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1.

すみません。

(抱歉；對不起；借過一下)

ごめんなさい。

(請原諒；對不起)

應用場合
「すみません」「ごめんなさい」這兩句話都是用來向對方表達歉意的招
呼語。
「すみません」是「抱歉、真過意不去、對不起」之類的意思，舉凡自己
的言行有對不起別人的地方，或是接受別人的好意，對別人的盛情覺得受之
有愧的時候，都可以用這句「すみません」來表示。
「ごめんなさい」是「請原諒、請寬恕」之類的意思。在表達的動機上，
舉凡自己的言行有所差錯時都可以用這句「ごめんなさい」來表示内心的歉
意。
※ 「すみません」「ごめんなさい」這兩句話原則上可以互用。不過，當您
接受別人的盛情而感到有點過意不去時，我們只能用「すみません」而不
能用「ごめんなさい」，須特別注意。譬如：
・當我們有事想請教別人或向別人問路時，都可以用這句「すみません」
來表示「對不起，請問……」的意思。
・當大家在一起邊喝茶邊聊天時，朋友在為自己倒茶的同時也幫我們倒，
這時我們可以用這句「すみません」來向對方表示承蒙您替我倒茶真是
過意不去的意思。
・當您要從別人的前邊走過時，您可以用這句「すみません」來招呼，請
對方讓路。
・當我們不小心把茶水或咖啡弄倒，而弄髒了別人的衣服，這時我們可以
用這句「ごめんなさい」來請對方原諒。
・當我們走路不小心撞到別人或踩到別人的脚時，也可以用這句「ごめ
んなさい」來請對方原諒。

會話Ⅰ
あ べ

てあら

阿部：すみません。お手洗いはどこにありますか。
(對不起，請問洗手間在哪裡？)
あらい

い

みぎがわ

荒井：まっすぐ行って 右 側 にあります。
(直走，在右邊)
あ べ

阿部：どうも。

(謝謝你)

會話Ⅱ
やまもと

しつれい

い

山 本 ：ごめんなさい。 失 礼 なことを言ってしまいました。
(對不起，我把不該説的話也説了)
やなぎだ

き

柳 田 ：いいえ、気にしないでください。
(不，別介意)

會話Ⅲ
やなぎだ

てつだ

柳 田 ：お手伝いしましょうか。
(要不要我幫忙？)
やまもと

ねが

山 本 ：すみません。お 願 いします。
(真過意不去。拜託您了)

