
⽇日本語212  ２⽉月12⽇日(⽕火）

けいご “honorific form”

けいごの request form



そんけいご 　irregular forms

¤ いる 

¤ いく 

¤ くる 

¤ ⾒見見る 

¤ ⾔言う 

¤ する 

¤ ⾷食べる 

¤ 飲む 

¤ くれる 

¤ 寝る 

¤ 〜～ている

¤ いらっしゃる 

¤ いらっしゃる 

¤ いらっしゃる 

¤ ごらんになる 

¤ おっしゃる 

¤ なさる 

¤ めしあがる 

¤ めしあがる 

¤ くださる 

¤ おやすみになる 

¤ 〜～ていらっしゃる

¤ いらっしゃいます 

¤ いらっしゃいます 

¤ いらっしゃいます 

¤ ごらんになります 

¤ おっしゃいます 

¤ なさいます 

¤ めしあがります 

¤ めしあがります 

¤ くださいます 

¤ おやすみになります 

¤ 〜～ていらっしゃいます 



そんけいご 　regular forms

¤ 読む 

¤ 帰る 

¤ 忘れる 

¤ 買う 

¤ 聞く 

¤ わらう 

¤ しらべる 

¤ まつ 

¤ もつ 

¤ 出かける

¤ お読みになります。 

¤ お帰りになります。 

¤ おわすれになります。 

¤ お買いになります。 

¤ お聞きになります。 

¤ おわらいになります。 

¤ おしらべになります。 

¤ おまちになります。 

¤ おもちになります。 

¤ お出かけになります。 

お＋Vます＋になる 



昨⽇日、先⽣生は
コーヒーをめし
あがりました。

図書館にいらっ
しゃいました。

研究室にいらっ
しゃいました。

すもうをごらんになりました。

りょうりをなさいました。 ⼭山⽥田さんにお会いになりました。

⼭山⽥田さん



昨⽇日、

⼭山⽥田先⽣生

モゴモ
ゴモゴ

しゃちょう

いけだ先⽣生

いしいさんのご主⼈人 くろかわ先⽣生 ジョーンズさん

おかきになりました。

おっしゃいました。

晩ごはんをめし
あがりました。

ひげをおそりになりました。

英語もスペイン語もお話になり
ました。

コーヒーをめしあ
がりました。



昨⽇日

しゃちょう
ぶちょう

やまださんとおくさん
さかもと先⽣生

たばこをおすいになりました。

かぎをおかけになりました。

映画をごらんになりました。

１１時にお休みになり
ました。



新しい漢字

¤ 漢 
¤ 卒 
¤ 工 
¤ 研 
¤ 究 
¤ 質 
¤ 問 
¤ 多い 

¤ かん 
¤ そつ 
¤ こう 
¤ けん 
¤ きゅう 
¤ しつ 
¤ もん 
¤ おお(い)

この漢字について質問
してもいいですか？
⼤大学を卒業してから、
何を研究するつもりで
すか。
⼯工学の授業は、試験が
多くて⼤大変です。

漢字 卒業 ⼯工学

研究 質問



そんけいご 　regular forms with 〜～する
verbs

¤ はっぴょうする 
¤ しゅうしょくする 
¤ 結婚する 
¤ そうだんする 
¤ 卒業する 
¤ あんないする 
¤ 旅⾏行行する 
¤ せつめいする 
¤ しょうかいする 
¤ ちゅうもんする 

¤ ご発表なさいます。 
¤ ごしゅうしょくなさいます。 
¤ ご結婚なさいます。 
¤ ごそうだんなさいます。 
¤ ご卒業なさいます。 
¤ ごあんないなさいます。 
¤ ご旅⾏行行なさいます。 
¤ ごせつめいなさいます。 
¤ ごしょうかいなさいます。 
¤ ごちゅうもんなさいます。 

〜～する 　Pattern 1:  ご＋〜～なさる(or になる）



そんけいご 　regular forms with 〜～する
verbs

¤ 勉強する 
¤ けしょうする 

¤ やくそくする 
¤ へんじする 

¤ さんぽする 

¤ 電話する 
¤ そうじする 

¤ りょうりする 
¤ せんたくする 

¤ お勉強なさいます。 
¤ おけしょうなさいます。 

¤ おやくそくなさいます。 
¤ おへんじなさいます。 

¤ おさんぽなさいます。 

¤ お電話なさいます。 
¤ おそうじなさいます。 

¤ おりょうりなさいます。 
¤ おせんたくなさいます。 

〜～する 　Pattern 2:  お＋〜～なさる(or になる）



そんけいご 　regular forms

¤ Alternate form for the regular form: 
¤ お+Vます＋だ 

¤ 休む 　＞ 　お休みです。 
¤ にあう 　＞ 　おにあいです。 

¤ つかれる 　＞ 　おつかれです 

¤ おつかれさまでした  (an idiomatic expression 
when taking a leave) “Good-bye.” 



そんけいご 　regular forms

¤ Loanword＋(を)する 
¤ Loanword+(を)なさる 

¤ プロポーズする 　＞ 　プロポーズなさいます 
¤ ジョギングをする 　＞ 　ジョギングをなさいま
す。 

¤ デートする 　＞ 　デートなさいます。 



そんけいご 　request forms

¤ お+Vます＋になってください。 
¤ おまちになって下さい。 
¤ お話しになって下さい。 

¤ お+Vます＋ください。 
¤ おまち下さい。 
¤ お話し下さい。 

¤ ご／お＋VN＋（なさって／になって）ください。 
¤ いつでも、ごそうだん下さい。 
¤ もう⼀一度度、ごせつめい下さい。 
¤ お決まりになりましたら、ごちゅうもん下さい。 
¤ どうぞ、おやくそく下さい。 



そんけいご 　request forms

¤ With Irregular forms: 
¤ Honorific Verbて+ください。(If the irregular form 

contains 〜～になる, then it can be skipped). 
¤ 飲んで下さい。 

¤ めしあがって下さい。 
¤ ⾒見見て下さい。 

¤ ごらん(になって)下さい。 
¤ 来て下さい。 

¤ いらっしゃって下さい。 
¤ ⾔言って下さい。 

¤ おっしゃって下さい。 
¤ ねて下さい。 

¤ お休み(になって)下さい。 



先⽣生、どうぞ、、、

コーヒーをめしあがって下さい。
⼤大学にいらっしゃって
下さい。

研究室で、私にお会い下さい。
ごせつめい下さい。

すもうをごらん(になって)下
さい。

おりょうりなさってください。
おべんとうをめしあがってください。

お休み(になって)下さい。



Change 私 to 先⽣生 and rewrite the 
sentences using the appropriate 
honorific forms.

¤  私は、九時ごろ帰ります。 

¤  私は、漢字についてよく知っています。 

¤  私は、そのミーティングに出るつもりです。 

¤  私は、昨⽇日１０時ごろ寝ました。 

¤  私は、ここに来ています。 

¤  私は、⼯工学を研究しています。 

¤  私は、この⼩小説を読みました。 

¤  私は、⽇日本に⾏行行くみたいです。 

¤  私は、この映画を⾒見見たことがありません。 

¤  私は、コップをおとしてしまいました。 


