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11. とてもびっくりさせられました。 

文法：動詞【使役受身】causative-passive verb・まとめ【受身と使役】 

 

山口：この前息子がテストで満点
まんてん

を取ってきて、とてもびっくりさせられました。うちでは 

   全然勉強しないし、今まで平均 70 点くらいだったのに。 

鈴木：それはいいじゃないですか。うちの子は、勉強は全くだめ。勉強しろと言っても、 

   ゲームばかりしていますよ。宿題も忘れることが多くて、先生によく掃除させられてますからね。 

山口：でも鈴木さんちの息子さん、たくや君は水泳が上手だからいいですよ。水泳は何歳から習わせてるんですか。 

鈴木：水泳は 10 歳の時に、本人が習わせてくれと言ってきたんです。８歳まではサッカーをさせてたんですが、あまり好 

   きじゃなかったみたい。 

山口：自分でしたいという気持ちがあるなら、上手になりますよね。 

鈴木：そうですね。こっちも大会の度にお弁当作らされて、料理が上手になりましたよ。まあ、本人が頑張っているような 

   のでいいですが。… 

 



2 
 N3[11]                                 ©satominchi.com All Rights Reserved. Satomi.KK 

使役
し え き

受身
う け み

動詞
ど う し

（causative-passive verb）‐It’s used to tell someone told another person to do something even though they don’t want to. 

   N（person）は N（person）に V（使役受身動詞） 

  ①私は妻にいつも荷物を持たされます。 

  ②佐藤さんは先生に掃除をさせられました。 

  ③先輩に宿題を手伝わされました。 

  ④毎晩、夫に会社のぐちを聞かされます。 

  ⑤会社の飲み会で、上司に歌わされました。 

 

間接受身
かん せつうけ み

(indirect passive)－It indicates the person is affected indirectly by the action or the subject, which is usually inconvenienced or harmed. 

（person, object）が Vする→ （person, object）に V（受身動詞） 

  ①私は雨に降られて、濡れて
ぬ   

しまった。 

  ②あなたにそこに立たれると、前が見えません。 

  ③夜中ずっと赤ちゃんに泣かれて、全然眠れなかった。 

  ④予定より早く友達にうちに来られて、宿題が終わらなかった。  

  ⑤車庫の前に車をとめられたので、車を入れることができません。 

  ⑥家の周りにごみを捨てられて困っています。  
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感情の使役（emotional causative）－V使役動詞 is used to describe evoking an emotion. In this case, the verb used is an intransitive verb that 

indicates emotion, such as 泣く、びっくりする、楽しむ、驚く etc. and the person in whom the emotion is provoked is indicated by を. 

  ①誕生日プレゼントに花束をあげて、彼女を泣かせたことがあります。 

  ②テストで満点
まんてん

を取って、両親をびっくりさせた。 

  ③短時間でもみんなを楽しませるのが、芸人だと思う。 

 

感情の使役受身（passive of emotional causative）－V使役受身動詞 is also used. 

  ①高級レストランだったのにどれもまずくて、がっかりさせられました。 

  ②子供の回 復 力
かいふくりょく

にはいつも 驚
おどろ

かされます。 

  ③田中さんちの娘さんは何でも自分でやるので、感心させられる。 

 

～させてあげる／もらう／くれる‐It’s used to obtain permission from another person to do something. 

   N（person）は N（person）に V（使役動詞）て ＋あげる／もらう／くれる 

  ①私が勤めている会社は、自分の意見を自由に言わせてくれます。 

  ②娘がギターを習いたいと言ったので、習わせてあげた。 

  ③ここに荷物を置かせてもらってもいいですか。 

  ④資料を整理したいので、１時間だけ会議室を使わせていただけませんか。 



4 
 N3[11]                                 ©satominchi.com All Rights Reserved. Satomi.KK 

★まとめ【受身・使役・使役受身】 

タイプ 意味 パターン 例文 

受身 

直接受身 

(人)は(人)に V（他動詞） 先生にほめられた。 

(人)は(人)に（物）を V（他動詞） 上司に仕事を頼まれた。 

物の受身 (物)は／が V（他動詞） ワインは、ぶどうからつくられる。 

間接受身 

(人)は(人)に(物)を V（他動詞）  【所有の受身】 犬に手をかまれた。 

(人)は(人/物)に V（自動詞）  【迷惑の受身】 雨に降られた。 

(人)は(人)に(物)を V（他動詞）  【迷惑の受身】 車をとめられた。 

使役 

force 

(人)は(人)を V（自動詞） 彼を待たせる。 

(人)は(人)に（物）を V（他動詞） 娘に日本語を勉強させる。 

allow 

(人)は(人)を V（自動詞） 母を休ませた。 

(人)は(人)に（物）を V（他動詞） 息子に好きなことをさせた。 

感情の使役 (人)は(人)に V（感情の動詞） 私は彼女を泣かせた。 

使役受身 
使役受身 (人)は(人)に V 私は先生に掃除させられた。 

感情の使役受身 (人)は(人)に V（感情の動詞） 私は娘にびっくりさせられた。 

他 

when asking someone to do thing. 先生に作文を直していただいた。／直してもらった。 

when obtaining permission from others. 母に日本語を勉強させてもらう。（母が～させてくれる） 
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問題 1.【活用を書きなさい。】 

辞書形 可能動詞 受身動詞 使役動詞 使役受身動詞 

片づける     

確かめる     

付き合う     

話しかける     

苦労する     

謝る     

済ませる（to bring to the end）     

言い返す（to talk back）     

甘やかす（to spoil）     

感心する（to be impressed）     

割り込む（to cut in）     
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問題 2.【正しい答えを選びなさい。】 

①成績が悪かったので、母にトイレ掃除（された・させた・させられた）。 

②スピーチの原稿
げんこう

を、日本人の友達に（直して・直されて・直させて）もらった。 

③アルバイトをしたいと親に頼んだが、（して・されて・させて）もらえなかった。 

④先輩に、飲み物を買いに（行かれた・行かした・行かされた）。 

⑤ここで最も（許さない・許されない・許させられる）のは、嘘
うそ

をつくことです。 

⑥飲みに行ったときは、いつも先輩達がお金を（払って・払わせて・払わせられて）くれた。 

⑦先生にお願いして、先生の論文を（読んで・読ませて・読まれて）いただいた。 

 

問題 3.【正しい活用にしなさい。】 

①先生は森さんにテキストを       （読む）た。 

②親は、子供達に家事を       （手伝う）た。 

③泥棒にカメラを       （盗む）時、とても悲しかった。 

④突然
とつぜん

、道で知らない人に       （なぐる）た。 

⑤姉はいつも自分勝手で、よくペットの世話を       （する）。 

⑥社長は、山田さんをアメリカに       （出張する）た。 

⑦私が意見を言いたくても、上司は会議で私に意見を       （言う）てくれません。 
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⑧子供の頃よく兄に       （泣く）て、母に隠
かく

れていました。 

⑨ジョンさんは、いつもみんなを       （笑う）ている。 

⑩父の店が、テレビで       （紹介する）た。 

⑪ここに荷物を       （置く）てもらってもいいですか。 

⑫急に大声を       （出す）て、びっくりした。 

 

問題 4.【正しい活用にしなさい。】 

①デートの時、いつも彼女に       （待つ）ので、少し遅く行くようにした。そしたらある日、彼女に「なんで私よ

り先に       （いる）てくれないの？」と、       （泣く）てしまった。女は本当に難しい。 

 

②子供の頃ピアノが習いたかったので、親に頼んで       （習う）てもらった。祖父と祖母に、大きくて素敵なグラ

ンドピアノも       （買う）てもらった。ピアノのレッスンを始めて２ヵ月くらいは楽しかったが、すぐに飽きてし

まった。結局その後やめてしまったが、お金を払って、       （習う）くれた家族に感謝
かんしゃ

している。 

 

③病院や銀行などでは、待つ人に時間を長く       （感じる）ないよう、様々な工夫が       （する）ている。

待合室
まちあいしつ

に      （置く）てあるテレビや雑誌もその一つだ。親に       （連れて来る）子供のために、絵本やおも

ちゃもある。しかし、一番いいのは、病院や銀行が人を       （待つ）ないことだと思う。 


