてくれ 

A：旅行のために新しいネックピローを買ったんだけど、穴が開いてて、返品しに 

  行ってきたんだ。商品が届いてから七日以内だったら無料でできるから。 

B：そうなんだ。他のを買うの？ 

A：考えてたんだけど、姉に借りようと思って。今イタリアに行ってて三日後に帰ってくるから、そしたら聞いてみるつも   

  りだよ。 

B：そっか。借りられたらいいね。旅行は日本に行くんだよね？三週間だよね？ 

A：そうだよ。今まで５年間日本語を勉強してきたけど、まだ一回も行ったことがないからね。ちょっと緊張
きんちょう

するけど、 

  ジェスチャーも使ったりして話すよ。それより、車内アナウンスのほうが心配だなぁ。聞き取れなかったら乗り過ご 

  しちゃうかもしれないし。 

B：三週間もいるんだから、慣れてくると思うよ。気楽に行けばいいよ。 
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V てくる・V ていく 

－It’s used for a movement. 

   V てくる－It’s used to say “(to go somewhere) do ～ and come back”. 

  ①コンビニで卵と牛乳を買ってきます。 

  ②今日の午後はひまなので、ちょっと図書館で本と映画を借りてきます。 

  ③ちょっとお手洗いへ行ってきますね。 

 

   V ていく－It’s used to say “(go somewhere) do ～ and then go somewhere else”. 

  ①もしもし、今からそっち行くけど、何か買っていこうか。－じゃ、ジュース買ってきて。 

  ②この前工事中だった道が通れるかどうか確認していくので、到着が少し遅れます。 

  ③ニューヨークへ行く時、ボストンへ寄っていこうと思います。 
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－It’s used for the direction of motion. 

   V てくる－It indicates the motion is towards the speaker. 

  ①明後日、両親がニュージーランド旅行から帰ってきます。 

  ②急に棚から本が落ちてきて、驚
おどろ

いた。 

  ③私は一人暮らしをしているので、心配している母は、毎週メールを送ってきます。 

  ④申し込みの時に、パスポートと身分証明書を持ってきてください。 

 

   V ていく－It indicates the motion is away from the speaker. 

  ①うちで一緒に遊んだ後、友達は帰っていきました。 

  ②犬が向こうへ走っていくのが見えた。 

  ③冬になると、渡り鳥は南の方へ飛んでいきます。 

  ④サッカーボールは、坂を転がっていってしまいました。 
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－It indicates that an action continued. 

   V てくる－It indicates that an action or change from the past is continuing on into the present. 

  ①私はこの町で 3 年間、環境調査を続けてきました。 

  ②日本人は昔から、魚や米を食べてきました。 

  ③今まで練習してきたことを思い出しながら、みんなの前で演技した。 

 

   V ていく－It indicates that an action will continue on into the future. 

  ①今まで日本語を一生懸命勉強してきました。これからも日本語の勉強を続けていくつもりです。 

  ②私の会社は英語を使うので、だんだんと外国人の社員も増えていくと思います。 

 

V てくる－It’s used when something was not present until now appears or begins. 

  ①朝から降っていた雨がやんで、少し晴れてきた。 

  ②料理番組を見ていたので、おなかがすいてきました。 

  ③今は明るいので見えませんが、暗くなるとたくさん星が見えてきますよ。 

  ④隣の家から、いい香りがしてきましたね。 

  ⑤まあ、赤ちゃん。歯が生えてきましたね。かわいいですね。 
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★まとめ【V ていく・V てくる】 

カテゴリー 意味 V てくる V ていく 

Motion of subjects manner of motion ここまで走ってきた。 駅まで歩いていく。 

resultant state 本を持ってきた。 

家から着物を着てきた。 

娘を連れていく。 

どの靴をはいていこうかな。 

completed action 

before motion 

うちで天気予報を見てきた。 天気予報を見ていこう。 

ワインを買ってくる。 

郵便局でハガキを出してくる。 

ワインを買っていく。 

郵便局で手紙を出していく。 

appear or begin 来年には人気が出てくると思う。 

やる気が出てきた。 

 

Motion of object towards or away 

from the speaker 

車が近づいてくるのが見える。 

雨が降ってきた。 

車が去っていくのが見える。 

ボールがとんでいった。 

Time flows continuation from  日本語の勉強をしてきた。 

たくさん努力してきた。 

これからも日本語の勉強をしていく。 

子供は少しずつ大人になっていく。 

others / cf. go and do 友達がパソコンを使いに来た。 失くした財布を探しに行こう。 

do then do ガソリンスタンドでは、ガソリンを入れてからお金を払う。 
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～てくれ V て ＋くれ 

 －It’s used to instruct or request something indirectly.   

  ①田中さんは母に「７時に起こしてください」と言いました。   ★直接の場合は、「～てください」を使う。 

  →田中さんは母に何と言いましたか。 －7 時に起こしてくれと言いました。 

  ②村田さんに代わりに行ってくれと頼まれたから、来ました。 

  ③弟に満腹で食べられないから食べてくれと言われて、食べた。 

 

 －It’s used when asking someone junior to do something, but sounds a little rough. Mainly men use. 

  ①これを５枚ずつコピーしてきてくれ。 

  ②来月にある歓迎会
かんげいかい

のためにレストランを予約してくれ。 

  ③今日は疲れているので、私の代わりに会議に出てくれ。 
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問題.【「V てくる・V ていく・V てくれ」を使って、文を完成させなさい。】 

①鈴木さんが飲み物を買って     くれるみたいだから、待っていましょう。 

②ここから駅の方へ歩いて     と、自動販売機
はんばいき

があります。 

③近所に引っ越して     学生は、音楽が専門らしい。いつも音楽が聞こえる。 

④うちの車の下から急に猫が出て     時はとても驚
おどろ

いたが、その後飼い主が現れて、ねこを連れて     。   

 飼い主がいてよかった。 

⑤最近、だんだん会社での責任が重くなって     ので、とても疲れています。これからさらに仕事が増えて、 

 もっと忙しくなると思います。でも、忙しくなればなるほど、会社の売り上げも上がって     と思うので、  

 これからも会社のために、そして給料のために、一生懸命働こうと思います。 

⑥来週、会社の忘年会があります。忘年会はレストランやバーではなく会社の会議室で行われますが、会社での忘年 

 会を 10 年間して     ので、今は気が楽だととても評判がいいです。 

 「部長が各自で食べ物と飲み物を持って来て     と言っていました。みんなでシェアしますので、できるだ 

 け人と同じ物にならないように、持って     くれると嬉
うれ

しいです。」 


