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õUɡȆɝɞ7ǿƍɭƌĊſƸ
g!ȳÖƚɭ"Ez



|¿Ŏ
摘要：íƚɭĊLáƌĊēʇBșȽÈǱ.ƍɭƙƟʩǦKƟʿǦ

ɰûĊȽdɭǵĊǿȋ

ɺÂ£Ɛ¶ɭɠĊáɭƑĿɭɠĊț8×ɝɞğƚɭƍɭƌĊīńPȈȕ.sdɡȆɭɠ
ĊɞłʕɕǿȈȕĞĞƘ

çǈ.ƫƐíȈȕǱǬǿõȉ6.g!ȳÖƚɭ"ǿƍɭEȈ

ȕğɹ.ʧǵƐǮȈȕƔǗ.õUɡȆɭɠĊǿɡȆƌĊǗ9ëņǳɦ.ğƍɭƌĊʕɕP
Ƹ

ʔğƄˎĊǴɭɠɃ®áôƐ¶ȡ.ğƉʕƚɭƌĊƔǗáƄˎƌĊɼʫƧ3

đǿÝÈŪI



关键词：ɡȆƌĊǗ0ëņǳɦ0ƍɭƌĊ0ȳÖƚɭ

1.研究背景
¤,2011-Ƅ/əʙŀ 21 <Ȧğ:=ƚɭ^Ųǿˀǒáǥǧǿħ=ȘR.ŝˇəôĊ
LȽǿʅƐ¶ZʵɃ®
Zʵ

ȾôʅƐ¶ZʵɃ®ǿʮíUûƐ¶ŪɩƧƋǿZʵřvǿ

ňȣǲ,2007-ɡEʅƐ¶úɭƌĊǿŢvȁƼƟƄˎĊLȽǿúɭZʵɃ®,ɭɠƐ

ĊȁƼ.¦ȥȁƼ-áôĊLȽǿʅƐ¶ZʵɃ®,Ȍo^ƐȁƼ.ˎȥȁƼ Ⱦƍɭíƚ
ɭBƧȄǭǫǿʩəît.ƧˑƞǿɭɠƐ¶Aš.ƟÊȤU

ĚJȋǿƋǵ9öǻ.Ɵõ

U^9^ƦǀƫǿȠģʩ.gæŊáēǱáɵEȁǿǿZʵɠɭƐ¶ɕE

çǈ.ƚɭƍɭƌ

ĊğôƧêʵɝʪǿ¥Ɠ^ŲŵʋȄʩəǿ¯Ƀ ×ƜǇĀƚƫĊȽƻǶǊ,2004-Űɯ「敬
語がわかれば、日本語がわかる」 íƚɭĊLáƌĊēʇBșȽKÈǱ.ƍɭƙƟʩǦKƟʿǦ



2.研究现状分析
ʒĺƵ.ŮêğƚɭƍɭƌĊǿȈȕǇʛǉīń
ƌĊƔǗáƌĊƔņǿƉʕ

fɖšǿȈȕÐgEg75AƔ˃/1-

Þĥ¼,2002-ɡEgɭǗEBŜǿƍɭƌĊǅņʿgÉřǳũƋ

ƹ.dƍɭ9ɭɠZʵǿȠű.ſɢPgɭɠZʵEBŜǿƍɭƌĊƔǗ

ːɁɋ,2009-

ſɢPȁ¬ƍɭƌĊBĈíǿʱˊ.ŉ¶ŦƢƌĊɤȨgÆdõȉʴǋńāƄˎĊǴƍɭŪɩț
ƌĊƔǗ lGǙ,2013-ʝʐğƚʕɕđʫɳƺÈǱƍɭ²ɪǿÕȐŌņíǱˉǯ6ƧȄ
ƠɐǿıŅ.ƄƧʩǦʴǋǿƌĊƔņ 2-ǘƐ¶əȡǿĠáǳɟ ȸɌ,2003-Ż
1

ƫƐEĬ>ȃɉƬȑĊʩǦɲˊɡȆɝó7ǿBƚƍɭƐ¶ǎʌȈȕ,ˆȁȵÓ/1607424-ǿ

ʴǋšŭƹ

xȽ¾tEĬ>ɻȭýĊúêɭĊʺ
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íƚɭƌĊʐȓBŀéȯɭɠɃ®ɖʏɃ®áƐ¶Ȇɩ5AƔ˃ʕɕ

ƶċ,2006-ɡEí

yǵƍɭʐȓBəǒyǵȽŝˇƧŖˎǿğUƚƫƐ¶ǿǳɟɃ®áğU^ʵȠǿŶƅɃ®
3-ǘʩƍɭáƍŪɖʏǿȠ ǌɁƓ,2011-õUɬɭȋɺǳɦ.ğƚɭƍɭƌĊƔǽʕɕP
Ȉȕ íǈõȉ6,2015-Åʕ3ǉdǳɦˎłʳʘPĊǻûĺƵUƍɭʿULřÂçǿRɦ
êǘƚɭƍɭƌĊ.dɭǵĊǿȋɺÂ£Ɛ¶ɭɠĊáɭƑĿɭɠĊț8×ɝɞğƚɭƍ
ɭƌĊīńPȈȕ.ĻĦɫûȐƌĊƔǗ.ƉʕƌĊʜŔ.ǘʩƌŽɭǗȆɩǿ×ƜĠƐ¶ə
ȡ


íƚƫ.BǎʌɐØǿƟðƫŧ,2002-ſɢPĀwøǳƍɭáƍŪɖʏǿƌĊƔǽ.Å

9ɑɸĐțȆØĊȽ,2006）ƇP『敬語表現教育の方法』.Fň#「だれが、だれに、だれの
ことを」、そして「どういう時に、どういう所で、どういう状況で」、敬語を使うのか 従来の
「尊敬・謙譲・丁寧」などの分析的な捉え方を抜け出して、コミュニケーションの中で敬語を
考え直す。」KħƟɯəȼɓ^ʵȠgÆyǵïÖ.ZʵBʩƓĔɝƍɭ ɑɸĐ,2007）íƚ
ƫƐ¶Ĕɥo6ÅƄg¥ŃáɵȌo.pŵƥʙĒ^ȞǴĈǿƣŬƐ¶Eȁǿ.íZʵƌɁB
Ǜǵƍɭ.ʕ3ǉǠ¶PğZʵƌɁBƍɭǿɡɩ

Eǈ.ʩɝƍɭǿēʇƌɁȈȕƔƪɊ

ĘƫJ,2007-gƍɭēʇEFſɢPȇƩýĊƍɭƌĊ.gƄˎĊLȽǿƍɭʑǵɃ®.Ƅ
ˎĊLȽǿZʵɃ®.Ƅˎ^Ɛȡ

ʣºġĆ,2008-ƄPbÙƚɭƍɭƌɁǿƔÚ.À

ǷÂƵǿȰğƍɭÚȂğƍɭȼɓe^ʩɝZʵǿƍɭƌɁʉË

ʠɒ)('+ȅĆ

,2010）ſɢPíƌŽáĊǴZǜBƍɭyǵƎżǿǬ.ĻŃɥxEƌĵ.8ÏƟƌŽƍɭɭ
ǗȆɩ.ƧŝəŻĠĊǴʕɕƍɭyǵēʇ

XƳɍʼ,2013-gɳƺǅŹã±ï˃7ƚɭĊL

ȽǿƍɭyǵŦ.ĻƛíĢŰřȮɦʑǵíƚÙƍɭƌɁǿȈȕ

Ðɚ.ƚƫĊȽ×ƾʩɝ

ƚɭƍɭƌɁ.ğƍɭƌɁǿɡɩƚȀǠ¶.8ƒCĝáÈī ƥǘʩíZʵBǳɟáyǵƍɭ.
ƥʩɝƍɭǿēʇƌɁ
ȳ6Űʘ.ȁ¬êúğƍɭƌĊǿȈȕɔÉřP3đǿŭƹ.sêơʟaĨʸípȱǿ
ȆɩpŽ.ĊǴɗ²ƀÊĩ˃ǿȈȕ

áêȂǎ.ƚƫɔǘʩƍɭƌɁǿZʵ9ēʇ.sdɡ

ȆǿɝɞğƚɭƍɭƌĊǿȈȕĞĞƘ

çǈ.ƫƐíȈȕǱǬǿõȉ6.g!ȳÖƚɭ"ǿ

ƍɭEȈȕğɹ.ʧǵƐǮȈȕǗ.õUɡȆɭɠĊǿɡȆƌĊǗáëņǳɦ.ğƍɭƌĊʕɕ
Ƹ

ʔğôáƄˎĊǴǿɭɠƐ¶ɡȆɃ®.ôʅƐ¶ZʵɃ®.n¶ƚɭƌĊ.ğƉʕ

ƚɭƌĊƔǗáƄˎƌĊɼʫƧ3đǿÝÈŪI



3.《综合日语》中敬语的特点
ŐĽʶáĎĪ5ºf,2005-ŢFȵǿơʝˎțƌɁ¹3WêĚɜ
3TBƍɭǿǫǦŢȮǄźĀ7

ƌƲ!ȳÖƚɭ"



,1!ȳÖƚɭ"BcȬǿƍɭvȠďƏȾÅ˃ ƙƧɪšƔ˃ǿȞ.ÅƧɖŪ¯Ƀǿ
Ȟ
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ɖ1

!ȳÖƚɭ"BǿƍɭěĴǄ

ɲ©

ˆȁ

vě

˅Ǝ

Ț 20 ɲ

ģeɭ

Øɪ/3ʤØɪƫʈ



Øɪ¬˃ůÙ˃°¬ȴůÙȴ
合、先生方ț

P114

Ā/こちら、どなたț
Ā/お電話、ご都



ģe²ɪ/いらっしゃる、おっしゃる、なさるț

 P114

Ōěɪ/¬ȴ「お」Ōěɪ Ā/お忙しい、お元気、 P123
お上手ț


P123

ģeÎò/

おáɭ²ɪȚ3ʗǵŌになる・ください P131
ご²ɪɪĸ,～する-
Ʌɷɭ

Øɪ/わたくし、うちț

P114



Ʌɷ²ɪ/まいる、おる、いたすț



P114
P115

ɅɷÎò/
おáɭ²ɪȚ3ʗǵŌする・いたす
ごǔć²ɪɪĸ
Ț 21 ɲ

Ʌɷɭ

 ておる

P158

Ț 29 ɲ

ģeɭ

∕ Ⅱでいらっしゃる ていらっしゃる

P334P335

Ț 30 ɲ

Ʌɷ²ɪ

申し上げる

P347

ģeÎò

おáɭ²ɪȚ3ʗǵŌ

P348

ご²ɪɪĸ（～する）です
ģeɭ

P348

（ら）れる

,2-!ȳÖƚɭ"BƍɭȡƲěǟÆǿɲƎû !ȳÖƚɭ"3T 30 ɲ.BǟÆ
ƍɭěǿƧ 7 ɲ.¿ 23.33





Ț 5 ɲ
Ț 12 ɲ

Ț 30 ɲ



ƍɭ
Ț 20 ɲ

Ț 29 ɲ






Ț 24 ɲ

Ț 21 ɲ

ë 1!ȳÖƚɭ"BǟÆƍɭȡƲǿɲƎ
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,3-!ȳÖƚɭ"BƍɭȡƲǿʚƲûƾ¶.Ⱦ;ěɾ

ĀȚ 5 ɲǿ¦ǆɚ˃0Ț 12

ɲɽǪáȚ 20 ɲǿƖǡƨ±ɕ=0Ț 20 ɲȚ 30 ɲĵǴJʲǿğɬ0Ț 29 ɲǿÔȿïț



4.ɡȆɭɠĊǿɡȆƌĊǗ9ëņǳɦ
õUɡȆɭɠĊǿɡȆƌĊǗFňíƌĊʐȓBƙəʡŚá¨ǵɭɠĊLȽǿɡȆǫǦáɜ
ŗ.ÅəǘʩĊLȽğɭɠɜ£ǱɹǿǳɟáɡȆ.Ļ;yǵɡȆɭɠĊǿ3Yǳɦʕɕɭɠ
ƌĊ ʔȐƌĊǗǿnǦƟƙȼɓĊLȽÆƌĊʐȓBǿ3YɡȆçȡKŉɳɭɠƫʈǿɡȆš 
ʂɈɋ,2001-ɡEëņ&%2*ƟýɄEP}UŤĈáøǳ.ȾĢƓSǪ9
ĳƧǿȆɩ.ȭÁƧƮǿȩȪʃƵǿ3ȐȆɩɖœŌņ.ƟȂVɀǿȆɩƷŭǿďƏŤȠȱ
^iğƓSǪǿǳɟáɡȆí3đȓł6{ʁýɄBĳȭŌŭǿëņ
Ȟ/ěëņŌņëņɭɠëņáƐ¶ëņ

ɡȆɭɠĊŶëņEå

ěëņƟU<ǻǿõƫȆɩ0ŌņëņƟ

Ż8×ƐvǿʎȮƷǿȆɩ0ɭɠëņƟŻɭɠɭ˄ɪǓáɭǗƔ˃ǿȆɩ0Ɛ¶ëņƟŻ
8×Ɛ¶ɂƢǿȆɩ.ČíǳɟɭɠáƐƫǿʐȓBʃȄ˂ķʩəǿxǵ
B.3A^ǿýɄoȭÁ3Ƞ¡ëņǿǛ².µźǥǛ×¶áŅ¶ț

íĊLáǳɟǿʐȓ



Ǖ6äō.Ǥ,2008）ɡEɡȆɭɠĊǿȁǿ8aaƟƃɭɠƫʈ.ȾƟɀȠyǵ
ɭɠǿ^ǿɡȆǛ²ğɭɠQgɟʨ çǈƫƐõUɡȆɭɠĊǿɡȆƌĊǗ9ëņǳɦ.¨
ǵɭɠƐ¶9ɡȆ5ȽJʲǿV²Ƞ.ˌəŇĠĊǴğƍɭʕɕɡȆ.ǆʝʐɭɠ
Zʵğ^ğ^ʵȠǬáğƚƫƐ¶ʕɕɡȆ.ğƍɭɭɠȆɩʕɕɡȆ

ƦȫɣĊǴǿɡ



Ȇ6»ªğ^ǿɡȆ ğ^ʵȠǬǿɡȆáğƚƫƐ¶ǿɡȆđȄƍɭǿyǵʔ3ĩ˃ 

5.《综合日语》中的敬语教学分析
5.1 ğƍɭǿɡȆ
大阪市立大学インターネット講座,2004-BƄª「敬語とは言葉で表現する主体（書き手、
話し手など）とその相手（読み手、聞き手）やその話題中の人物との社会的関係（親疎、権力
の大小）と態度を表す言語表現である。」 ɑɸĐ2006Fň「「だれが、だれに、だれのことを」、
そして「どういう時に、どういう所で、どういう状況で」、敬語を使うのか 従来の「尊敬・謙
譲・丁寧」などの分析的な捉え方を抜け出して、コミュニケーションの中で敬語を考え直す。」
ǰȊ,2008-ɡEƚɭƍɭǿʑǵ8aÊƍɭƫʈǿʤɜŗš,#ƐǗ$-ǿȤ«ʓÊ9JȂ
ɀǿ#ɠɭú<ǻ$
,#ï˃š$-ǿ«ʸ ʔKǇƟƶċ,2009-ŰɯǿʽȄȌoǿÈīǱfƍ
ɭǷʐÃǿȰğƍɭ.ʴȥƍɭʉËŭPɝïÖ.ɝ^ʵȠȾË¶ǿȂğƍɭ.
ȌZƍɭ ʔɯƞPƚƫ^ƍɭɛǿË¶ ¢ʬŲ,1998-ğƚƫ^ƍɭɛǿË¶ʔƾɦʘ/
ʐÃƚƫ^í9^ZʵƜyǵƍɭ9Û.ůyǵwȐȓłǿƍɭ.FəƟȼɓ^iȂVʲǿʴȥ
ʈmîtǿ67ģ½gÆƈʦáɗƈʦǿư´Ƞ

ȾxEǱfƚƫ^ǿƍɭɛ.ʻPȼɓ

őǈʲǿư´Ƞú.ʓŒŒȼɓ^ʵʲǿţŧŽÊȠú]ǾȠȏï˃Ƞ
2

ğ^ɡȆŻǿƟĀwǳɟɯɬ^9ÜɬȽJʲǿȠ
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ʯļʀÁȠgÆǹÿš©Ƞț

ğUƚƫ^E_HoƧʔƾǿƍɭɛ1×ƜKɡE3AǏ

Ɨǿƍɭɛ3ɇəÊ^iğŰíȌoǿ^ʵȠǿɡɩǿİÒ.Ⱦğ^ʵȠǿɡɩÅŒŒ9
ȌoȮƷkÉÚrǳɛŞgÆˋ~LŨțƧȄĜ8ÐǿȠ

ŘƝ¼,2006-ɡEƚƫ

Ɛ¶ɗȒEáǿƐ¶ ƚƫ^ʩɝ^Jʲǿá.À^ʵȠǿɳá.əɳƏɅĲǿɠɭá
ɕ².yJ9ɅĲàéǿǬůZʵǿğƔȂʙŀ Ǖ6äō.Ǥ,2008-ɡEƚɭʧǵƍɭ
ȫ³ɪțŌņ.ŵŸʃˈÆÜȽǿ¯Ƀ.Ɵ3ȐȌošɡȆ

µźP9ğƔǿȌoȠíŤ

ěƔ˃ğƔǿÄ9łŤě69ğƔǿƧłğŤěǿŦūşł6ǿɳƏțçȡ
uɒ¨ɕƱñǚˎǑɍ,2009-ğƍɭÅƧPƓǿɟɯ/gȂVģʩáAšɖǱ E
ĹÑ.ɧđPûȐûƾǿɭö.gŃȗáɵǿ^ʵȠáZʵŒƵEȁǿ.yɱȽɃüPɟƍɭ
ĻžƅƍɭǿyǵƔǗ



șȽɡEʽȄȌoǿÈīá^iɡȆǿŴī.ğxEƚɭɭɠʩəȩŭʤǿƍɭǿɡɩK
Ɵ8ƒË¶ǿ

ƍɭƟÊȤUƚƫáƐ¶.ƟõU^9^ƦǀƫǿȠģʩ.ɖʏPɕEF

vğZʵğƔůɬˊBǿ^Ǫǿ3ȐȌošɡȆ.gæŊáēǱáɵEȁǿǿZʵɠɭɕE



5.2 ğƍɭȡƲǿɡȆ
7˃ǀżȺ>ă（2006）ƍɭǿyǵƴj ğ!ȳÖƚɭ"BǿƍɭȡƲʕɕȞ.Ļğʕ
ɕƸ



5.2.1 ÇƔǿȌoʄȎ
z（1）
王：遠藤先生！今、お帰りですか。
遠藤先生：あら、王さん。交換留学が決まったんですね。おめでとう。
王：あ、もうご存じでしたか。
遠藤：ええ、きのう、胡先生が来られて、教えてくださいました。
（第 30 課

旅立ち

先生への挨拶

345）

z（2）
王：いえ、実はうっかり持っていくのを忘れてしまったんです。それで、遠藤先生が半分分け
てくださったんです。
趙：そののり巻き、わたしたちにもくださいましたが、本当においしかったです。作り方を教
えていただいたので、今度、パーティーをするときにも作ろうと思っています。

3

ŰɶAšɖǱƟŻívǿɭɠɖǱB.ʭğvğɹáàé^ǿ^ʵȠgÆvïÖǿǐé.

ŶɅĲǿŜöťĀîʙƜîɅFšî°gɖǱ
4

ƍɭǿyǵƴjFəƧg7 4 Ȑ/
,1-ÇƔǿȌoʄȎ.Àʈmîtĺ˒ț67ȠůƤư´

Ƞ ,2-ÇƔǿŜǳʄȎ.µźúȠá]ǾȠ ,3-ƟÛǇņïÖ

ïÖƟˌəƴj.Ǉņï

ÖğŜǳʄȎʒǿğɹKəyǵƍɭ ,4-ȿ=çȡ

Āã=ƨ±=ğĕ^3ŗyǵƍɭ

ğ¸ǴƌĵŗĵƊǖĚțȿ=^÷Kyǵƍɭ



3ɇ^
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王：遠藤先生に何かちょっとしたお礼をさしあげたいなあ…。将来についていろいろアドバイ
スもいただいたし。
（第  課

遠足のあと

遠足の写真

136）

z,3王宇翔：そうですね。じゃあ、高橋さんたちも誘います。あのう、古屋先生は？
遠藤先生：きょうはいらっしゃいませんよ。
王：そうですか。あのう、古屋先生もお誘いしたいんですが…。
遠藤先生：いいですね。じゃあ、ご都合を伺いましょう。
王宇翔；はい、お願いいたします。
（第 20 課

遠足

遠足の計画

112）

íƸ6ʘZʵŦƢƜ.əŇĠĊǴɡȆz,1-BǿĤǰáʖɒȻĵɴɬÇƔƟĵǴȠ
ʕȾɣĊǴɡȆáŃƷǷUÇƔǿȌoʄȎ.KħƟŻʈmîtĺ˒ț67ȠůƤư´
Ƞ.ğĺ˒ıʄýǿƌĵ6ÔʯʍəyǵƍɭʔƾǿƐ¶ëņ

íǈõȉ6ʕ3ǉŴīɡȆ

ƥǠĩǆǿƐ¶ɂƢȆɩƚƫȌoƟȧņȌo「タテ社会」 íz,3-BǰčȹğÍĪȻĵʔ
3ɬˊBƄªǿ^ǪKyǵPƍɭ

ŋŇĠĊǴǳɟʔ3ƓŤǿƜ.ˀəǥǛĳƧǿğĺ˒

ıʄýǿȻĵəyǵƍɭʔ3Ɛ¶ëņ.Ļʕ3ǉɡȆáŃƷğɬˊBƄªǿȻĵK×ƾĀǈ
íƌŽPƍɭ²ɪ「いただく」「くださる」á「いたす」JÙ.íǳɟoɬBɖʏţŧŽ
ÊȠǿ「 ていただく」Ɯ.ˀəŇĠĊǴǥǛĳƧǿɭɠëņ「もらう
ʕ3ǉŃƷƓǿɭɠëņ「V てもらう
ƟǥǛǪâţŧªŃƷɕEţŧǿʐȓ
Āǈ

いただく」.Ļ

V ていただく」.ʕȾɡȆ「 ていただく」ǿɭI.
×ƾíǳɟ「V てくださる」「お…いたす」ƜKˀə

ǥǛáŃƷ6ʘɭɠëņǿɡȆʐȓ/

ǥǛĳƧëņŃƷƓëņ
もらう

いただく

くれる

くださる

します

いたす


V てもらう

V ていただく



V てくれる

V てくださる



お…する

お…いたす


ë2

ƍɭ²ɪëņǿǥǛáŃƷ

z,4-
趙：もしもし。わたくし、京華大学の趙媛媛と申します。人事課の丸井さん、お願いします。
丸井：あ、わたしです。
趙：あ、丸井さんでいらっしゃいますか。わたくし、京華大学の山田香織さんのご紹介でお電
話しております。今、ちょっとよろしいでしょうか。
丸井：ああ、山田さんの後輩の方ですね。いいですよ。
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趙：実は、山田さんからそちらの会社で翻訳ができる人を探していらっしゃるとお聞きしたん
ですが…。まだ探していらっしゃいますか。
丸井：ええ、まださがしてますよ。
（第 29 課

アルバイト

会社への電話

333）

ʔǋgųǸɬƔņǿoɬěyǵPŖûƍɭɖʏƔņ.ƌĵəŇĠĊǴɡȆBǿ^^
ʵȠǬ,Āë 3-á「 ておる」
「 ていらっしゃる・ でいらっしゃる」ǿƍɭɭɠȆɩ,Ā
ë 4- 

ʂ

Ĭ

D

ą

Ƕ

X

先輩
ą

ˍ

Ȫ

Ǵ





Ǽ

ȿ

Ċ

ß

後輩






Ċ
Ǵ

知り合い 

Ǵ

ë3

oɬB^ʵȠǿɡȆëņ

,ŃƷƓëņ-,ŃƷƓëņ-

いらっしゃる

N でいらっしゃる

V ていらっしゃる



いる
N でいる

V ている

ǥǛĳƧëņ

V ておる

おる

ë4

oɬBƍɭɭɠȆɩǿɡȆëņ

ʻǈJú.ʓəŇĠĊǴɡȆíʯļľ¡Bƚƫ^ȭķyǵ「先輩」á「後輩」ʔ?Aɪ
ĉǣȲ2007-ɡEí×Ċ×ʰ×M×`BʥƧ@ǁǿ「先輩」á「後輩」J ʔȐ@ǁ
ǿ67Ƞáʯļľ¡ƟƚɭùƯǿƍɭ[ǴǿȌoǀǢ
5.2.2 ÇƔǿŜǳʄȎ
z,5-
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高橋美穂：すみません！
王宇翔：あ、日本の方ですか。こちらこそ、すみません。
高橋美穂：ああ、日本語学科の方ですか。
第 5 課

王宇翔：ええ、そうです。

新生活

はじめまして

37

í6˃ǿğɬB.ˎǂȷȔáǰčȹíƽèǿʆ68ĤŜȂƆ.ɔǨVEʷǴ^.sÇƔʥ
yǵPØɪ「人」ǿƍɭ「方」 íʔƾǿïÖ.ÇƔÀyƧ3đǿŜǳʄȎ.síȼɓğƔ
ǿūÊ.ʥɖǱ®ǒ8qęğƔǿƂʎ
ƫ^ǘʩȋhʕɕɡȆ

ƌĵəŇĠĊǴğ¦ǆɚ˃ïÖ,#ï˃š$-gÆƚ

Ⱦʔ3ɕEƧƐ¶ǀǢ

ìśþĆǿ¹4ƴėǗǿȚ3ƴħƟ「和を

以て貴しとなす」,gáEɿ- ÐgɯgáEɿƟƚƫǏƗƐ¶ǿƿŜ

ĉǣȲ,2007-ɡ

EáǿȟȍƟƚƫǏƗJˏ áɖǱí^ʵȠƔ˃ħƟ˂ķʩɝȋh



5.2.3 ǇņïÖ
z,6-
田島先生：王さんは、どうして交換留学をしたいと思ったんですか。
王：わたしは将来、中国と日本の文化交流に関係する仕事をしたいと思っています。えー、そ
のためにも、ぜひ、今、自分の目で日本を見てみたいと思って応募しました。あっ、応募いた
しました。
（第 24 課

留学試験の面接

面接試験

208）

íʔǋoɬBĤǰǿɭɠyǵǷ「応募しました」ËŭP「応募いたしました」 ïÖƟˌə
ƴj.ǇņïÖğŜǳʄȎʒǿğɹKəyǵƍɭ

ƌĵəŇĠĊǴɡȆĤǰɭɠʉËǿʐȓ



ǥǛĳƧǿëņ
,Ɛ¶ëņ-

ǼĊ˃ɫ



ƟǇņï


ŃƷƓëņ

Ö0Üɬ^


応募いたしました

ƟǶĭȻ
（ɭɠëņ-
ĵ

します

いたす


ë 5 ǇņïÖ^ʵȠáƍɭɭɠǿɡȆëņ
5.2.4 ȿ=çȡ
z,7-
母：すみません、電子辞書はどこですか。
店員：はい、7 階でございます。
弟：そこにいくつかあるよ。
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母：ああ、これね。
店員：いらっしゃいませ。電子辞書をお探しですか。
母：ええ、どれがいいですか。
店員：こちらはいかがですか。人気の商品です。

（第 12 課

買い物

秋葉原で

239）

z,8○貸し切りタクシーでご案内いたします。
○お部屋は一流ホテルのデラックスルームをご用意いたします。
○夕食は京料理をお楽しみください。
○中国語または英語、韓国語の通訳をご用意いたします。（オプション）
（第 20 課
れます

遠足

旅行のパンフレット：東京のツーリストなら、お好きなプランをお選びにな

128）

z,7-Ɵ3ğǍĆªãŁOǸĆɪǿŦƢ.ƟƍɭÌɭǿɖʏŌņ ǷUȿ=çȡ.Łß
EPʢáˈĕÈǴȖ.yǵƍɭĂĄîɖʏɅĲǿŃɥ Ⱦz,8-ƟƖǡĖpǿě.Ɵ
ƍɭN˃ɭǿɖʏŌņ
Ɣ˃

õU¨ȀȠǿƍɭyǵŪɩ.ÐgɯɖǱíƚƫ^ȌZšǛ²ǿÕA

¢ʬŲ,1998-ɡEƦfɖšǿƟíã=šǛ²JB.8ɦğƔƟwʈmůƧƘư´.

ŢƟŏŏƧȋ.gǒˈĕŧˈ.ƕţ uɒ¨ɕƱñǚˎǑɍ,2009-FňƌĵəŇĠĊ
ǴɡȆƚƫã=BˈĕɆ6ǿƐ¶ŜǳƚƫƐ¶ǿƿŜgáEɿgÆ「お・ご」和Õ
ȐƍɭǿȠ



ǥǛĳƧëņŃƷƓëņ

尊他ɭ 「お・ご」～ になる
尊他ɭ：
ɭɠëņ
「お・ご」～くださる

「お・ご」～です


自ɷɭ：「お・ご」～する
自ɷɭ
「お・ご」～申し上げる


Ɛ¶ëņ
ˈĕ


店ß
Ġ游


ë6

ã=Ǜ²BǿɭɠáƐ¶ëņ

6.结语
6ʘoɬBɕEFvǷUȗï8×.yǵǿƍɭK8×
ʵZŒǿkɛáõƫǳŞ/ú8×.67Ƨ©.]ǾƧʄ

×ƜƚɭƍɭKvǱPƚƫ^ǿ^
çǈíƍɭƌĊǿʐȓB.8a

əŇĠĊǴɡȆùƯǿƍɭɭǗȆɩ.ʓəŇĠĊǴʕɕȌošɡȆ
ǥǛáŃƷƍɭɭɠëņ.×ƜKəǥǛáŃƷƍɭŰŵʋǿƐ¶ëņ

KħƟəŇĠáĶ³ĊǴ
íƚɭƌĊʐȓB.ș

ȽɡEƙəǘʩƠšȆɩáʾšȆɩǿɀ.ÅəŇĠĊǴíɡȆƓŤǿƜ.əáĳɏřǿ
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ŤȂǎʌƏÖ.ğƓŤʕɕƁǳ§ƒǳɟ.ǘʩôĊǴǿɭɠƐ¶ɡȆɃ®
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