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【授受表現(二) ─ 動作的給予和收受 ─ 】 

為銜接後面的單元，本單元以整理作為補助動詞使用，表示動作的給予和收受的「～てや

る／～てあげる／～てさしあげる」、「～てもらう／～ていただく」、「～てくれる／～て

くださる」的用法為主。 

◎ Warm up 

以下句子都有錯誤，請指出錯誤並改成對的句子。（請參考『大家的日本語 初級Ⅱ』24 課、

『大家的日本語 進階Ⅱ』41 課） 

 

（1）私は花子に本を買ってくれました。(我幫花子買了書) 

（2）花子は私に本を買ってもらいました。(我請花子幫我買了書) 

（3）花子は私に本を買ってあげました。(花子幫我買了書) 

（4）先生：「これ、持ってください。」 

   学生：「はい、持ってあげます。」 

（5）先生が本を貸していただきました。(我向老師借書／我請老師借我書) 

（6）先生に本を貸してくださいました。(老師借了書給我) 
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◎解說 

1.「～てあげる」、「～てもらう」、「～てくれる」 

 ☆ 動詞的「て」形之後加上「あげる」、「もらう」、「くれる」，表示動作的給予和收受。動

作的給予和收受帶有給予或是收到好處、恩惠的意思。 

1.1 句型 

動作的給予            動作者給予動作  ………  ～てあげる 

                句型 1：原來句子的動詞改成て形後加上あげる。 
                例：明日私は留学生を美術館へ連れて行ってあげます。 

                  太郎は次郎をほめてあげました。 

                             句型 2：動作給予者は／が 動作收受者に ～てあげる。 

                例：私は友達におみやげを買ってあげました。 

                    私は毎日家族に朝食を作ってあげます。 

                句型 3：動作給予者は／が 動作收受者の所有物  ～てあげる。 
                例：私は花子の宿題を手伝ってあげました。 
                  私は田中さんの自転車を修理してあげました。 
 

 

                            動作收受者請求動作給予者做動作 ……… ～てもらう 

                             句型：動作收受者は／が  動作給予者に  ～てもらう。 
                 例：私は花子に日本語を教えてもらいました。 

動作的收受             私は花子に電子辞書を貸してもらいました。 
   

                   
沒有特別請求就得到、收到動作給予者的動作 … ～てくれる 

句型 1：原來句子的動詞改成て形後加上くれる。 
例：田中君がうちの子と遊んでくれました。 

  田中さんは私たちを美術館へ連れて行ってくれます。 

句型 2：動作給予者は／が 動作收受者に ～てくれる。 
                             例：友達が私におみやげを買ってくれました。 

                 彼は私に朝食を作ってくれました。 

句型 3：動作給予者は／が 動作收受者の所有物  ～てくれる。 

例：花子は私の仕事を手伝ってくれました。 

  田中さんは私の自転車を修理してくれました。 

註解 [葉1]: 和授受表現(一)提到的

物品的給予和收受一樣，動作的給

予和收受也可分為動作的給予和

動作的收受兩個立場。 

如左圖所示，動作的收受又再二分

為動作收受者向動作給予者請

求、要求得到、收到動作給予者的

動作、以及沒有特別請求、要求動

作給予者，動作收受者就得到、收

到動作給予者的動作兩個看法。 

註解 [葉2]: 動作的給予： 

動作給予者給動作收受者動作，也

就是動作給予者幫、替、給動作收

受者做了某個動作或是做了某件

事。此時動作給予者是主語。 

⇒「～てあげる」 

動作給予者以紅字表示。 

註解 [葉3]: 動作的收受： 

①動作收受者請求動作給予者做

動作，也就是動作收受者請求、要

求、委託、拜託動作給予者做某個

動作或某件事。此時動作收受者是

主語。 

⇒「～てもらう」 

動作收受者以藍字表示。 

②沒有特別請求就得到、收到動作

者的動作，也就是在動作收受者沒

有特別請求、拜託的情況下動作給

予者幫、替動作收受者做了某個動

作、某件事。此時動作給予者是主

語。 

⇒「～てくれる」 
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1.2 關於表示動作的給予和收受的授受表現 
☆ 作為補助動詞使用表示動作的給予和收受的「～てあげる」、「～てもらう」、「～てくれる」，

需要考慮動作給予者與動作收受者之間的內外關係。關於內外關係，請參閱授受表現(一)的說明。 
 
 
 
1.3「～てあげる」 

☆ 站在動作給予者的立場描述動作給予者給動作收受者動作，也就是動作給予者幫、替、給

動作收受者做了某個動作或是做了某件事。帶有給予好處、恩惠的意思。此時動作給予者

是主語，用下列句型 1、句型 2、句型 3 表示。 

☆ 句中動作給予者和動作收受者的內外關係如下圖所示，動作給予者要是「內」的關係，動

作收受者要是「外」的關係。 

             

句型 1：原來句子的動詞改成て形後加上あげる。 

    例(1) （私は）花子に今日の授業内容のノートを見せました。 

     ⇒（私は）花子に今日の授業内容のノートを見せてあげました。 

  例(2) （私は）同級生に 1000 円を貸しました。 

   ⇒（私は）同級生に 1000 円を貸してあげました。 

例(3) 田中さんはリーさんに日本語を教えます。 

   ⇒田中さんはリーさんに日本語を教えてあげます。 

例(4) （私は）リーさんを美術館へ連れて行きます。 

     ⇒（私は）リーさんを美術館へ連れて行ってあげます。 

例(5) 太郎は次郎をほめました。 

     ⇒太郎は次郎をほめてあげました。 
 
 
 

註解 [葉4]:  

沒有「～てあげる」和使用了「～

てあげる」的句子差別在於： 

例如例(1)沒有「～てあげる」的

「（私は）花子に今日の授業内容の

ノートを見せました。」只是單純客

觀描述動作給予者「私」給動作收

受者「花子」看了今天上課內容的

筆記。 

而加上了「～てあげる」的「（私は）

花子に今日の授業内容のノートを

見せてあげました。」多了「我把我

的筆記給花子看」的一種給了花子

恩惠、好處的意思在內。 

註解 [葉5]: 主語是第一人稱時，會

話中有時會省略不用。 

註解 [葉6]: 花子是動作收受者，這

裡的「に」是表示「今日の授業内

容のノートを見せてあげました」

的對象是「花子」的「に」。 

註解 [葉7]: 表示「お金を貸してあ

げました」的對象的「に」。 

註解 [葉8]: 表示「日本語を教えて

あげます」的對象的「に」。 
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句型 2：動作給予者は／が 動作收受者に ～てあげる。 

☆ 如果動作給予者的動作會產生一個要動作收受者要收受的東西、物品的話，使用這個句

型。收受這個東西、物品的動作收受者後面助詞用「に」。 

例(1) 私はお弁当を作りました。 
⇒（私は）父にお弁当を作ってあげました。(我幫爸爸做了便當) 

  例(2) 私は風邪
か ぜ

薬
ぐすり

を買いました。 

     ⇒（私は）花子に風邪薬を買ってあげました。(我幫花子買了感冒藥) 

例(3) 明日、田中さんは歌います。 

⇒明日、田中さんは帰国
き こ く

する留学生に歌を歌ってあげます。 

(明天田中先生要給要回國的留學生唱歌) 

例(4) 明日、花子は日本舞踊
に ほ ん ぶ よ う

を踊ります。  

⇒明日、花子は帰国する留学生に日本舞踊を踊ってあげます。 
(明天花子要給要回國的留學生跳日本舞) 

  
 

句型 3：動作給予者は／が 動作收受者の所有物を  ～てあげる。 

                          （目的語） 

  ☆ 如果動詞的目的語是動作收受者的所有物時，使用這個句型。 

例(1) （私は）花子の宿題を手伝ってあげました。 

  ×私は花子に宿題を手伝ってあげました。 

  例(2) （私は）田中さんのテレビを修理してあげました。 

    ×私は田中さんにテレビを修理してあげました。 

  例(3) （私は）鈴木さんの息子の写真を撮ってあげました。 

    ×私は鈴木さんに息子の写真を撮ってあげました。 
 
 
 
 
 
 

註解 [葉9]: 動作給予者「私」做的

「お弁当を作りました」這個動作，

會產生要動作收受者「父」接受的

物品「お弁当」。 

⇒動作給予者「私」是主語，主語

後是收受「お弁当」的動作收受者

「父」，後面助詞用「に」，再加上

「お弁当を作ってあげました」。 

註解 [葉10]: 動作給予者「私」做

的「風邪薬を買いました」這個動

作，會產生要動作收受者「花子」

接受的物品「風邪薬」。 

⇒動作給予者「私」是主語，主語

後是收受「風邪薬」的動作收受者

「花子」，後面助詞用「に」，再加

上「風邪薬を買ってあげました」。 

註解 [葉11]: 動作給予者「田中さ

ん」做的「歌を歌います」這個動

作，會產生要動作收受者「帰国す

る留学生」接受的東西「歌」。 

⇒動作給予者「田中さん」是主語，

主語後是收受「歌」的動作收受者

「帰国する留学生」，後面助詞用

「に」，再加上「歌を歌ってあげま

す」。 

註解 [葉12]: 動作給予者「花子」

做的「日本舞踊を踊ります」這個

動作，會產生要動作收受者「帰国

する留学生」接受的物品「日本舞

踊」。 

⇒動作給予者「花子」是主語，主

語後是收受「日本舞踊」的動作收

受者「帰国する留学生」，後面助

詞用「に」，再加上「日本舞踊を踊

ってあげます」。 

註解 [葉13]: 「手伝ってあげる」

的目的語是「花子の宿題」，「宿題」

是動作收受者「花子」的所有物。 
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注意!! 

使用「～てあげる」時要特別注意，這個用法是在敘述動作給予者給、幫、替動

作收受者做了某個動作或是某件事的時候使用，帶有著給動作收受者恩惠、賣人情給

動作收受者或是賞給動作收受者好處的意思在內。因此用得不適當的話聽的人可能會

有不舒服的感覺，在會話裡可以對家人、熟人或是平輩、晚輩等使用，對長輩、長官

等使用則有失禮之虞。 

(1) AB 是朋友，兩人之間的對話： 

  （食堂で） 

  A：「財布を忘れてきた…」(我忘了帶錢包…) 

  B：「貸してあげようか。」(我借給你吧。) 

   ↑↑這樣的用法是可以的。 

 （2）老師拿了一個很重的東西，學生跟老師說要幫忙拿： 
  學生：「持ってあげます。」 

↑↑雖然就意思上而言是學生要說「我幫你拿」，但是這樣對老師說是非常失禮的，

因為帶有做這個動作是給老師恩惠、賣老師人情的意思在內。 

這時候請用「お持ちします」。(敬語的謙讓語) 

 

 

 

1.4「～てもらう」 

☆ 站在動作收受者的立場描述動作收受者向動作給予者請求、要求得到、收到動作給予者的

動作，也就是請求、要求的意思。此時動作收受者是主語，動作給予者後面用助詞「に」。 

☆ 句中動作給予者和動作收受者的內外關係如下圖所示，動作收受者要是「內」的關係，動

作給予者要是「外」的關係。 

           

句型：動作收受者は／が  動作給予者に  ～てもらう。 

例(1) 私たちはリーさんに美術館へ連れて行ってもらいました。（我們請李先生帶我們去了美術館） 

例(2) （私は）花子に息子と遊んでもらいました。(我請花子和我兒子玩) 

註解 [葉14]: 我們請李先生帶我們

去美術館，所以是「私たち」請「リ

ーさん」給「私たち」「美術館へ連

れて行く」這個動作。 

⇒動作收受者「私たち」是主語，

動作給予者「リーさん」後面助詞

用「に」，最後是「美術館へ連れて

行ってもらいました」。 

註解 [葉15]: 主語是第一人稱時，

會話中有時會被省略不用。 
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例(3) （私は）花子に日本語を教えてもらいました。(我請花子教我日語) 

例(4) （私は）友達に本を貸してもらいました。(我請朋友借書給我) 

例(5) （私は）母に本を送ってもらいました。(我請媽媽寄書給我) 

 

 

※ 動作給予者後的助詞： 

使用「～てもらう」時，如果「～てもらう」前面的動詞是「送る、届け

る、貸す…」等表示物品的移動，或是「教える、ほめる、話しかける、

アドバイスする…」等表示言語、知識移動的動詞時，動作給予者後的助

詞除了「に」之外也可以使用「から」。 

不同之處在於使用「に」是表示傳送物品、傳達言語知識的動作給予者，

使用「から」是把動作給予者當成物品、言語知識的起點、來源。 

  例(1) （私は）姉に／から漫画を送ってもらった。 

 例(2) （私は）田中さんに／からそのことを教えてもらった。 

 
 
 
1.5「～てくれる」 

☆ 站在動作收受者的立場描述動作給予者給動作收受者動作，也就是動作給予者幫、替、給

動作收受者做了某個動作或是做了某件事，帶有動作給予者給予好處、恩惠，動作收受者

收到好處、恩惠的意思。此時動作給予者是主語，用下列句型 1、句型 2、句型 3 表示。 

☆ 句中動作給予者和動作收受者的內外關係如下圖所示，動作給予者要是「外」的關係，動

作收受者要是「內」的關係。 

            

句型 1：原來句子的動詞改成て形後加上くれる。 

 
 例(1) 花子が息子をほめた。 

⇒花子が息子をほめてくれた。(花子稱讚了我兒子) 

 

註解 [葉16]: 這裡是告訴的意思。 

註解 [葉17]: 沒有「～てくれる」

和有「～てくれる」的句子差別在

於： 

例如例(1)沒有「～てくれる」的「花

子が息子をほめた。」只是單純客觀

描述動作給予者「花子」稱讚了動

作收受者「息子」。 

而加上了「～てくれる」的「花子

が息子をほめてくれた。」多了「收

到花子的好處，恩惠」的一種感謝

花子稱讚自己兒子的意思在內。 
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例(2) リーさんが私たちを美術館へ連れて行きました。 
⇒リーさんが私たちを美術館へ連れて行ってくれました。(李先生帶我們去了美術館) 

例(3) 花子が息子と遊びました。 

⇒花子が息子と遊んでくれました。(花子和我兒子玩) 

例(4) 花子が私に日本語を教えました。 

⇒花子が私に日本語を教えてくれました。(花子教了我日語) 

例(5) 友達が私に本を貸しました。 

⇒友達が私に本を貸してくれました。(朋友借了書給我) 

  例(6) 母が私に本を送りました。 

   ⇒母が私に本を送ってくれました。(媽媽寄了書給我) 

 

句型 2：動作給予者は／が 動作收受者に ～てくれる。 

☆ 如果動作給予者的動作會產生一個要動作收受者要收受的東西、物品的話，使用這個句

型。收受這個東西、物品的動作收受者後面助詞用「に」。 

例(1) 花子がお弁当を作りました。 

⇒花子が（私に）お弁当を作ってくれました。(花子替我做了便當) 

例(2) 妹が風邪薬を買いました。 

⇒妹が（私に）風邪薬を買ってくれました。(妹妹幫我買了感冒藥) 

例(3) 田中さんは歌を歌いました。 
⇒田中さんが私たちに歌を歌ってくれました。(田中先生為我們唱歌) 

例(4) 花子は日本舞踊を踊りました。 

⇒花子は私たちに日本舞踊を踊ってくれました。(花子小姐為我們跳了日本舞) 

 
 

句型 3：動作給予者は／が 動作收受者の所有物を  ～てくれる。 

                                （目的語） 

☆ 如果動詞的目的語是動作收受者的所有物，用動作收受者+「の」＋所有物表示。 

例(1) 花子は私の仕事を手伝ってくれました。 

×花子は私に仕事を手伝ってくれました。 

例(2) 田中さんは私の自転車を修理してくれました。 

   ×田中さんは私に自転車を修理してくれました。 

註解 [葉18]: 動作給予者「花子」

做「お弁当を作りました」這個動

作，會產生要動作收受者「私」接

受的物品「お弁当」。 

⇒動作給予者「花子」是主語，主

語後是收受「お弁当」的動作收受

者「私」，後面助詞用「に」，再加

上「お弁当を作ってくれました」。 

註解 [葉19]: 動作給予者「妹」做

「風邪薬を買いました」這個動作，

會產生要動作收受者「私」接受的

物品「風邪薬」。 

⇒動作給予者「妹」是主語，主語

後是收受「風邪薬」的動作收受者

「私」，後面助詞用「に」，再加上

「風邪薬を買ってくれました」。 

註解 [葉20]: 動作給予者「田中さ

ん」做「歌を歌いました」這個動

作，會產生要動作收受者「私たち」

接受的物品「歌」。 

⇒動作給予者「田中さん」是主語，

主語後是收受「歌」的動作收受者

「私たち」，後面助詞用「に」，再

加上「歌を歌ってくれました」。 

註解 [葉21]: 動作給予者「花子」

做「日本舞踊を踊りました」這個

動作，會產生要動作收受者「私た

ち」接受的物品「日本舞踊」。 

⇒動作給予者「花子」是主語，主

語後是收受「日本舞踊」的動作收

受者「私たち」，後面助詞用「に」，

再加上「日本舞踊を踊ってくれま

した」。 

註解 [葉22]: 「手伝ってあげる」

的目的語是「私の仕事」，「仕事」

是動作收受者「私」的所有物。 
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「～てもらう」vs「～てくれる」 

同樣都是動作收受者立場的「～てもらう」和「～てくれる」該如何區分? 

（狀況 1） 

←田中さん       ←私 

 

        

       ↓↓↓                     ↓↓↓ 

（私は）田中さんに（私の）パソコンを直してもらいました。    田中さんが（私の）パソコンを直してくれました。 

 我的電腦壞掉了，所以我打電話給田中さん，請她過來幫      我的電腦壞掉了，田中さん正好經過看到我很困 

我修電腦。因為是拜託田中さん做修電腦的動作，所以用      擾，主動幫我修了電腦，所以用「～てくれる」 

動作收受者は／が  動作給予者に  ～てもらう。  的句型。        的句型。 

因為知道是我的電腦所以「私の」可以省略。         這裡因為「パソコン」是我的所有物，所以用 

                                                         動作給予者は／が動作收受者の所有物を～てくれる。 

                                                        的句型。 

                                                        因為知道是我的電腦所以「私の」可以省略。 

（図は「みんなの教材サイト」http://minnanokyozai.jp/kyozai/home/ja/render.do より） 

 

(狀況 2) 

因為喝了太多酒很不舒服所以請田中さん幫我         因為喝了太多酒很不舒服所以田中さん替我 

叫了計程車。                                     叫了計程車。 

（私は）田中さんにタクシーを呼んでもらった。   田中さんは（私に）タクシーを呼んでくれた。 

                        （句型 2） 
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2. 「～やる」、「～さしあげる」、「～いただく」、「～くださる」 

☆ 給予者和收受者之間如果是上對下或是下對上的關係時，用「～てやる」、「～てさしあげ

る」、「～ていただく」、「～てくださる」代替「～てあげる」、「～てもらう」、「～てくれ

る」。   

～てさしあげる ～ていただく ～てくださる 

～てあげる ～てもらう ～てくれる 

上 
 
 
下 ～てやる   

 
 
 

2.1「～てやる」、「～てあげる」、「～てさしあげる」 
☆ 「～てやる」、「～てあげる」、「～てさしあげる」： 

對動作給予者而言，動作收受者是地位比較低的用「～てやる」 
對動作給予者而言，動作收受者是地位相等的對象時用「～てあげる」 

對動作給予者而言，動作收受者是地位比較高的用「～てさしあげる」。 

 
 

         

 

例(1) （私は）犬を公園へ連れて行ってやりました。 

  例(2) （私は）犬に食事を作ってやりました。 

  例(3) （私は）弟の宿題を見てやった。 

 

 

 

註解 [葉23]: 句型請參考前面「～

てあげる」句型。把「～てあげる」

換成「～てやる」。 

註解 [葉24]: 句型請參考前面「～

てあげる」句型。把「～てあげる」

換成「～てさしあげる」。 

註解 [葉25]: 句型請參考「～てあ

げる」句型 1，「～てあげる」換成

「～てやる」。 

註解 [葉26]: 句型請參考「～てあ

げる」句型 2，「～てあげる」換成

「～てやる」。 

註解 [葉27]: 句型請參考「～てあ

げる」句型 3，「～てあげる」換成

「～てやる」。 
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 ☆ 當動作收受者是地位比較高的人時，動作給予者對動作收受者所做的動作雖然是用「～て

さしあげる」表現，但是不能在會話中直接對著動作收受者本人使用。 

例(1) 誤：「先生、荷物を持ってさしあげます。」 

正：「先生、荷物をお持ちします。」 

例(2) 誤：「部長、仕事を手伝ってさしあげます。」 

   正：「部長、仕事をお手伝いします。」 

 

 ☆ 如果只是敘述而不是直接對者動作收受者本人說的話，就可以使用「～てさしあげる」。 

    例(1) 今日、私は先生に本を貸してさしあげました。 

  例(2) 今日、私は先生にお弁当を買ってさしあげました。 

例(3) 今日、私は部長の仕事を手伝ってさしあげました。 

 

 

 

2.2「～てもらう」、「～いただく」 

☆ 「もらう」、「いただく」： 

對動作收受者而言，動作給予者是地位相等或是比較低的對象時用「～てもらう」 
對動作收受者而言，動作給予者是地位比較高的用「～ていただく」 

 

                      

 

例(3)  (私は)弟に重い荷物を持ってもらいました。 

例(4) （私は）学生にドアを開けてもらいました。 

例(3)  (私は)先生に本を貸していただきました。 

例(4) 弟は先生に推薦状
すいせんじょう

を書いていただきました。 

註解 [葉28]: 句型請參考「～てあ

げる」句型 1，「～てあげる」換成

「～てさしあげる」。 

註解 [葉29]: 句型請參考「～てあ

げる」句型 2，「～てあげる」換成

「～てさしあげる」。 

註解 [葉30]: 句型請參考「～てあ

げる」句型 3，「～てあげる」換成

「～てさしあげる」。 

註解 [葉31]: 句型請參考前面「～

てもらう」句型，把「～てもらう」

換成「～ていただく」。 
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※ 動作給予者後的助詞： 

使用「～ていただく」時和「～てもらう」一樣，如果「～ていただく」前面

的動詞是「送る、届ける、貸す…」等表示物品的移動，或是「教える、ほめ

る、話しかける、アドバイスする…」等表示言語、知識移動的動詞時，動作

給予者後的助詞除了「に」之外也可以使用「から」。 

不同之處在於使用「に」是表示傳送物品、傳達言語知識的動作給予者，使用

「から」是把動作給予者當成物品、言語知識的起點、來源。 

  例：私は先生に／から推薦状を送っていただきました。 

   （私は）転勤のことについて部長に／からアドバイスしていただきました。 

 
 
 
2.3「～てくれる」、「～てくださる」 

☆ 「～てくれる」、「～てくださる」： 

對動作收受者而言，動作給予者是地位相等或是比較低的對象時用「～てくれる」 
對動作收受者而言，動作給予者是地位比較高的用「～てくださる」 

  

 
 

例(1) 姪
めい

が（私に）写真を見せてくれました。 

例(2) 先生が（私に）本を貸してくださいました。 

例(3) 娘が（私に）マッサージをしてくれた。 

例(4) 先生は弟に推薦状
すいせんじょう

を書いてくださいました。 

例(5) 学生が（私の）かばんを持ってくれた。 

例(6) 先生は（私の）研究計画書を添削
てんさく

してくださいました。 

 

註解 [葉32]: 這裡是告訴的意思。 

註解 [葉33]: 句型請參考前面「～

てくれる」句型。把「～てくれる」

換成「～くださる」。 

註解 [葉34]: 句型請參考「～てく

れる」句型 1。 

註解 [葉35]: 句型請參考「～てく

れる」句型 1，「～てくれる」換成

「～てくださる」。 

註解 [葉36]: 句型請參考「～てく

れる」句型 2。 

註解 [葉37]: 句型請參考「～てく

れる」句型 2，「～てくれる」換成

「～てくださる」。 

註解 [葉38]: 句型請參考「～てく

れる」句型 3。 

註解 [葉39]: 句型請參考「～てく

れる」句型 3，「～てくれる」換成

「～てくださる」。 
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