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0ーはじめに

u本語教育における課適として､いかに伝達能力(coLLunicativeco■petence)

を育成するかと言うことを､′考 える盛宴があろうかと患われる｡そして､伝達能力

の育成においてほ､言語運用ができるような文法知蓋 (deplorablegraJLJaticai

knofledge) の育成と共に､その言語能ガをコミュニケ一一ション(coH ILnicatioTi)

の噂において適切に枠用できるようにするための知識 (knoTledgeofru王esof

坤e亀旦那麿)-例えば､償舟の発話行為に関する知義一の育成が重要であると考えら舵

る¢

本BLでは､幾つかの発話行為を､対照研究(contrast_ive･prag■atleS)的視点に

基づき分節 亀ノ､異文化間に生む:る発議行為上の誤解 玩TO-SS-印量的相互担is羽東eT-

Standings) の安閑を探るt､また､ r斬りBという発話行為を例に､≡_j本語学習の

指導における重要な課題のひとつである､言語機能に関する開港点 く_fury.CtioTia毒

probleEhS)の対処の仕方を探る.

i_ 発話ff為 (speechact)

本箱において古土､.コミュニlr一一･シコンET7)嶺能的単位(ftJf!CtitLtTla!uT!毒を.)としての

発話､つまり ｢感謝一重 緒丁ati竜也由)㌔ r詫びj組p¢量ogy)㌔ ｢お世静｣ (褒め言葉

Co■pli■ent)､ ｢斬りJ(PeftJSal)をとりあげて考えてみるOそこでまず､発話の

持つ二種類の意味について触れておくO

発議は､舶 (prloJWSZ'fZ'ohB/N CPI'nL)∠棚 (Z'//LrutJ'oJWrY

.mcml'RE)Aり成 り立つO前者は鮒 も呼ばれ発語の持つそのままの文字ど

おりの意味を表 し､後者は腰 jgLZPbtも呼ばれるもので発話が聞き手に及ぼす影

菅のことをいう (Austin,1962;Searle,1965)｡例えば､ ｢もう､おなか､一杯で

す｣という発話を考えてみると､舶 ま､もうす7.3こあなかが一杯であると

いう文字どおりのもので､j抑 技うは､ もう､おなかが一杯なので､こ

れ以上は食べ られないという ｢断り｣の意思表示となるわけである｡

次に､発話というのはその伝達慣習や価値の相違などにより､各々の言語社会に

よって多少なりと異なるということを､ここで強表 しておきたいOそして､このこ

とが異文化間に生じる発話行為上の誤解(cross-culttlraiJhisunderstandings)杏

招 く原因の一つであると考えられる｡そこで､以下異文化間に生じる発話行為上の

誤解について少 し触れておきたい｡
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2. 異文化問に生 じる発話行為上の誤解(cross-culttlraltistmderstaTldings)

異文化間に生 じる発話行為上の誤解はプラグマティック･トランスファー (誤用

詮レベルでの転移:praglatictransfer)と誤用詮レベルでの 働 形成によっ

て生じると考えられる｡そして更に､プラグマティック･トランスファーには誤用

詮レベルにおける言語使用の誤用によって生じるPT:&gXaJl'RDul'stl'cp81'JuT eとそ

れにおける社会言語学的使用の誤りによって生じるSocl'apvagVatl'cpal'JuTO 二

つの要因がある(ThoJLaS,1983)｡前者は､第-言語の発話を学習言語に移転するが

その発話における伝達慣習(coJLJttmicatiye convelltioTlS)が異なるため生 じ､発話

内的意味が通じないものをいう｡例えば､日本語における ｢考えておきます｣とい

う発話を英語で考えると ｢I-llthinkabotltit｣となるわけであるが日本語で

いう ｢考えておきます｣の方は､ ｢断り｣の意思表示にもかなり用いられるのに対

し英語の ｢rllthinkaboutit｣というのは､ ｢斬り｣の意思表示に使われる

というよりもむしろ､本当に考えておくという意味で用いられ､後でその事につい

てのなんらかの返事を期待できるものであるOここで問題となるの辻､El本人英語

話者が､日本語を話 している時と同じように考え ｢Ⅰ~11thinkaboutit｣と

言うと､北米英語を母語とする聞き手は本当に考えてくれているものと患い､いっ

までも返事を待っていたりそれを催促したりすることになる｡そして返事がないと

考えておいてくれると言ったのになぜ約束を守 らないのだろうかというような疑問

さえ出てくる｡この種にして､異文化間に発話行為上の誤解が生じるのである｡さ

て､後者の方はと言えば､価値の相違､対人閑係に粥する考え方の相違､タブー概

念の相違などのよるもので､若い米国人日本語話者が､英語を話 している時と同じ

ように考え､会社の日本人上司からの ｢申し訳ないんだがこれ､どうしても今 日中

に必要なんだけどやってもらえないだろうか｣という要請に対して ｢今日は水泳に

行くElなので帰らせていただきます｣などと言って斬った時に生じる発話行為上の

誤解である｡つまりここでは､日本人上司は仕事がこれほど忙 しい時に自己を鹿先

して水泳など行かなくても､一回くらい体んでもいいじゃないかと思い､この若い

米国人部下は､これによって上司からの信頼を失うかもしれないが､その原因につ

いての心あたりがなく､最近自分に対する上司の態度が以前と違うがなぜだろうか

などと､悩んだりすることになる｡

次に､異文化間に生 じる発話行為上の誤解のもう一つの要因である､誤用詮 レベ

ルでの御 形成についてであるが､これは､第二言語もしくは外国語学習者

が目標言語習得過程において形成するもので､学習者の母語における発話にも目標

言語における発話にもみられない独特のものである (Selinker,1972)｡例えば､

こんな話がある｡日本に住む米国人の大学教授が彼の学生にレス トランの予約を頼

み ｢ThaJlkyouveryltICh, You did a goodjob".｣と言ったのに対 し

てその学生は､ ｢Yelllsee｣とでも言ってお酌ぎょかったのに､ ｢t coulddo

it even if l yerenotJapanese｣と訳の判らないことを言_つてしまった｡
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彼女にしてみれば､rYot1-Te甘eico劫e｣というのは余りにも形式的で ｢It~S野

pleasure｣というのは余りにも大袈裟すぎるLnt~soE｣にいたっては余りにも

ざっくばらん過ぎたのであろう､とんでもない､ (こんな誰にでもできるような簡

単なことに)そんなに感謝 していただかなくてもという謙遜のつもりで､この様な

状況下では母語にも､目標言語にも見られない発話を形成 してしまったのであるO

他方､この教授の方は耳を疑ったであろうOつまり､これは自分でやれということ

なのだろうかなどと考え当惑 したに違いないO

さて､それでは次に個々の発話行為を例にとり､英語とEl本譜でほどの様な違い

があるのかを探ってみる｡

3. 発語行為(speechbehayior二SOC盲eiiELgiJtStiCbe'hay主or)

3-1 ｢感謝j(Gratitude)

まず､英語の ｢Thankyou｣という ｢感謝Jを表す言葉に対 して日本語には ｢す

みません… "｡｣､ ｢ありがとう… ‥.｣､ ｢申し訳｡… ｡,｣､ ｢恐れ入りn… . ｡｣

という四顧額もの異なる言い方がある (民主sensteiTa +蕗o舶 an,1986;.iBヽ川勺

旦995)8次に､日本語では知夫に何かを頼んだ時とか知Aから贈物を貰った時は､

｢ありがとう｣よりも､ ｢すみませんjの方が頻繁に使われるのに射 し.V英語では

この様な昧寵下では､Ei本Å話者のように､相手喜こ対 して借りができたという気持

ちはなく､ただ単に､感謝を表すので ｢すみません｣という言い方はなく ｢写ha盛

yoti｣が用いられる (Coul懲aS,198且)｡また､英語の ｢すわa地yo韻｣という ｢感謝｣

の表現には､使用制約が無いのに対 し日本語の ｢すみません｣には､便周制約があ

り%T教蟹の革導に対する盛者の気持ちを蓑す時､ALにj- トを倍gl)て返す時などに

ば使われない (小川､ 且995)O中川 日995)は更に㌔ ｢すみません｣は､若い世代

の上司や年配者に対する軽い感謝の表現で､上の世代では._年下の者に対 してや友

人間で用いられるというe

この様な違いより､英語を母語とする日本語学習者は ｢ThankyouJという ｢感

謝｣の気持ち一つを表すのにも､どの表現を使えばいいのか混乱 して しまい､不適

切な言い方をしたりし誤解を招くことになる｡

3-2 f詫び_J(Apology)

｢詫び｣には､詫び､責任表明､状況説明､償いの申し出､疑り返さない旨の約

束という五つの詫びの方略 (ApologySpeechActSet)があり､これは英語にも

日本語にも共通のものである (熊取谷, 1993;Blu玉-Ktllka,ヨouse-Eぬondson,

andEaspeF,1989)｡蔓壁は､話 し手の明示的な定式表現 (for斑ulaicexpress-

ions)､責任表明は､詫びが必要な状況下において文字通り責任を表明すること､

そして､状況説明というのは､話 し手にとって不可避な外的要因によりひき起こさ

れた､詫びが必要な状況下における客観的な理由を述べることで くバスに乗り遅れ

た場合などは､ ｢′ミスに遅れました｣というと主語は自分ということになるので重

生麦盟として考えられ､ ｢バスが遅れました｣というとこれは自分の力ではどうに

もならない外的要因と考えられ状況説明ということになる)､償 いの申し出は､詫
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表 1 詫びの方略 (ApologySpeechActSet)

方略 表現

詫び ｢すみません｣､ ｢申し訳ありません｣､ ｢失礼 しました｣

｢ごめんなさい｣､ ｢悪い｣､ ｢すまん｣､ ｢ごめん｣‥日..

責任表明 ｢忘れていました｣､ ｢そんな事は聞いておりません｣､

｢私の過ちです/じゃありません｣､ ｢私のせいじゃありません｣

｢あなたのせいです｣､ ｢そんなっもりじゃありませんでした｣､

｢時間がありませんでした｣… ".

状況説明 ｢道が混んでいましたから… ,｣､ ｢出掛けようと､患っていたら

ちょうど電話がかかってきて… ,｣～ ｢会議がなかなか終わ らな

くて~ l

償いの申し出 ｢保険で弁償させてもらいます｣､ ｢きちんと直させてもらいます

ので.‥.｣､ ｢何でも好きなものを買ってあげるから‥｡｡｣､

｢明日絶対に連れて行ってあげるから.‥.｣‥.‥.

操 り返さない ｢このような事は二度とないように致しますので--｣､

旨の約束 ｢もう､絶対忘れないから｡‥.｣‥.…

びが必要な状況下において償いの申し出も必要な時に使われる方略である｡最後

集り返さない旨の約束についてであるが､.=れは話 し手の詫びなければいけないと

いう気持ちが強い時に使われるもので､もう二度とこのようなことはないという約

束のことをいう (表 1参頻).

熊取谷 (1993,p.30)によれば､英語には一着微 力銑窮夢 (PJcascaccept

DY 鋤 やjigUO申L鹿轟夢rI rouJdJl'kc to offcz･RP GPOJagPノが

あるのに対 し､日本語にはそのような垂空の方略はなく､反対に日本語には ｢失礼

しました｣という表現があるのに対 し英語にはその様な方略は存在 しない｡また年

配や同年配との約束を忘れた時や､小さな事故を起こした時など (駐車場で隣の車

に軽くあたる)日本語母語話者は責任表明より詫びをする方が圧倒的に多いのに対

し北米英語母語話者は詫びより責任表明をする傾向にある(KaTate-1ierzejeyska,

1994も).

この様な違いにより､例えば､日本に住む米国人が駐車場で隣の車に軽 くあたっ

てしまったような時､ ｢申し訳ありません｣などと言わずに､ ｢おたくの止め方が

惑いからあたってしまったん じゃないですか ! (あなたのせいですよ)｣などと言

ったら､聞き手の方は憤慨するに違いない｡このような時､この米国人が日本人は
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ズに運ぶであろう｡

3-3 l~おPf辞J (褒め-,=L言草 ICo■pliIIet)t)

蓑2 意味公式

北米英語 日本語

.形韓詞 good.nice,great,cute.

i_形祷劫,;61) pretty,bealltjfur

(79_8XofaLliadjective

(二()■pltalents)

北米英語話者ださ郎こ

使われた形容詞

8

動詞 旦i奴e,呈ove

(85覧ofnoTPr

adjec-Livai

collPliJ)entS)

ll.7-､ iL.等､17.派､偉大､いい､

IAi赦､兼晴らしい､L,J安い､凄いモ

美 しい､騰克､若い

(形容詞/形容動詞を健周 した

褒め言聾の72.9射

田本語話者ださすに使われた

形容詞/形容動詞

',､三1

14-る､ijやi)iこなる､お恕j辛目J.なる

知っていらっしゃる､使 うもお使い

にTiる､処邦する､触り扱J)､上達

する‥ . ‥ ー

(馳 vate-董ierzeje甘Ska,呈99飴)

義2が示すように､ ｢お拷静｣の意味定式(se皿anticfornZuia)表我を考えてみ

ると北米英語では決まり切った言葉が使われるのに対 し､日本語ではその場に応 じ

ていろいろな言葉が使用される傾向にある｡例えば､北米英語では､たった六つの

形容詞が約80Xの形容詞を含む ｢お世辞｣に使用されるのに､日本語では､十二も

の形容詞/形容動詞が使われる｡また､北米英語話者だけに使われた形容詞は､A

つだ吋であるのに､日本語話者だけに任われた形容詞/形容動詞は二十一一一もある｡

そして､動詞をみると北米英語ではlike,loveの二つが主に使用されるのに､日本

語では様々な動詞が使用されるようだ (表2参殿)0

次に統語構造(syntacticstmcture)についてであるが､北米英語によるものは

日本語によるものより続語構造のパタ-ン化がみられる｡ Eayate-1ierzejeyska,

(1994a)によれば､北米英語による ｢お世辞｣のほぼ九割がたった四つの鎌語バク

-ン lNounPhrase (NP)be/look (i】1tenSifier‡Adjective(ldj,):Ycul
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tl'C 1's D∫ce, You JookreaJJy nl'ce zon)'9ht;I iintensifier)like/

love: I_7Tea_/Jy _jl'由 yggTvPgr;Pro-r29･Jf!be ‡iTiteTT.Sifier‡Adj.(a)

NP: 7utJsrcaJJy a nl'cecar;Adj. NP!;Nl'cc .列惚 ter_/]に当てはま

るが､日本語でによる ｢お世辞｣は､三十種類もの耗語構造のパターン化がみ られ

るようだ｡

それでは､褒められた時の返答についてはどうかというと､概 して北米英語話者

は ｢お世辞｣を受け入れる傾向にあり､日本語話者は､それを否定する傾向にある

(少なくとも表面的には)｡また､日本語話者のもつ北米英語話者にはみられない

返答として､スマイリング(S甘iling)､無視､諺 (馬子にも衣装､三人よれば文殊

の知恵)などがあげられる(Eayate一土ierzejeyska,1994a)O

以上のような違いより､米国人が日本語でお世辞を言う時､どのような状況で､

どの形容詞を使って､どういう表現をすれば適切なのかと頑を悩ますだろう.返答

についていえば､ある田舎の老人が米国人の日本語を褒めたら被は ｢はい､そうで

す｡優の妻もとても上手です lと応えたので､その老人は思いがけない返答!L=いさ

さか混乱 したという｡

3 4 ｢断り｣(leflJSal)

｢斬り｣には､依頼､招待､申し出､提案に対する､四種類のものがあり､意味

公式を考えてみると､直接的な ｢断り｣と間接的な ｢断り｣に分類でき､更に後者

の方は九種類に細分される (Appendixl参無)O

北米英語話者による ｢断り｣の方法は､上下粥係には余り支配されなくむ しろ同

等の立場にある者に対 し異なった対応をするのに対 し､日本語話者によるものは､

相手との関係に支配される｡例えば､招待に対する ｢断り｣では､上や同等の立場

にある者に対 しては､断る前に必ず謝罪をしたり､依頼に対する r斬り｣では謝罪

をするばかりでなく代案までだすのに､下の立場の者に対する ｢断り｣には謝罪や

代案はみられない｡また､概 して､北米英語話者には直接的な ｢斬り｣がよくみ ら

れ､日本語話者には間接的な ｢断り｣､特に寮衝語句､言い切りの形をとらない文

末義弟がよくみられる (Beebe,Takahashi,andUliss-yeltz,1990;生騎 ･志村､

1993)O

このような違いにより生 じた誤解にはこんな話があるOある日本人女性が米国人

より映画に請われたのだが､何となく行く気になれないので帯一杯､話題をそ らし

ながら間接的に断り麓けたが聞き手には全く理解 して貰えなかったという｡それば

かりでなく､聞き手は訳が分 らなかったようだ｡また､米国人部下が日本人上司の

依頼を余りにもはっきりと断ったので上司の横嫌を損ねたという話もある｡このよ

うな誤解は､聞き手の言語社会に存在する社会言語学的規則をわきまえていれば避

けられるものに違いない｡

4. レッスン｡デザイン :- ｢断り｣という発話行為-

ここでは､ ｢断り｣という発話行為のレッスン｡デザインを紹介 しておく (これ

35



が実寮に使えるものかどうかということは､各々で吟味されたい)O

目的 :

機能 :

ポイント二

レベル :

設定 :

教授手願 :

レヮスン｡デザ1-(ン: ｢断り｣という尭岳行為 -I

日本語と学習者の母語の言語社会間にある社会言語学的相違に

粥する学習者の意鳶をたかめる¢

招待に対する ｢断り｣

且. 相手との粥係 (上下､横の繋がり)

喜｡ 簡捷的な ｢斬ij｣

上敵

ペアーか小人数のグル ープ､もしく娃教師がダスタを尊 宅 O

!. 診断テスト(lppendix2 番鮭 ~)

2_ 招待に対する ｢断り｣を使った対謡を学習者に紹介

紬p貰昭東豆貰詔 参輿 :-5

乱撃習者は対話を聞き､ ｢斬り｣を確認するc

b.旗盲こ､学習者は葡芋との内藤に関する情報のない､ 品と同

じような対話を替えられ (Å抑emdi翼壇 参照 )､それぞれ

の対語尋こおける相手との関係 (上下構)とそれぞれの ｢断

り｣の意味公式を確認する 摘ppendix且†竣 参照 )o

e,Uそして､日本語の招待喜こ対する ｢断り｣についての質問者こ

答える くタスクを適 して学んだことや嘉が紺いたことをま

とめるJl (細野e語感ix5 参照 )a

3秒 最初の診断テス トと同じテス トをや53､タスクを通して

学んだことを優ってみるO (教師との対語形式)

4. 鮎ie-play(ペア-)

5. Feedback と Discussion

6. 終りに

先行研究 (Schzbidtand宜ichards,1980;Cohef玉andOIshtai恥 1981;

Biup and Elllka,1982;OishtainandCohen,1983;EisensteinandBo血an,

1986)からも伺えるように異文化間に生じる発話行為上の誤解の要因はプラグマテ

ィック･トランスファー(pragbatictransfer:語用論 レベルでの転移 )や語用論 レ

ベルでの碗脚 形成であると考えられるo

E1本語教育において､日本語や学習者の言語社会における様々な発話行為を分析

したり､プラグマティック｡トランスファー､そして語用論 レベルでの幼節季夢形

成の研究をより一層押 し進めることが必要であると考えられる｡
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./†l~ヽ ll I I Tt 7iltt､r~ヽ t･▼≡
し且∂ノ aeaYは,A.鑑. utlDa) 常na盲 is a speech act7 1m且.J5上aC且rle.8,)チ

ノ恥●/asaph_Y/'njLeh:(.13. lihaca,JlefYork: CorneliUnlVerSltyPress.

1､16) SctirLker.L.(1972)intcTlangtJage. /nfeJ7WlJ'oJW/HPrzlerof.Jpp/(ltd

,tl'Jagul'stl'csJF:209-30ラ

(i7) TheEIaS,J,(1.,m83)CFGSS-C･J王tlJralpTa節at皇cfai且.ilre,.,,･Lpp-LZJl-cu･JAl'j7921･1'stj･'C.,-

4(2):9ト川9.

(i8) 祐山彰子 (i993) ｢日本語における､ 日本人のEi本人に対する断りと日本

人613アメヨ)カ丸に対する断りの旗蟹｣軒E3太畿教育遥8]号､FLL申; i遵旦-5旦ー

紬 petldiX三 liA書家=';.ゝjt--LZ).jパ野ノ

_L 直接的な断り(diTeC竜) e一g. お断 りをノます/いいえ､‥ 【Vません

宜言∴間接的な断り(im虚irecも)

冒) 謝罪 (蝕む豆ogy) 管.監 嘩L,訳恋いんですが､勺.tu

(2) 追憶 TJegrCtl t:.采 残念ですが､､､

tL;い 希号!(hope) e.只. 行ければいいこ:I)I,:::寸が､､I

LLlti 言い.脈 tF.xcus,I) ,掛 Ii e.g_ 塩野を･.iiいfJTtj_l--(7=､.1_.

(5) 感謝 雄ppreciaもirjm) e,壁_ 大変有り寒ももんですが､も､

(63 将来の的廉 くpro罷ise) e.蛋. 今度､絶対行 くから､､尽

く7) 回避 (民営OiぬfAee)

a. 話題の切り替え(atte池野もtochangeaも叩ic)

b. 疑り返 し (repetitio言且) e.監 明日ですか

(8) 問を持たせる表現 e,乱 うー-ん/えー-つと/いやぁぁ

(9) 緩衝表萄 (aileviatoF) C,乱 ちょっと

例題1 田中 :

鈴木 :

ttl中 :

鈴木 :

田中 :

鈴木 :

(lkoTaandShitlura.1993こY｡koya耶l.1993)

｢明日､日本語の弁論大会があるんですが､どうですか｡｣

｢堅旦空室を｡｣

repetition

｢そう､明日､十時からなんですけど､､､｣

｢里脚 G是非､伺いたいんですが‥ ､明日は､

apology hope

ち ょっと他に､行かなけ卿 ｣

a1ieviator excliSe(reasorL)

｢そうですかD じゃあ､次の銭金にでも､､､｣

｢はい､お廟いします｡ 本当にすみません｡｣

pFOiiise? apOlogy
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Ap昨ndix2

AssessJBenl:如estiormaire:(telephoneconversations)

下のそれぞれの電話での場面において､あなたならどう,WクますかO 最 も近 い も

のを選びなさい｡

Uptards :

友人のおかあさん ニ ｢一月二日に､家で新年会をと考えているんだけどあなた も

いらっしゃらない?｣

あなた : (1) ｢二日は行けませんから､お断りします｡｣

(2) ｢二日ですか｡三日なら､伺えるのですが､､～｣

(3) ｢残念ですが､行けそうにありません｡｣

(4) ｢今回は､行けないわ/行けないよ｡｣

(5) ｢是非､伺いたいのですが､､､二日はちょっと､

､､申し訳ありません｡｣

(6) ｢ご招待は大変 うれしいんですが､二日は行 けま

せん｡｣

Equal:

友達 : ｢一月二日に､蒙でパーティーするんだけど来ない?｣

あなた : (1) ｢お断りします｡｣

(2) ｢二 日はちょっと無理ね/無理だなあ｡｣

(3) ｢ごめん｡二日は､他のパーティ-･があるのよ

ね/あるんだよね｡他の日じゃだめなの ?｣

(4) ｢うーAへ ､､ちょっと行けそうにないわ/荏

いね｡｣

(5) ｢行ければいいんだけど､､､ごめん｡次回は

絶対行 くから､､､｣

(6) ｢せ っかくですが､二日は行けません｡｣

Doynyards:

後輩 : ｢一月二日に､家でパ-ティーを開くんですが先輩もい ら

っしゃいませんか｡｣

あなた : (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

｢二 日はちょっと無理ね/無理だなあ｡他の 日

じゃだめなの?/他の日じゃだめなのかい ?｣

｢二日は行けないと患います｡｣

｢二日?ちょっと無理ね/無理だなあ｡｣

｢申し訳ないけど､二日は他の約束があるか ら｣

｢うーん､､､ちょっと無理ですね｡｣

｢せっかくだけど､､､また､よんで くれる?｣
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鼻声欝玉東ix3

Pe/05TB/SlUI.nF･Z'(alZ'Ldte1ephoneconversatioTIS):

｢斬Fj｣を確認 しようo

upYaTds.

田中発生 i'60才 :ベテラン)と鈴木先生 く24才 :新案)

田中 : ｢明日も日本語の弁論大会があるんですが､どうですかO｣

鈴木 : ｢明E!ですか｡｣

n中 二 ｢そう､明Lj､ 卜時からなんですけど､～､.～.(､j

田中 : ｢そうですかoi;率あも次の旗会にでも.i､叫｣

鈴木 : !ほい､お倣いLますし.本当与LI'~.すみませ_ち:J

監糾急呈:

圭子さんと貴子きんは友達ですo

美子 ニ ト今から?い.やあも､､準し訳怨もうg･才どuvや旨はちょっこ､ち

また近いうちに電話するわO｣

美子 : ｢ごめん｡｣

童子 ニ ｢うん｡わかった｡ じゃあ､またoJ

DoTnYards:

林先生 (年配 ①お琴のお師匠)と石Hは ん (お琴のお弟子きん)

石川 : ｢先生､来週､私たちのコンサー トをききにいらっしゃいませ

んか｡｣

林 : ｢兼題のいっ?｣

石川 : ｢月曜日の夕方､五時からです.｣

林 : ｢あらそう｡月曜日はちょうどお友達と約束があるので､行け

そうにないわ｡｣

石川 : ｢そうですかoじゃあ､来月もまたありますので､そのときは

是非､､､｣

林 : ｢そうね｡早めに知 らせて下さる?｣
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AppeDdi14

iI. パー トナーと役割を決めてdialogueを何回か読みながら jWク の文に

下線を引きなさい｡そして､その下に ,qク の種類を表より選んで､例題 1のよ

うに書きなさい｡

7e物 awyとrzwtl'LZhS

1.

岡田 : ｢今度､家で小山さんの送別会をするんですが､山田さん もい

らっしゃいませんか｡｣

山田 : ｢いっですか｡｣

岡田 : ｢来週の金曜日の六時からですけど､､､｣

iij田 : ｢来週の金曜日ですか｡いやあ､大変残念なのですが､､､ち

ょっと､､､金曜【=ま地の約束が､､､｣

岡田 : ｢そうですか｡ じゃあ､仕方無いですね｡｣

山田 : ｢どうもすみません｡せっかくお誘いいただいたのに､､､｣

岡田 : ｢いやいや｡ じゃあ､そんな訳でまた｡｣

山田 : ｢はい､失礼します｡｣

加藤 : ｢来週､家でパーティーを開くんですが､先生 もいらっしゃい

ませんか｡｣

山口 : ｢来週のいっ?｣

加藤 : ｢月曜Elの夕方五時からです｡｣

山口 : ｢月曜?ちょっと無理だね｡月曜は友達が来ることになってい

るから｡｣

加藤 : ｢そうですか｡ じゃあ､またお電話します｡｣

山口 : ｢そうだね｡｣

小松 : ｢今､会社の近くにいるんだけど､お茶でも飲みに行かない?｣

池田 : ｢今から?今日はちょっと､､､｣

小扱 : ｢じゃあ､また今度｣

池田 : ｢申し訳ない｡近いうちに､また電話 してくれる?｣

小橡 : ｢そうね｡｣

池田 : ｢じゃあ､そういうことで､､､｣

41



▲_一.-._._.J言,-どこ
JILILFLJU▲▲tJ

王Ⅴ. 次の質問に答えなさいO

(1) ( )の中になにが入りますかo

Dia旦ogue 旦 Diaiogtie2 Diaiogue3

断っているÅ ( ] く ) ' )

LStaも姐S ( ) ( ) 7 1

(2) 日本語の虜.qP表題哲は､ど砕韓な蓋撃がよく使われますかo

a｡直鐘的管間接的?

臥 斬る磯手によって表現が変わる?どの様に?

(こ｡よく使われる東森は習断る磯手鼻こよって変わる?

Ⅴ｡ 教師が Assess等eri官 如 esも皇omaiTeの壌面を健って学習者と会話をするo

Vli. あなたのパートナ-と実際6･j場面毒こ出会ったようなっもりで､それぞれ

の役割を決めて会議をLなさい｡

盟O且e-p i ay:

(日 上司/先輩からパーティ-に招待されましたが､その日畳まちょうどあな

たのお父さんの誕生パーティ-があります｡

(2) 友達のご両親からピアノのコンサ- トに行かないかと誘われましたが､

どうも行く気になれません｡

(3) 友達から誕生パーティーに来ないかと誘われましたが､その日は別の約

束があります｡

(4) 友達から映画に誘われましたが､どうもその友達が苦手です｡

(5) 同僚/友達からジャズコンサ- 卜に行かないかと誘われましたが､ジャ

ズは嫌いですo

(6) 後輩から学園祭に招待されましたが､その巨‖ま友達と映画をみる約束が

あります｡

(7) 学生から一緒に山へ登ろうと､さそわれましたが､どうも行 く気になれ

ません｡
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