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从2010年起,日本语能力考试的主办方(“日本国际交流基金”和“日本国

际教育支援协会”)对已经实施了20多年的日本语能力考试进行了较大的改

革。 不仅将原来的4个级别改为5个级别,还对题型等作了调整。 考查的侧重

点更偏向于生活日语,更加注重实际运用能力。
《新日本语能力考试语法解说篇(第2版)》系列丛书是根据新日本语能力

考试指南和题型要求编写的。 其中介绍的内容不仅涵盖了考试必备的语法知

识,还兼备了日语语法的实用用法。
本系列丛书主要有以下特色:

1.除N5中附设了“基础知识”一章外,其余每册均由“助词”、“助动词”、“功
能用语·句型”、“敬语”四大部分构成,系统性地概括了各级别的语法知识。

2.语法条目中的例句妥帖、自然。 因为尽可能地摘录了历年该级别的真题

(例句后带★号的)和其他日文原著,因此例句具有权威性,句型也使用得十分

真实、自然。 其中部分例句为本书著者海老原博先生原创。

3.N5和N4中所列例句基本采用礼貌体(「です/ます」体),例句里的汉字

都标有读音。 N3、N2和N1则更多地采用了普通体(「だ/である」体),只对部分

较难的汉字标注了读音。

4.每册书后均配有两套语法模拟题和答案解析,可用来进行水平自测。 另

外,为了便于检索,最后附有“索引”,并按五十音图的顺序排列。
需要特别说明的是,“参考”中的语法知识,有的是和该词条关联的用法,有

的是虽超过该级别的程度,但往往会在高一级别的试题里出现的用法。
此外,本系列丛书中介绍的所有功能用语或语法条目,并不意味着都是必

考题而一定出现在今后的考试中。 编者是本着“作为该级别的学习者应该掌握

的语法知识”这一原则而编写的,因为这些语法知识会关联到听解和读解部分。
由于编者水平有限,书中一定会有不妥之处,恳请诸位读者提出宝贵意见,

以便今后进一步完善。

编　者

2012年5月





词类与形态

名词·ナ形容词·イ形容词

形态 名词 ナ形容词 イ形容词

「词干形」

「辞书形」

「ない形」

「の形」

「な形」

「で形」

「に形」

「く形」

「た形」

「ば形」

「う形」

学生

学生だ

学生で(は)ない

学生の

学生な

学生で

○

○

学生だった

学生なら(ば)

学生だろう

静か

静かだ

静かで(は)ない

○

静かな

静かで

静かに

○

静かだった

静かなら(ば)

静かだろう

高

高い

高く(は)ない

○

○

高くて

○

高く

高かった

高ければ

高かろう

高いだろう

动词·动词活用型助动词

形态 Ⅰ类动词 Ⅱ类动词 Ⅲ类动词 Ⅳ类动词

「辞书形」

「未然形」

「ない形」

「连用形」

「ます形」

「て形」

「た形」

「ば形」

「う形」

「命令形」

飲む

飲ま

飲まない

飲み

飲みます

飲んで

飲んだ

飲めば

飲もう

飲め

食べる

食べ

食べない

食べ

食べます

食べて

食べた

食べれば

食べよう

食べろ

する

し/せ

しない

し

します

して

した

すれば

しよう

しろ

来る

来

来ない

来

来ます

来て

来た

来れば

来よう

来い



「です」「ます」 〔礼貌体〕

形态 「です」 「ます」 后续词词例

「辞书形」

「て形」

「た形」

「う形」

「命令形」

です

でして

でした

でしょう

○

ます

まして

ました

ましょう

ませ

ので、 から……

○

ら、 り、 ので、 から……

か、 よ、 ね……

○

各词类普通体和礼貌体

词类 时态 普通体 礼貌体

名词

现在时肯定形

过去时肯定形

现在时否定形

过去时否定形

学生だ

学生だった

学生ではない

学生ではなかった

学生です

学生でした

学生ではありません

学生ではありませんでした

ナ形容词

现在时肯定形

过去时肯定形

现在时否定形

过去时否定形

静かだ

静かだった

静かではない

静かではなかった

静かです

静かでした

静かではありません

静かではありませんでした

イ形容词

现在时肯定形

过去时肯定形

现在时否定形

过去时否定形

美しい

美しかった

美しくない

美しくなかった

美しいです

美しかったです

美しくないです/美しくあり

ません

美しくなかったです/美しく

ありませんでした

动词

现在时肯定形

过去时肯定形

现在时否定形

过去时否定形

読む

読んだ

読まない

読まなかった

読みます

読みました

読みません

読みませんでした
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第一章　助词

　　　　　1.きり(副助词) 2……………………………………………………

2.くせに/くせして(接续助词) 4…………………………………

3.こと(语气助词) 4…………………………………………………

4.ぜ(语气助词) 6……………………………………………………

5.ぞ(语气助词) 7……………………………………………………

6.だけ(副助词) 7……………………………………………………

7.たまえ(语气助词) 9………………………………………………

8.っけ(语气助词) 9…………………………………………………

9.ったら(副助词) 10…………………………………………………

10.つつ(接续助词) 12………………………………………………

11.ってば(副助词) 13………………………………………………

12.ては(副助词) 14…………………………………………………

13.どころか(接续助词) 14…………………………………………

14.とは(副助词) 16…………………………………………………

15.とも(接续助词) 17………………………………………………

16.とも(语气助词) 17………………………………………………

17.ながら(も)(接续助词) 18………………………………………

18.に(副助词) 18……………………………………………………

19.のみ(副助词) 19…………………………………………………

20.ばかり(副助词) 20………………………………………………

21.ものか(语气助词) 21……………………………………………

22.もので(接续助词) 21……………………………………………

23.ものなら(接续助词) 22…………………………………………

24.ものの(接续助词) 23……………………………………………

25.や(副助词) 23……………………………………………………

26.や(语气助词) 24…………………………………………………
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27.やら(副助词) 24…………………………………………………

第二章　助动词

　　　　　1.(よ)う(意向助动词) 28…………………………………………

2.(さ)せる(使役助动词) 29………………………………………

3.ぬ(ん)(否定助动词) 30…………………………………………

4.まい(否定助动词) 30……………………………………………

5.ふうだ(比况助动词) 32…………………………………………

第三章　功能用语·句型

　　　　　1.～あげく 36………………………………………………………

2.あとは～ばかりだ 36……………………………………………

3.あとは～のみだ 37………………………………………………

4.～以上 37…………………………………………………………

5.～一方 38…………………………………………………………

6.～うえは 39………………………………………………………

7.～うちに(は)入らない 40………………………………………

8.～得る 40…………………………………………………………

9.～恐れがある 41…………………………………………………

10.～思いをする 42…………………………………………………

11.～か～ないかのうちに 43………………………………………

12.～かぎり 43………………………………………………………

13.～が手伝って/も手伝って 45……………………………………

14.～かと思うと/かと思えば/かと思ったら 46…………………

15.～かねる/かねない 48…………………………………………

16.～から～を守る/を～から守る 49……………………………

17.～からいいが 50…………………………………………………

18.～からいいようなものの/からよかったものの 50……………

19.～から来る 51……………………………………………………

20.～からこそ 51……………………………………………………

21.～からには 52……………………………………………………

22.～くさい 53………………………………………………………

23.～げだ 54…………………………………………………………
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24.こ·そ·あ·ど系 54………………………………………………

25.～ごと 57…………………………………………………………

26.～ことから 58……………………………………………………

27.～ことだ 59………………………………………………………

28.～ことだから 59…………………………………………………

29.～ことにする 60…………………………………………………

30.～ことに(は) 61…………………………………………………

31.～ことになる/ことにはならない 62…………………………

32.～こともあるまい 63……………………………………………

33.～最中 64…………………………………………………………

34.～さえ～ば 65……………………………………………………

35.～ざるを得ない 67………………………………………………

36.～しかしかたがない/しかしようがない 67…………………

37.～次第 68…………………………………………………………

38.～すえ 69…………………………………………………………

39.～ずにある/ないである 69……………………………………

40.～ずにいる/ないでいる 70……………………………………

41.～ずにおく/ないでおく 70……………………………………

42.～ずにすむ/ないですむ/なくてすむ 71………………………

43.～だけに 71………………………………………………………

44.～だけ(のこと)だ 73……………………………………………

45.～だけ(のことは)あって/だけのことはある 75………………

46.～だけのことはする 76…………………………………………

47.～だけは 76………………………………………………………

48.～たて 77…………………………………………………………

49.～たとたん(に) 78………………………………………………

50.～だらけ 78………………………………………………………

51.～だろうに 79……………………………………………………

52.～っこない 80……………………………………………………

53.～つつある 80……………………………………………………

54.～っぱなし 81……………………………………………………

55.～つもり 81………………………………………………………
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56.～づらい 84………………………………………………………

57.～ていただけると/てもらえると 84…………………………

58.～ていられる 85…………………………………………………

59.～でいる 86………………………………………………………

60.～ている場合ではない 86………………………………………

61.～でしかない 87…………………………………………………

62.～てすむ 87………………………………………………………

63.～てでも 88………………………………………………………

64.～でなくてなんだろう 89………………………………………

65.～てならない 90…………………………………………………

66.～ではあるまいか 90……………………………………………

67.～て(は)いられない 91…………………………………………

68.～てばかりはいられない/てばかりもいられない 92………

69.～て(は)しかたがない/て(は)しようがない 92……………

70.～て(は)たえられない 93………………………………………

71.～てほどなく 94…………………………………………………

72.～てまもなく 95…………………………………………………

73.～てみろ 95………………………………………………………

74.～でもあるまい 95………………………………………………

75.～てもしかたがない/てもしようがない 96…………………

76.～ても知らない 97………………………………………………

77.～ても当然だ/てももっともだ/

ても当たり前のことだ 97………………………………………

78.～てもやむをえない 97…………………………………………

79.～てもらおうか 98………………………………………………

80.～てやる 99………………………………………………………

81.～と言うしかない 99……………………………………………

82.～と言うほかはない 100………………………………………

83.～というものだ 100……………………………………………

84.～というものではない/というものでもない 101……………

85.～と言えなくもない 101………………………………………

86.～と言えよう/とも言えよう 102………………………………
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87.～と言っては 102…………………………………………………

88.～と言っても 103…………………………………………………

89.～と言って(も)いいぐらい 103…………………………………

90.～と言って(も)いいほど 104……………………………………

91.～と言っても言い過ぎではない/

と言っても過言ではない 104……………………………………

92.～と思ったものだから 104………………………………………

93.～と思ったら 105…………………………………………………

94.～と思ったらそうでもない 105…………………………………

95.～と思われている/と考えられている/

と見られている 106……………………………………………

96.～と思われる/と思える/と感じられる 107…………………

97.～とかいう/とかいうことだ/とかいう話だ 108……………

98.～とかで/とかいうことで 109…………………………………

99.～と考えられる/と見られる 109………………………………

100.～と聞く/とか聞く 110………………………………………

101.～と来ている 110………………………………………………

102.～ところから 111………………………………………………

103.～ところから見る 112…………………………………………

104.～ところだ 113…………………………………………………

105.～ところ(では)/ところによると 113………………………

106.～ところまで 113………………………………………………

107.～ところを 114…………………………………………………

108.～ところを見る 116……………………………………………

109.～とされる 117…………………………………………………

110.～とされている 117……………………………………………

111.～としか～ない 118……………………………………………

112.～としたって 119………………………………………………

113.～とする 119……………………………………………………

114.～とでも言う 120………………………………………………

115.～となると/となれば/となったら/となっては 121…………

116.～との 123………………………………………………………
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117.～とのことだ 123………………………………………………

118.～とは言いながら(も) 124……………………………………

119.～とは言うものの 124…………………………………………

120.～とまではいかないが/とまではいかないとしても 125…

121.～とまでは言わないが/とまでは言わないとしても 126…

122.～とも 126………………………………………………………

123.～ども 127………………………………………………………

124.～とやらいう 127………………………………………………

125.～とやらで/とやらいうことで 128…………………………

126.～ないことには 128……………………………………………

127.～ないことはない/ないこともない 129……………………

128.～ないではない/ないでもない 130…………………………

129.～ないものか/ないものだろうか 130………………………

130.～ないものではない/ないものでもない 131………………

131.～ないものは～ない 131………………………………………

132.～ながらでないと/ながらでなければ/

ながらでなかったら 132………………………………………

133.～中を 132………………………………………………………

134.～なくする 133…………………………………………………

135.～なくはない/なくもない 133………………………………

136.～ならいいが 134………………………………………………

137.～ならない/ならぬ 135………………………………………

138.～にあたる 135…………………………………………………

139.～にある 136……………………………………………………

140.～において/における 137……………………………………

141.～に応じる 137…………………………………………………

142.～にかかる 138…………………………………………………

143.～にかかわらず/に(は)かかわりなく 138…………………

144.～にかかわる 139………………………………………………

145.～に限ったことではない 139…………………………………

146.～に限らず 139…………………………………………………

147.～に限る 140……………………………………………………
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148.～に限って 141…………………………………………………

149.～にかけたら/にかけて 141…………………………………

150.～に加え(て) 142………………………………………………

151.～に加わり/に加わって 142……………………………………

152.～に応える 142…………………………………………………

153.～に際し(て) 143………………………………………………

154.～に先立つ 143…………………………………………………

155.～にしたがい/にしたがって 144………………………………

156.～にしたって 145………………………………………………

157.～にしたら/にすれば 147……………………………………

158.～にしては 147…………………………………………………

159.～にして見たら/にして見れば/にして見ると/にして見ても

148……………………………………………………………

160.～にしても 148…………………………………………………

161.～にしても～にしても 150……………………………………

162.～にしろ/にせよ 150…………………………………………

163.～にしろ～にしろ/にせよ～にせよ 152……………………

164.～に沿う 152……………………………………………………

165.～に相違ない 153………………………………………………

166.～に備え(て)/に備えた 154…………………………………

167.～に対する 154…………………………………………………

168.～につき/について 155………………………………………

169.～につけ/につけて/につけても 156…………………………

170.～につけ～につけ 158…………………………………………

171.～につながる 158………………………………………………

172.～に伴う 159……………………………………………………

173.～に反する 159…………………………………………………

174.～にほかならない 160…………………………………………

175.～に向かう 161…………………………………………………

176.～に向く 162……………………………………………………

177.～に向ける 163…………………………………………………

178.～に恵まれる 164………………………………………………
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179.～に面する 164…………………………………………………

180.～にも/くも 165………………………………………………

181.～にもかかわらず 165…………………………………………

182.～に基づく 166…………………………………………………

183.～によらず 167…………………………………………………

184.～にわたる 168…………………………………………………

185.～ぬき 168………………………………………………………

186.～抜く 170………………………………………………………

187.～ねば～ない 170………………………………………………

188.～ねばならない/ねばならぬ 171……………………………

189.～のみか/のみでなく/のみならず 171………………………

190.～のもとに/のもとで 172……………………………………

191.～ば～だけ 172…………………………………………………

192.～は言うまでもなく 173………………………………………

193.～ばかりに 173…………………………………………………

194.～ばかりは 174…………………………………………………

195.～はとにかく(として)/ならとにかく(として) 174………

196.～はともかく(として)/ならともかく(として) 175………

197.～はもとより 177………………………………………………

198.～反面 177………………………………………………………

199.～ふりをする 178………………………………………………

200.～べき 178………………………………………………………

201.～放題 180………………………………………………………

202.～ほかしかたがない/ほかしようがない 181………………

203.～ほか(は)ない 181……………………………………………

204.～まいか 181……………………………………………………

205.～まいに 182……………………………………………………

206.～までになる 183………………………………………………

207.～までもない/までのこともない 183………………………

208.～向きがある/向きもある 183………………………………

209.～も～なら～も 184……………………………………………

210.～もかまわず 184………………………………………………
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211.～ものがある 185………………………………………………

212.～ものだ/ものではない 186…………………………………

213.～よい 188………………………………………………………

214.～(よ)うか～まいか 189………………………………………

215.～ようがない/ようもない 189………………………………

216.～(よ)うではないか 190………………………………………

217.～(よ)うと 190…………………………………………………

218.～よりしかたがない/よりしようがない 191………………

219.～よりない/よりしかない 191………………………………

220.～よりほか～ない 191…………………………………………

221.～よりほか(に/は)ない 192…………………………………

222.～わりに(は) 192………………………………………………

223.～を重ねる 193…………………………………………………

224.～をかねる 193…………………………………………………

225.～を契機に(して)/を契機として/が契機になって/

が契機となって/が契機で 194…………………………………

226.～をこめて/をこめた 195……………………………………

227.～を境に(して)/を境として 195……………………………

228.～を頼りに(して)/を頼りとして 196………………………

229.～を問わず/は問わず 196……………………………………

230.～を除いて(は) 197……………………………………………

231.～を前にする 198………………………………………………

232.～をめぐる 198…………………………………………………

233.～をもとにする 199……………………………………………

第四章　敬语

　　　　　●尊敬语

1.貴～ 202……………………………………………………………

2.あがる 202…………………………………………………………

3.お越しください 202………………………………………………

4.お越しくださる 203………………………………………………

5．お越しになる 203…………………………………………………

6.お(ご)～になれる 203……………………………………………
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7.～くていらっしゃる 204…………………………………………

8.～(さ)せてやってください 204…………………………………

9.～(さ)せてやってくださいませんか 204………………………

10.～ておられる 205………………………………………………

11.～てやってくださる 205…………………………………………

12.～てやってくれる 206……………………………………………

13.～には/にも 206…………………………………………………

●谦让语

1.拝～ 207……………………………………………………………

2.あがる 207…………………………………………………………

3.承る 208……………………………………………………………

4.お越しいただく 208………………………………………………

5.お目にかける 209…………………………………………………

6.ご覧に入れる 209…………………………………………………

7.お(ご)～できる 210………………………………………………

8.お(ご)～願う 210…………………………………………………

9.お(ご)～申し上げる 210…………………………………………

10.お(ご)～申す 211………………………………………………

11.～(さ)せてやっていただけませんか 211………………………

12.～(さ)せてやってもらえませんか 212…………………………

13.～てご覧に入れる 212…………………………………………

14.～てやっていただけるか 213……………………………………

15.～てやってもらえるか 213………………………………………

16.～とさせていただく 214………………………………………

N2文法模擬試験

　　　　　第1回 216……………………………………………………………

第2回 222……………………………………………………………

正解と解答 228……………………………………………………………………

索引 237……………………………………………………………………………
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1.きり(副助词)

接续:(1)数量词+きり

意义:谓语为肯定式,语法意义跟「だけ」(⇒N5)相同,表示对数量的限定、限

制。口语中「きり」有时也可以说成「っきり」。

○ 残っているビールは2本きりだ。 /剩下的啤酒只有2瓶了。

○ 日本へはまだ1回きりだ。 /我只去过一次日本。

○ お米はこれっきりよ。 すぐ買わなくちゃ。 /家里的大米只有这点了,必须

马上去买米。

接续:(2)名词+きり

意义:谓语为肯定式,语法意义跟「だけ」(⇒N5)相同,表示对人物、物品、事情

等加以限制或限定。

○ 小
お

川
がわ

さんきり(は)お酒を飲みます。 ほかの人は飲みません。 /只有小川喝

酒。其他人都不喝。

○ わたしが買えるのは安いものきりだ。 /我买得起的只有便宜货。

○ 履
り

歴
れき

書
しょ

は出したが、 返事をもらったのはＡ 社からっきりだ。 /简历是发出

去了,但给我回音的只有 A公司一家。

接续:(3)数量词+きり～ない

数量词+きりしか～ない

意义:谓语为否定式,语法意义跟「しか～ない」(⇒N5)相同,表示数量上的限

定、限制。

○ ビールは2本きり(しか)残っていない。 /啤酒只剩下2瓶了。

○ 日本へは1回きりしか行ったことがない。 /我只去过一次日本。

○ お米はこれきりしかない。 すぐ買わなくちゃ。 /家里的大米只有这点了,

必须马上去买米。

接续:(4)名词+きり～ない

名词+きりしか～ない

意义:谓语为否定式,语法意义跟「しか～ない」(⇒N5)相同,表示对人物、物

品、事情等加以限制或限定。

○ 小
お

川
がわ

さんきり(は)お酒を飲みません。 /只有小川喝酒。
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○ わたしが買えるのは安いものきりしかない/わたしは安いものきりしか買

えない。 /我买得起的只有便宜货。

○ 履
り

歴
れき

書
しょ

は出したが、 返事はまだＡ 社からっきりもらっていない。 /简历是

发出去了,但给我回音的只有 A公司一家。

接续:(5)动词「た形」+きり

意义:表示以此为最后机会,再也没有发生过预测的或期待的事情。

○ 本
ほん

田
だ

さんとは20年前に一度会ったきりです。 (★)/跟本田小姐只是在20年

前见过一面。

○ こんな難しい曲は弾けませんよ。 ギターは20年前に習ったきりですか

ら。 (★)/这么难的曲子我不会弹。我只是在20年前学过吉他。

○3年前にヒット曲を出したきり、 彼女はテレビから消えた。 /自从3年前出

过一首畅销曲后,就再也没有在电视里看过她的演唱了。

1.也可以用「これっきり」 「それっきり」 「あれっきり」的形式,起到接续词

的作用。

○ 本
ほん

田
だ

さんとは20年前に一度会って、 それっきり会っていない。 /跟本田

小姐只是在20年前见过一面。从那以后就再也没有见过面。

○3年前にヒット曲を出したが、 それっきり、 彼女はテレビから消えた。/3
年前出过一首畅销曲。从那以后就再也没有在电视里看过她的演唱了。

2.助词「は、 が、 を、 の」只能置于「きり」的后面,而助词「に、 へ、 と、 か

ら、 まで」既可以置于「きり」的前面也可以置于「きり」的后面。

○ 子供たちが結婚して別
べつ

々
べつ

の所で暮らしているから、 今は夫
ふう

婦
ふ

二人きり

の生活だ。 /孩子们都已经成家,住在不同的地方,所以现在只有我们老

夫妻俩在一起过日子。

○ 先日、 わたしは東京へきり/きりへしか行かなかった。 ほかのところ

へは行っていない。 /前几天我只去过东京,没有去过别的地方。

3.「～きりで」和「～できり」语法意义不尽相同,但考题一般不会涉及它们

的异同。有兴趣的学习者可参考拙著 N3语法中的「～だけで」和「～でだ

け」的用法,也可参考其他日语语法书。
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2.くせに/くせして(接续助词)

接续:名词「の形」+くせに/くせして

ナ形容词「な形」+くせに/くせして

イ形容词「辞书形」+くせに/くせして

动词「辞书形」+くせに/くせして

各词类「た形」+くせに/くせして

意义:

1.跟「～のに」(⇒N4)的语法意义类似,指出前项和后项不吻合的事实,多用于

说话人指责、批评某主体。「くせして」跟「くせに」相同,但语气更随和一些。

“可是……”、“明明……却……”。

○ うちの主人は年のくせして若者の服を着たがるの。 /我老公都一大把年纪

了,却也想穿年轻人常穿的衣服。

○ 音
おん

痴
ち

のくせに、 カラオケ大会によく出る。 /唱歌五音不全,还常去参加卡

拉 OK大奖赛。

○ お金もないくせに、 これもほしい、 あれもほしいなんて人に笑われる

よ。 /兜里没钱,却这也想要,那也想要,你这样会被人笑话的。

○ 姉は食事のことで文句ばかり言っているくせに、 自分では何も作らな

い。 (★)/我姐姐她自己不肯动手做,却老是对别人烧的饭菜挑毛拣刺。

2.作为倒装句,「くせに」也可以用来结束句子,起到语气助词的作用。「くせし

て」无此用法。

○ 父はよくカラオケに行く。 歌が下手なくせに。 /我爸爸老是去 K 歌。他那

个破嗓子……

○ 黙っていなさい。 何も知らないくせに。 /给我闭嘴。明明一无所知却要……

○ こんな易しいことも分からないの？大学を出たくせに。 /这么简单的道理

都不懂吗?亏你还上过大学呢!

3.こと(语气助词)

接续:(1)名词「辞书形」+こと

ナ形容词「辞书形」+こと

ナ形容词「な形」+こと
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イ形容词「辞书形」+こと

动词「辞书形」+こと

各词类「た形」＋こと

礼貌体(です/ます)＋こと

意义:表示感叹、惊讶等心情。主要为女性用语。

○ まあ、 なんてきれいな夕
ゆう

焼
や

けだこと。 (★)/哇塞,多么漂亮的晚霞啊。

○ お見
み

合
あ

いなんて嫌なこと。 お父さんもお母さんも古いのよ。 /我最讨厌相

亲了。老爸老妈,你们也太落伍了吧。

○ まあ、 飛行機、 速いこと。 もう着いちゃったの。 /啊,飞机好快呀。一眨眼

就到目的地了。

○ 日
にっ

光
こう

はなんと美しいですこと。 /旅游胜地“日光”多美啊。

○ クミさんは前よりずいぶんスマートになりましたことね。 /久美,你比以

前苗条多了。

接续:(2)名词「の形」＋こと

ナ形容词「な形」＋こと

イ形容词「辞书形」+こと

动词「辞书形」+こと

各词类「た形」＋こと

意义:用「～ことよ」 「～ことね」的形式表示委婉的断定,有时带有提醒的

语气。

○ まあ、 気持ちは最
さい

高
こう

のことよ。 /我可开心呢。

○ 日
にっ

光
こう

の景色はきれいなことよ。 /旅游胜地“日光”可美呢。

○ この本、 おもしろいことよ。 /这本书,可好看呢。

○ 先生の言うことはよく聞くことよ。 ほら、 廊下を走らないことね。 /可要

好好听老师的话哦。不要在走廊奔跑嘛。

○ レポートはもう出したことよ。 /报告我已经交上去了哦。

接续:(3)イ形容词(いい)+こと

各词类「ない形」+こと

意义:跟语气助词「か」(⇒N5)的意思基本相同,读升调,表示疑问,用于向对方

提问或征求对方同意,有时也带有劝诱的语气,主要为女性用语。
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○ そうやってダイエットしているの？それでいいこと？/你就那么在减肥

吗?那样做会有效果吗?

○ あの花、 桜じゃないこと？/那种花就是樱花吧。

○ この洋服、 変じゃないこと？/这件西服的款式有点奇特吧。

○ もう少し召し上がりませんこと？/你不再吃点吗?

接续:(4)动词「辞书形」+こと

动词「ない形」+こと

意义:表示命令,主要为书面语,一般不跟其他语气助词重叠使用。

○ この薬の取
と

り 扱
あつか

いに気を付けること。 /要正确服用这个药物。

○ レポートは手
て

書
が

きでも可
か

。 ただし、 きれいに書くこと。 (★)/报告可以用

手写,但字体必须保持工整、整洁。

○ 展
てん

示
じ

してある絵には、 決
けっ

して触
ふ

れないこと。 (★)/不要触摸正在展示的绘

画作品。

4.ぜ(语气助词)

接续:句子普通体或礼貌体+ぜ

意义:

1.跟「よ」(⇒N4)的意思类似,用于叮嘱、提醒对方。男性用语。

○ Ａ:ちょっと銀行へ行ってくるわ。 /我去一下银行就回来。

Ｂ:だめだよ。 今日は銀行は休みだぜ。 /别去了。今天银行休息。

○ その機械に触
さわ

るな。 危ないぜ。 /别碰那台机器。危险。

○ Ａ:例の事、 頼むぜ。 /那件事情,就拜托你了。

Ｂ:分かってるよ。 /明白。

○ 雨が降りそうだ。 早く出かけようぜ。 /快要下雨了。还是早点走吧。

2.用于唤起对方注意,含有轻视或警告对方的语气。

○ そんなことをするなんて、 ごめんだぜ。 /那种事我可不干。

○ 君はできないって言うが、 ぼくにはすぐできるぜ。 /你说你不会做,可我

立马可以完成。

○ そんなに隠
かく

しても、 もうみんなが知っていますぜ。 /你怎么隐瞒也没用,

大家都已经知道了。
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5.ぞ(语气助词)

接续:句子普通体或礼貌体+ぞ

意义:

1.跟「ぜ」基本相同,用于叮嘱、提醒对方。男性用语。

○ おい、 もう時間だぞ。 はやく起きろ。 /喂,时间不早了,快起床!

○ そんなこと、 いやだぞ。 絶対やらない。 /那种事情我可不喜欢。绝对不做。

○ これ、 おいしいぞ。 一つ食べてみて。 /这个可好吃呢。来一个吧。

○ おい、 スピードを落とせ。 子どもが道を渡るぞ。 /喂,车子开慢点。有个孩

子正要过马路呢。

○ 今度間違えたら 承
しょう

知
ち

しませんぞ。 気をつけてくださいね。 /如果这次又

出差错的话我可不饶你。当心点哦。

2.用于自言自语的场合,表示判断、决心等意思。

○ あ、 チャンスだぞ。 /啊,机会来了。

○ あいつ、 嫌いだぞ。 二度と付き合うまい。 /那个家伙,很令人讨厌。再也不

跟他交往了。

○ 今度こそ、 相手に負けないぞ。 /这次我一定不能输给对方。

○ あれ、 この機械、 おかしいぞ。 あ、 止まっちゃった。 /啊,这机器的运转有

点怪嘛。哎呀,停了。

6.だけ(副助词)

接续:(1)名词+がほしいだけ

动词「连用形」+たいだけ

意义:表示将事情做到尽兴为止,即想怎么做就怎么做。使用动词时,一般将动

词重复使用。

○ 小さいころ、 ほしいだけ親から玩具を買ってもらった。 /小时候,父母尽

量满足我,给我买我想要的玩具。

○ 彼は言いたいだけ言って、 さっさと出て行った。 /他一股脑儿地把想说的

说完后,立马离开了。

○ テーブルの上の物は食べたいだけ食べてもいいのです。 /饭桌上的食物,

你想吃多少就尽管吃吧。
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○ 手に入る自然を利用したいだけ利用するという考えは大
おお

間違いだ。 /想为

所欲为地利用大自然,真是大错特错。

○ 夏休みにおばあさんのところで遊びたいだけ遊んでいた。 /暑假里我在外

婆家玩了个够。

也有「好きなだけ」的用法,但其他能用的ナ形容词极少。

○ そこのお菓子、 好きなだけ、 持って行っていいよ。 /那里的糕点,你喜

欢吃多少尽管带走吧。

接续:(2)可能动词「辞书形」+だけ

意义:将动词重复使用,表示最大程度地做某事情。“尽量……”、“尽可能……”。

○ 冷蔵庫の食べ物は持てるだけ持って行ってもいいよ。 /冰箱里的食物你能

拿多少就带走多少吧。

○ あちこちからお金を借りられるだけ借りて家を買った。 /能借到的我都借

了,终于凑足了钱买了房子。

○ 彼女を待てるだけ待ったが、 結局ほかの男と結婚した。 /尽管我耐着性子

等了她很久,但是结果她还是跟别的男人结婚了。

○ がんばれるだけがんばって、 ついに部長になった。 /拼命努力,终于当上

了部长。

接续:(3)动词「辞书形」+だけの+名词

意义:表示达到足以做该动作的程度。“足以……”。

○ 妻に本当のことを言うだけの勇
ゆう

気
き

もなかった。 /我连向妻子说出真相的勇

气都没有。

○ 今日は全然出かける気がしない。 財布にコーヒーを一杯飲むだけの金も

ないから。 /今天我不想出门。因为我口袋里连足以喝杯咖啡的钱都没有。

○ きっとみんなを驚かせるだけの成績を取ってみせる。 /我发誓,一定要取

得足以让众人吃惊的成绩。

○ あなたはわたしを 養
やしな

うだけの経済力がありますか。 /你具备足以养活我

的财力吗?

○ 残念ながら、 あなたには私の結婚相手になるだけの魅
み

力
りょく

がありませ

ん。 /很遗憾,你没有足以当我丈夫的魅力。
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接续:(4)动词「た形」+だけ

动词「ば形」+それだけ

动词「た形」+ら、 それだけ

意义:表示后项随着前项成比例地发生相应的变化。“随之……”、“相应地

……”。

○ がんばっただけ(＝がんばったら、 それだけ)効
こう

率
りつ

が上がる。 /付出多大的

努力,效率就会有多大的提高。

○ 勉強しただけ(＝勉強したら、 それだけ)成
せい

果
か

があった。 /因为用功了,所

以成绩显著。

○ 私立の学校は学生が減れば、 それだけ収入が減るわけだから、 経営が苦
くる

しくなるのも当然だ。 /在私立学校,如果学生数量减少,学校的收入也会相

应地减少,当然经营就会发生困难。

7.たまえ(语气助词)

接续:动词「连用形」+たまえ

意义:表示命令,但语气较柔和,主要用于成年男性对同辈或后辈说话时,接近

「～なさい」(⇒N5)的语气。

○ ぼくの所へ来たまえ。 話があるから。 /你到我这里来一下。我有话跟你说。

○ 自分の言いたいことははっきり言いたまえ。 /想说什么你就说清楚。

○ 君たち、 よく聞きたまえ。 わが社は不
ふ

景
けい

気
き

が続いてきてさ……。 /各位,

请大家好好听着。由于我们公司的业绩一直不好……

○ そんなにほしいなら、 全部持って行きたまえ、 と彼はあの子に言った。 /

他对那个孩子说道:“既然那么想要,你都拿去吧。”

8.っけ(语气助词)

接续:助动词「だ」+っけ

助动词「た」+っけ

意义:

1.用于回忆,多用于自言自语中。「っけ」只用于口语表达。

○ この前の日曜日、 雨でしたっけ。 はっきり覚えていませんけど。 /上星期

天,是不是下过雨?我有些记不清了。
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○ 子どものとき、 野菜が嫌いでしたっけ。 /我小时候好像不喜欢吃蔬菜。

○ 去年の忘
ぼう

年
ねん

会
かい

って、 本当に楽しかったっけ。 /我记得去年的忘年会开得挺

开心的。

2.表示疑问,并希望对方证实自己模糊的记忆是否正确。

○ Ａ:会議は何時からだったっけ？/会议几点钟开始?

Ｂ:また忘れたの？/你怎么又忘了?

○ Ａ:あら、 これ、 なんていう花だったっけ。 /哎呀,这叫什么花来着?

Ｂ:ジャスミンというの。 /叫“茉莉花”。

○ Ａ:あの人、 だれだっけ。 あいさつしてるけど。 /那个人是谁呀,在跟我们

打招呼呢。

Ｂ:あら、 知らなかったっけ。 クリーニング屋の石
いし

川
かわ

さんよ。 /怎么?你不

认识?是干洗店的石川。

○ Ａ:明日、 田中さんも来るんでしたっけ？/我好 像 记 得 明 天 田 中 也 要

来,是吧。

Ｂ:はい、 いらっしゃいます。 /是啊。他是要来的。

○ Ａ:ねえ、 子どものころ、 私たちはよくこの川で泳いだっけ。 /我说,我们

小时候是不是常在这条河里游泳?

Ｂ:ええ。 /是啊。

9.ったら(副助词)

接续:(1)名词+たら/ったら

意义:多数接在人称代词后面,偶尔也接在物品后面。「たら/ったら」跟「は」的

语法意义类似,即用于提示话题,但含有指责、埋怨等语气,所以后项多

为负面内容。主要为女性或少儿用语。

○ Ａ:また騙
だま

されたって？君は。 /什么?你又被骗了?

Ｂ:ぼくったら、 ばかだな。 /我这人怎么这么傻呀。

○ Ａ:ああ、 人
じん

生
せい

は実につまんないなあ。 /啊,人生真的好无聊啊。

Ｂ:あなたたら/ったら、 なに考えてるの？/我说你呀,在想些什么呢!

○ Ａ:君ったら、 また遅れたね。 /我说你呀,怎么又迟到了。

Ｂ:ごめん。 /对不起。

○ Ａ:おとうさんたら、 いつも帰りが遅いね。 /爸爸他老是很晚回家啊。
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Ｂ:しようがないわ。 仕事が多くてね。 /没办法。工作忙呗。

○ この車ったら、 また故障しちゃって。 もう！/这破车,又罢工了。

接续:(2)句子普通体+たら/ったら

意义:

1.接在句子的末尾,起到语气助词的作用,表示招呼并催促对方按照讲话人的

意志做某事。主要为女性或少儿用语。

○ これを買ってくださいよ。 おかあさんたら。 /快掏钱买下这个吧,我说我

的老妈呀。

○ ねえ、 わたしといっしょに行こうったら。 一人では寂しいから。 /我说,你

跟我一起去吧,因为我一个人去的话挺没劲的。

○ 山田君、 こっちへ来いったら。 話があるんだ。 /山田,你过来一下,我有话

跟你说。

○ ゲームをやめてったらやめてよ。 勉強しなさい。 /叫你别打游戏你就别再

打了。学习!

2.接在句子的末尾,接对方的话,用于对对方对自己的怀疑等表示强烈的不满。

“我不是回答过你……吗!”

○ Ａ:買い物は一人で大丈夫？/你一个人去买东西没问题吧。

Ｂ:うん。 /没问题。

Ａ:ほんとに大丈夫？/真的没问题?

Ｂ:大丈夫ったら。 それぐらいは何でもないからさ。 /我不是说过没问题

嘛。这对我来说是小事一桩。

○ Ａ:テレビ見ないで、 勉強しなさい。 わかったの？/别看电视了,快学习。

听见没有?

Ｂ:うん。 /知道了。

Ａ:ほんと？なぜ動かないの？/真的吗?你怎么还坐在那里不肯动?

Ｂ:わかったったら。 うるさいなあ、 かあさん。 /我不是说过知道了嘛!你

烦不烦,我说我的妈呀!

○ Ａ:あした、 迎えに来てね、 きっと。 /明天你一定要过来接我呀。

Ｂ:行くったら。 /放心好了,我会去的。
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前接单词的最后一个假名为「ん」时只能用「たら」。例如:「おかあさんた

ら、 おとうさんたら」等。其他场合「たら」 「ったら」均可用。例如:「わたし

たら/ったら、 あなたたら/ったら」等。

10.つつ(接续助词)

接续:(1)动词「连用形」+つつ

意义:跟「～ながら」(⇒N5)的语法意义相同,表示同一个人在同一时间点一边

做前项事情,一边做后项的事情。后面的动作为主要事项。书面语。“一边

……”、“……的同时”。

○ 車が多い市
し

街
がい

地
ち

で、 携帯電話をかけつつ、 車を運転するのは危険です。 /

在车水马龙的市区边打手机边开车,这很危险。

○ 一人で山道を歩きつつ、 これまでのこと、 これからのことをいろいろ考

えた。 /一个人一边在山路中行走着,一边想着过去和将来。

○ 遠くの山々と青
あお

空
ぞら

を眺
なが

めつつ、 露
ろ

天
てん

風
ぶ

呂
ろ

に入るのは最
さい

高
こう

の気分だ。 /一边

眺望着远山和蓝天,一边在露天浴场沐浴,那才是最高的享受。

接续:(2)动词「连用形」+つつ(も)

意义:跟「～ながら(も)」(⇒本书P.18)的语法意义相同,表示逆接,用来连接

内容相矛盾的前后项。“虽然……但是……”。

○ 健康のためには階段を使ったほうがいいと思いつつ、 ついエレベーター

に乗ってしまう。 (★)/虽然我也认为,爬楼梯对健康有益,但还是会不由自

主地选择乘电梯。

○ いつも迷惑を掛けていると知りつつも、 つい甘
あま

えてしまう。 (★)/虽然知

道总给人添麻烦,但最后还是接受了别人的好意。

○ 彼女は行くと言いつつ(も)、 決して行かないのだ。 /别听她嘴上说去,实

际上她绝对不会去的。

○ 戦争が始まると、 兵
へい

士
し

たちは家族に心を残しつつも、 故
こ

国
こく

を後にして

行った。 /战争一开始,那些士兵尽管牵挂着家人,但他们还是离开故土上了

战场。
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11.ってば(副助词)

接续:(1)名词+てば/ってば

意义:跟「たら/ったら」的语法意义相同,即用于提示话题。主要为女性或少儿

用语。

○ Ａ:また騙
だま

されたって？君は。 /什么?你又被骗了?

Ｂ:ぼくってば、 ばかだな。 /我这人怎么这么傻呀。

○ Ａ:ああ、 人生は実はつまんないなあ。 /啊,人生真的好无聊啊。

Ｂ:あなたてば/ってば、 なに考えてるの？/我说你呀,在想些什么呢!

接续:(2)句子普通体+てば/ってば

意义:

1.跟「たら/ったら」的语法意义相同,起到语气助词的作用,表示招呼并催促对

方按照讲话人的意志做某事情。主要为女性或少儿用语。

○ これを買ってくださいよ。 おかあさんてば。 /快掏钱买下这个吧,我说我

的老妈呀。

○ ねえ、 わたしといっしょに行こうってば。 一人では寂しいから。 /我说,你

跟我一起去吧,因为我一个人去的话挺没劲的。

2.跟「たら/ったら」的语法意义相同,接在句子的末尾。接对方的话,用于对对

方对自己的怀疑等表示强烈的不满。“我不是回答过你……吗!”

○ Ａ:買い物は一人で大丈夫？/你一个人去买东西没问题吧。

Ｂ:うん。 /没问题。

Ａ:ほんとに大丈夫？/真的没问题?

Ｂ:大丈夫ってば。 それぐらいは何でもないから。 /我不是说过没问题嘛。

这对我来说是小事一桩。

○ Ａ:テレビ見ないで、 勉強しなさい。 わかったの？/别看电视了,快学习。

听见没有?

Ｂ:うん。 /知道了。

Ａ:ほんと？なぜ動かないの？/真的吗?你怎么还坐在那里不肯动?

Ｂ:わかったってば。 うるさいなあ、 かあさん。 /我不是说过知道了嘛!你

烦不烦,我说我的妈呀!
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前接单词的最后一个假名为「ん」时只能用「てば」。例如:「おかあさんてば」

等。其他场合「てば」 「ってば」均可用。例如:「わたしてば/ってば」等。

12.ては(副助词)

接续:(1)动词+「て形」+は

意义:表示动作的反复,跟「～たびに」(⇒N3)的语法意义类似,表示每次做前

项的时候都会出现后项。“每次……”、“每每……”。

○ 彼はぼくの顔を見ては文
もん

句
く

を言うんだ。 /他每次见到我都会发牢骚。

○ 梅
つ

雨
ゆ

は雨が降っては上がるという天気が連
れん

続
ぞく

する時期です。 /梅雨时期,

雨停停下下、下下停停的日子特别多。

○ おじいさんは隙
すき

を見ては、 若い頃の話をしてくれた。 /我爷爷他一有空就

给我讲述他年轻时期的故事。

○ 彼は外国から帰っては聞いたことと見たことを話してくれる。/他每次从

外国回来,都会给我讲述他的所见所闻。

接续:(2)动词+「て形」+は、动词+「て形」+は

意义:表示动作的反复,可以是相同动词的重复使用,也可以是同类动词的交替

使用。“……又……”。

○ 失敗してはやり、 やっては失敗して、 とうとう成功した。 /失败了再干,

失败了再干,最后终于取得了成功。

○ 休み中、 食べては眠り、 食べては眠りの連
れん

続
ぞく

で、 すっかり太ってしまっ

た。 (★)/休假的时候,我是吃了又睡,睡了又吃,结果成“肥肥”了。

○ 作っては壊し、 壊しては作り、 何度も繰
く

り返
かえ

した末に、 ようやく満
まん

足
ぞく

し

た玩具の車ができあがった。 /我是做了又拆,拆了再做。就这样反反复复地

做,最后终于做成功了一辆像模像样的玩具汽车。

13.どころか(接续助词)

接续:(1)名词+どころか

ナ形容词词干+どころか
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ナ形容词「な形」+どころか

イ形容词「辞书形」+どころか

动词「辞书形」+どころか

意义:肯定式作谓语,表示根本就不是前项,而恰恰是相反的后项。用于从根本

上推翻说话人的预想或问话人的期待。“哪里是……甚至……”。

○ 妊
にん

娠
しん

中
ちゅう

の妻は一人分どころか、 三人分ぐらい食べるようになった。 /怀孕

中的妻子饭量大增。不是一个人的饭量,而是相当于三个人的饭量。

○ 彼女は静かなどころか、 うるさくておしゃべりだ。 /她根本不是一个安静

的女人,而是一个话匣子。

○ 今年は寒いどころか、 暖かい一
ひと

冬
ふゆ

だったのよ。 /今年哪里算得上冷,而是

一个暖冬啊。

○ 土、 日に休むどころか、 毎日残業させられている。 /星期六和星期天也不

能休息,每天被迫加班。

接续:(2)名词+どころか～も～ない

ナ形容词词干+どころか～も～ない

ナ形容词「な形」+どころか～も～ない

イ形容词「辞书形」+どころか～も～ない

动词「辞书形」+どころか～も～ない

意义:否定式作谓语,表示别说是前项,就连有可能出现的或最起码、最低标准

的后项都没有出现的意思。“别说是……就连……也没……”。

○ 最近は多
た

忙
ぼう

で、 旅行どころかコンサートに行く暇もない。 (★)/最近很

忙,别说是去旅行,就连看场音乐会的空闲时间都没有。

○ あそこは便利などころか、 バスも通っていないのよ。 /那一带哪里谈得上

便利,就连公交车都没开通。

○ おいしいどころか、 まずくて喉を通らないほどだった。 /哪里谈得上好

吃,难吃得难以下咽。

○ 最近の飼
か

い猫
ねこ

は 鼠
ねずみ

を取るどころか、 怖がって近づきもしないそうだ。 /

最近养的猫,别提指望它抓老鼠了,相反见到老鼠后吓得都不敢靠近。

接续:(3)名词+どころ(の話)ではない

动词「辞书形」+どころ(の話)ではない
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意义:表示因为受前项的影响,目前不能进行某项事情或不是进行某项事情的

最佳时机。“哪儿谈得上……”、“根本不是……时候”。

○ Ａ:先週、 海
かい

水
すい

浴
よく

に行きましたか。 /上周你去洗海水浴了吗?

Ｂ:天気が悪くて、 海水浴どころの話ではなかった。 /那种坏天气还谈什

么海水浴哟。

○ 先週は試験勉強どころではなかった。 毎日、 送
そう

別
べつ

会
かい

や歓
かん

迎
げい

会
かい

で夜遅くま

で帰れなかった。 (★)/上周根本没有时间做考前复习。每天因送别会和欢

迎会等忙得很晚才能回家。

○ 今年の夏休みは旅行どころではなかった。 というのは、 父が病気で入院

してしまったからだ。 (★)/今年暑假哪里有时间旅行啊。因为父亲生病住

院了。

○ せっかく古い友達が尋ねてきたのに、 仕事に追われていっしょに酒を飲む

どころではなかった。 (★)/老朋友难得来一次,可是每天忙于工作,根本没

有时间一起去喝酒。

也说「～どころの騒
さわ

ぎではない」,意思跟「～どころの話ではない」相同。

○ このごろ、 毎日試験勉強に忙しくて、 テレビゲームどころの騒ぎでは

ない。 /最近,因为忙于考前复习,所以根本没有时间玩电玩。

14.とは(副助词)

接续:(1)句子普通体+とは(驚く、 信じられない)

意义:跟「なんて」(⇒N3)的意思基本相同,表示后续词的内容,用于惊讶、感叹

的场合。“竟然……”。

○ 早く病院に行きなさいと何度注意しただろう。 手
て

遅
おく

れだったとは本当に

残念だ。 /我不是跟你说过好几次了嘛,叫你早点上医院。现在已经为时已

晚,多遗憾啊。

○ 見かけはかわいい女の子なのに、 不
ふ

良
りょう

少
しょう

女
じょ

(だ)とは思わなかった。 /外

表长得倒挺可爱的,可万万没想到竟然是个不良女孩。

○ 戦争中の庶
しょ

民
みん

の生活はそんなに悲惨だとは本当に驚いた。 /战乱中的百姓

生活竟然如此悲惨,真令人惊愕。

○ 先生が我々の運動を支援してくださるとは 心
こころ

強
づよ

い。 (★)/老师竟然也为
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我们的活动加油鼓劲,这使我们的勇气倍增。

接续:(2)句子普通体+とは

意义:置于句子的末尾,起到语气助词的语法作用。可以看做是省略了「とは」后

面的词语。“竟然……”。

○ 江
え

戸
ど

っ子
こ

なのに、 東京のことをあまり知らないとは。 /作为一个土生土长

的东京人,竟然对东京那么不了解。

○ 今日が私の誕生日だということを覚えていてくださったとは……。 /您竟

然还记得今天是我的生日……

○ 店長が客にそんなことを言うとは。 この店は店長も店長なら、 店員も店

員で、 いい加
か

減
げん

な人ばかりだ。 /身为店长竟然说出那样的话。这家店的店

长太过分,店员也有问题,没有一个正经人。

15.とも(接续助词)

接续:イ形容词「く形」+とも

意义:副助词「とも」用于对数量、程度的估计。或是最高,或是最低,或是最多,

或是最少等。不过能用的イ形容词很有限,多为固定用法。

○ それを買うなら、 多くとも1万円ぐらいだろう。 /如果要买那个,最多也就

万把日元吧。

○ うちから学校まで歩いて行くと、 少なくとも三十分ぐらいはかかりま

す。 /从我家到学校至少需要步行三十分钟。

○ まだはっきり決まっていませんが、 早くとも今月の20日には国へ帰りま

す。 /虽然还没有明确定下来,但最早在本月20号之前回国。

○ まだはっきり決まっていませんが、 遅くとも今月の20日には国へ帰りま

す。 /虽然还没有明确定下来,但最晚在本月20号之前回国。

16.とも(语气助词)

接续:句子普通体或礼貌体+とも

意义:用于确信度很高的断定,认为理所当然是那样的。「とも」只用于口语。“当

然……”。

○ Ａ:それをくれる？ほんと？/那个真的送给我吗?
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Ｂ:ほんとだとも/そうですとも。 /当然。

○ Ａ:案内してくれない？/你带我去好吗?

Ｂ:いいとも。 /当然可以。

○ Ａ:それ、 貸してもらっていいですか。 /那个,我可以借用一下吗?

Ｂ:ええ、 結構ですとも。 /行,当然没问题。

○ Ａ:明日、 おばあさんのとこ、 行くかい？/明天,我们去奶奶家吗?

Ｂ:行くとも。 /当然去。

17.ながら(も)(接续助词)

接续:名词(+であり)+ながら(も)

ナ形容词词干(+であり)+ながら(も)

イ形容词「辞书形」+ながら(も)

动词「连用形」+ながら(も)

意义:表示转折,跟「が/けれども/のに」的语法意义类似,后项多为意外的结

果。“虽然……但是……”。

○ 一
いっ

歩
ぽ

一
いっ

歩
ぽ

(であり)ながらも、 少しずつ目的に近づいている。 /虽然速度不

快,但正一点点地接近目标。

○ 全
ぜん

力
りょく

を出しましたが、 残念ながら、 優
ゆう

勝
しょう

できませんでした。 (★)/虽然

竭尽全力拼搏,但是很遗憾,最终没有获得冠军。

○ 忙しいながらも、 楽しい毎日を送っております。 /虽然很忙,但是每天都

很快乐。

○ 様々な苦難にあいながらも、 諦めないで最後までやりぬいた。 (★)/尽管

遇到过种种困难,但没有放弃,而是坚持到了最后。

○ いっしょに暮らしていながら、 互いの事に無関心だ。 /虽然同在一个屋檐

下,却形同陌路。

18.に(副助词)

接续:(1)名词+に

意义:跟「と」(⇒N5)的语法意义类似,表示同类物品的叠加。“和……”。

○ 冬は毎日機械 油
あぶら

で汚した作
さ

業
ぎょう

服
ふく

に長
なが

靴
ぐつ

を履いてる。 /冬天每天穿着油腻

的工作服和高帮鞋子。
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○ 長い髪の毛にコートのボタンを外
はず

している彼の格
かっ

好
こう

は芸
げい

術
じゅつ

家
か

らしい。 /

他散开长发,解开风衣的纽扣,颇具艺术家的风采。

○ ビニールハウスには、 トマトにキュウリにピーマンといった野菜が植え

てある。 /塑料大棚里种植了诸如番茄啦,黄瓜啦,青椒啦等蔬菜。

○ 失敗に苦労を繰
く

り返
かえ

しているうちに、 ついに成功した。 /屡次的失败,加

上不知疲倦的辛劳,最后终于取得了成功。

接续:(2)动词「连用形」+に+同一动词

意义:重复同一动词,用于强调所说的动作、作用的程度非常激烈。多用于讲述

过去的事情。“……了又……”、“经过再三……”。

○ 待ちに待った給料日がやっとやってきた。 /盼望已久的薪水日终于来了。

○ あんまり悲しんで、 おかあさんは泣きに泣いた。 /由于太悲伤,妈妈她哭

得死去活来。

○ バスが遅れに遅れたので、 やむをえずタクシーを拾った。 /因为公交车迟

迟不来,所以只好拦了一辆出租车。

○ 焦
あせ

りに焦
あせ

って答案用紙に名前を書くのを忘れた。 /由于急躁,结果竟然忘

记在答卷上写名字。

19.のみ(副助词)

接续:(1)名词+のみ

意义:跟「だけ」(⇒N5)的语法意义基本相同,用于限定。常跟副词「ただ」 「単
たん

に」等一起使用。否定形式为「～のみではない」。“仅仅……”、“只……”。

○ 辺りは静まって、 ただ虫の鳴き声のみ(が)聞こえる。 /周围十分静谧,只

听得见虫鸣声。

○ 人間の価値はただ学歴のみで、 判断するべきじゃない。 /不能仅仅靠学历

来判断一个人的价值。

○ この商品は限定販売につき、 招待券をお持ちのお客様のみに限ってさし

あげます。 /因为本商品限量供应,所以只卖给持有供应券的顾客。

○ このクラスを開く目的は単
たん

に試験のためのみではない。 /开设这个班的目

的,不仅仅是为了考试。

接续:(2)动词「辞书形」+のみだ
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名词+あるのみだ

意义:跟「だけ」(⇒N3)的语法意义基本相同,表示“没有别的选择,该做的只有

这个”的意思。常跟副词「ただ」 「単
たん

に」等一起使用。“只有……”。

○ 事故はあまりにも突然で、 私は何もできず、 ただ呆
ぼう

然
ぜん

とするのみだっ

た。 (★)/由于事故发生得太突然,我不知道怎么办才好,只是傻呆呆地站在

那儿。

○ 一
いっ

歩
ぽ

も後
こう

退
たい

はできない。 ただ前
ぜん

進
しん

あるのみだ。 (★)/一步也不能后退。只

有前进。

○ 成功するためには、 ひたすら努力あるのみだ。 /要想成功,只有努力一条路。

20.ばかり(副助词)

接续:(1)动词「辞书形」+ばかりだ

意义:跟「～一方だ」(⇒本书P.38)的语法意义基本相同,表示某种事态朝着不

理想的方向发展。“越来越……”、“越发……”。

○ 今年の8月になってから、 売り上げが下がるばかりで心配してならな

い。 /进入今年8月份,销售额直线下降,令人担心。

○ 工場が移ってきた頃から、 この川の水は汚くなるばかりだ。 /自从工厂搬

到这里来以后,这条河的河水越来越脏了。

○ このごろ、 物
ぶっ

価
か

が上がるばかりで、 生活費も1ヶ月15万円もかかる。 /近

期,物价一个劲地涨,现在每月的生活费竟然需要15万日元。

接续:(2)动词「た形」+ばかり(の+名词)だった

意义:表示过去的动作或状态的反复或持续。“一个劲地……”。

○ 彼の話は非常に感動的で、 聞いている人すべてが涙を浮かべたばかりだ

った。 (★)/他说的故事非常感人,现场所有人都受到感染而一个劲地流泪。

○ 過
か

去
こ

の30年の間は、 都市部と農村部との差が開いたばかりだった。 /在过

去的30年间,城乡差距在一个劲地拉大。

○ 解
かい

放
ほう

された数人の人
ひと

質
じち

は体を震
ふる

わせて、 驚いたばかりの表情だった。 /被

解救出来的几个人质,他们全身发抖,一脸惊魂未定的表情。

接续:(3)动词「辞书形」+ばかりになっている

意义:表示马上就要出现的状况。“马上就要……”、“即将……”。



21　　　

○ 期末試験が終わって、 卒業するばかりになっている。 /期末考试已经结

束,马上就要毕业了。

○ 用意ができて、 すぐにも出かけるばかりになっている。 /都已经准备就

绪,只等出发。

○ 米は炊
すい

飯
はん

器
き

に入れてある。 スイッチを入れるばかりになっている。 /大米

已经放入了电饭锅,只等通电烧饭。

21.ものか(语气助词)

接续:ナ形容词「な形」+ものか

イ形容词「辞书形」+ものか

动词「辞书形」+ものか

意义:读降调,以反问的形式表示强烈的否定。男性多用「ものか」,而女性多用

「ものですか」。在比较随意的对话中,还可以用「もんか」。“怎能……”、

“怎么会……”、“难道……吗”。

○ 私が歌が上手ですって？上手なものですか。 あなたのほうがずっと上手

ですよ。 (★)/你说我歌唱得好?好什么呀。你比我好多了。

○ 日本の交通費は安いものか、 けっこうかかるよ。 /日本的交通费怎么会便

宜呢?花费可多呢。

○ あんな高いレストランには2度と行くものか。 (★)/价格那么贵的餐厅,我

再也不去了。

○ Ａ:藤
ふじ

井
い

さんが一番になったそうね。 /听说藤井她得了第一名。

Ｂ:そんなことがあるものですか。 何かの間違いでしょう。 /绝对不可能。

估计是搞错了。

22.もので(接续助词)

接续:名词「な形」+もので

ナ形容词「な形」+もので

イ形容词「辞书形」+もので

动词「辞书形」+もので

各词类「た形」+もので

意义:跟「～ものだから」(⇒N3)的语法意义类似,表示原因,语气比较强烈。在
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比较随意的对话中,还可以用「もんで」。“因为……”。

○ 門
もん

限
げん

は10時なもので、 それまでに寮に戻らなければならない。 /因为10点

钟要关大门,所以我必须在此之前回宿舍。

○ 世の中には貧
びん

困
こん

なもので、 学校へ行けない子がまだいる。 /这世上,还有

因为生活贫困上不起学的孩子。

○ 忙しかったもので、 ついお電話をするのを忘れてしまいました。 /因为太

忙,忘记给您打电话了。

○ なにしろ、 休日も休めないもんで、 子供たちは怒っている。 /节假日都不

能休息,为此孩子们生气了。

○ 私の前を走っている自動車が急に止まったもので、 ぶつかってしまっ

た。 /因为在我前面行驶的车突然停下来了,所以撞上了。

23.ものなら(接续助词)

接续:(1)可能动词「辞书形」+ものなら

意义:用于假设本来很难实现的事情真能实现的话,在此条件下去做后项。后项

多用表示尝试或愿望、期待等意义的表达形式。在比较随意的对话中,还

可以用「もんなら」。“如果能……”。

○ 少年時代に戻れるものなら戻ってみたい。 (★)/如果能回到少年时代的

话,真想回去啊。

○ あの日の記憶を消せるものなら消してしまいたい。 (★)/如果能有办法抹

去那天的记忆,真想把它抹去。

○ Ａ:この歌、 歌えるもんなら、 歌ってごらん。 /这首歌,如果你会唱的话,

就唱唱看吧。

Ｂ:残念ながら、 メロディー覚えてるけど、 歌
か

詞
し

忘れたの。 /不好意思,虽

然还记得旋律,但忘记了歌词。

○ できるものなら、 私も彼女と同じように遊んで暮
く

らしたい。 /如果有可能

的话,我也想和她一样吃喝玩乐地过日子。

接续:(2)动词「う形」+ものなら

意义:表示万一做了本不该做的事情或出现本不该出现的事情,就会产生严重

后果。“如果……的话”。

○ あの人に発
はつ

言
げん

させようものなら、 一人で何時間でもしゃべっているだろ
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う。 (★)/如果让他发言的话,那他一个人恐怕会唠叨几个小时吧。

○ ちょっとでも間違いをしようものなら、 上司にひどく怒られる。 (★)/只

要出一点点差错,就会遭到上司的严厉训斥。

○ 近頃は、 レストランなどで騒ぐ子どもをしかろうものなら、 逆にこちら

がその親に文句を言われてしまう。 (★)/最近,要是见了在饭店等场合打

打闹闹的孩子而说他们几句的话,反而会遭到孩子家长的数落。

24.ものの(接续助词)

接续:名词+であるものの

ナ形容词「な形」+ものの

イ形容词「辞书形」+ものの

动词「辞书形」+ものの

各词类「た形」+ものの

意义:表示后项的结果并不顺应前项的事实发展。“虽然……但是”。

○ いい天気であるものの、 北
きた

風
かぜ

が強いから、 気温は上がらないでしょう。 /

虽然天气晴朗,但是因为北风很大,所以气温不会升高吧。

○ 彼女は歌が下手なものの、 歌手になる夢を見ているようだ。 /虽然歌唱得

不好,但是好像她还是梦想着当歌手。

○ 値段が高いものの、 珍しいものだから、 よく売れた。 /虽然价格不菲,但

是因为是稀罕物,所以很畅销。

○ あの映画は一度見たものの、 話の筋
すじ

がまったく分からなかった。 (★)/那

部电影虽然看过一次,但是完全看不懂电影想说什么。

25.や(副助词)

接续:数量词+や+数量词

意义:多使用「1+量词や2+量词」的形式,列举大约的数量,并表示那不是什么

大不了的数量。“……或……”、“……到……”。

○ 日本へは1回や2回行ったことがある。 /我只去过一两次日本。

○1年や2年はすぐに過ぎてしまうよ。 /一到两年的时间很快就过去了。

○ 娘もこんな年なんだから、 ボーイフレンドが1人や2人いてもおかしくな

い。 /我们家的闺女也已经老大不小了,所以有一到两个男朋友也不足为奇。






