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謙譲語／〜ないで／〜という



Politeness in Japanese

¤敬語（けいご）
¤丁寧語（ていねいご）
¤Reflect the speaker’s polite attitude 

toward the hearer
¤尊敬語（そんけいご）
¤Talking about something that 

someone superior did/does/will do.
¤謙譲語（けんじょうご）
¤Talking about something that YOU 

did/does/will do to someone superior



Politeness in Japanese

¤敬語（けいご）
¤丁寧語（ていねいご）
¤Reflect the speaker’s polite attitude 

toward the hearer
¤ぼくがするよ。
¤わたしがしますよ。
¤昨⽇は休みだったね。
¤昨⽇は休みでしたね。



Politeness in Japanese

¤謙譲語（けんじょうご）
¤Often 謙譲語 is used simply as 丁寧語 (the 

action is not directed to anyone.)＝extra 
modest expressions
¤Your neighbor:  どちらへいらしゃるんです
か︖
You:  今⽇は、東京までまいります。

¤Your neighbor:  お忙しそうですね。毎⽇何
時ごろまでお仕事なさるんですか︖
You:  そうですねえ、だいたい夜⼗時ごろ

までいたします。



Humble Forms=extra-modest
¤ Sometimes, it simply marks the actors humble 

attitude to the people in general (solemn 
honorification:丁重語（ていちょうご）)
¤ E.g. public notice
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“In” and “Out” groups

me

Family 
members 

Colleagues (same 
age or younger)

Colleagues (older age)

superior

In

Out



“In” and “Out” groups

me

Workers in 
your section

Workers working in 
the same company 

but not in your 
section

In

Out



“In” and “Out” groups

me

Whoever is 
in your 

company

Whoever is in a 
company with 

which you have 
business

In

Out



“In” and “Out” group

me

Your 
classmates

Students in the 
same school but 

not your classmates

In

Out



“In” and “Out” group

me

Students in 
the same 

school

Students in other 
school

In

Out



Who is “in”?  Who is “out”?

¤When you are talking to your colleague 
(Yamada-san) who is older than you…
¤Company president
¤Your older brother
¤Your same age colleague
¤Yamada’s daughter
¤Your spouse
¤Company president’s spouse
¤Yamada’s spouse

In

Out

In

Out

In

Out

Out



Who is “in”?  Who is “out”?

¤A note about who is “In” and who is “Out”:
¤Between a client and you (about the same 

age):
¤You
¤ The client
¤ The client’s (younger) subordinate
¤ The client’s children
¤Your children
¤You spouse
¤ The client’s spouse
¤Your boss

In

Out
Out

Out

Out

In

In

In



Who is “in”?  Who is “out”?

¤A note about who is “In” and who is “Out”:
¤Between your boss and you:

¤You
¤Your boss
¤Your younger subordinate
¤Your older co-worker
¤Your children
¤You spouse
¤ The older co-worker’s spouse
¤Your boss’ spouse

In

Out
In

Out

Out

In

In

Out



Who is “in”?  Who is “out”?

¤When you are talking to a person (Kimura) 
from a different company…
¤Kimura’s company president
¤Your company president
¤Your colleague who is older than you  
¤Kimura’s son
¤Kimura’s subordinate who is younger than you
¤Your company president’s spouse
¤Your own spouse

Out

In

In
Out

Out
In

In



謙譲語で⾔ってみましょう。

¤昨⽇先⽣のおたくに⾏
きました。

¤奥様(おくさま)に会いま
した。

¤おいしい料理を⾷べま
した。

¤ご家族の写真を⾒せて
もらいました。

¤おさけも少し飲みまし
た。

¤まいりました・うか
がいました。

¤お会いしました・お
⽬にかかりました。

¤いただきました。

¤⾒せていただきまし
た。

¤いただきました。



謙譲語で質問に答えてください。

¤だれがコーヒー、飲みます
か︖

¤このレポート、だれが⾒ま
したか︖

¤来週は、しゅっちょうしま
すか︖

¤すみませんが、⼿紙を書い
てくれませんか︖

¤この写真、おくさんです
か︖

¤私がいただきます。

¤私がはいけんいたし
ました。

¤はい、いたします。

¤お書きします。

¤はい、家内でござい
ます。



Connecting Predicates
¤このセーターを着ました。
¤へんぴんしました。
¤このセーターを着てから、へんぴんしま
した。
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⇒



Connecting Predicates

¤このセーターを着ませんでした。
¤へんぴんしました。
¤このセーターを着る前に、へんぴんしました。
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⇒

ちょっとださいか
な…



Connecting Predicates

¤このセーターを着ないでへんぴんし
ました。

19

⇒

ちょっとださいか
な…



Without Ving:  ~ないで

¤⽇本⼈は、さかなをりょうりしないで⾷
べます。

¤漢字をおぼえないで、⽇本語の新聞は読
めません。

¤毎晩、電気をけさないでねます。
¤昨⽇は、寝ないで勉強したんですが、、、
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⽇本語で⾔ってみましょう。
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To hold back, to refrain from, to show 
hesitation

さあ、えんりょし
ないで、どうぞ。

To be shy (はずかしがる）

そんなにはずかしがらないで、
いっしょにダンスしようよ。



『〜ないで』で⾔ってみましょう。
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⇒

⇒

×
Buy insurance

×
No suger

ほけんに⼊らないで、⾞を運転しています。

さとうをいれないで、コーヒーを飲みます。



『〜ないで』で⾔ってみましょう。
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×

⇒×
Buy an insurance

⇒

Find a job

ほけんにはいらないで、旅⾏に⾏ってしまいました。

⼤学を卒業しないで、しゅうしょくしました。



『〜ないで』で⾔ってみましょう。
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× ⇒

× ⇒

Take a test (試験をうける)

けしょうをしないで、でかけてしまいました。

漢字をおぼえないで、試験を受けました。



『〜ないで』で⾔ってみましょう。
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Without studying
フン、バカなやつらだ。明⽇試
験なのに、勉強しないで、また

いちゃついている。

うるさいわねえ。あの⼆⼈、また
授業を聞かないで、おしゃべりし
ているわ。本当にムカつく。

Without listening to class



〜という…

X という Y

X:  real/specific name  Y:  general category

¤A: 田中さんという日本人を知っていますか。

B: ええ、ワシントン大学の先生ですね。

¤第一ホテルというホテルにとまりました。

¤ポチという犬がいました。

¤山中湖（やまなかこ）というみずうみに行きました。

¤ Also, 〜っていう
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When you want to know the name of 
an item
¤ What is the name of this person?

¤ この⼈の名前は何ですか︖
¤ この⼈、何という名前ですか︖
¤ この⼈、何ていう名前ですか︖

¤ What is the name of this food?
¤ この⾷べ物の名前は何ですか︖
¤ これ、何という⾷べ物ですか︖
¤ これ、何ていう⾷べ物ですか︖

¤ What is the name of your teacher?
¤ 先⽣は、何ていう先⽣︖

¤ What is the name of this novel?
¤ これ、何ていうしょうせつ︖

¤ What is the name of this car?
¤ これ、何ていう⾞︖



〜というX

¤What is this 
place called?

¤何というところ
ですか︖

¤「あさくさ」と
いうところです。

あさくさ



〜というX

¤What is this 
lake(みずうみ) 
called?

¤何というみずうみ
ですか︖

¤さあ、知りません。
すみません。

︖︖︖



〜というX

¤What is this 
bridge (はし) 
called?

¤何というはしです
か︖

¤「レインボーブ
リッジ」というは
しですよ。とう
きょうにあります。

レインボーブリッジ



〜というX

¤What is this food 
called?

¤何というりょうり
／⾷べ物ですか︖

¤「とんかつ」とい
うりょうりですよ。
おいしいですよ。

とんかつ



〜というX

¤What is this 
building called?

¤何というたてもの
ですか︖

¤「スペースニード
ル」というたても
のですよ。シアト
ルのゆうめいなか
んこうちですよ。


