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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.こそ(副助词) 2……………………………………………………

2.こととて(接续助词) 5……………………………………………

3.すら(副助词) 5……………………………………………………

4.だに(副助词) 7……………………………………………………

5.だの(副助词) 7……………………………………………………

6.とて(副助词) 10…………………………………………………

7.とも(接续助词) 11………………………………………………

8.ながら(接续助词) 12……………………………………………

9.なり(接续助词) 12………………………………………………

10.なり/なりと/なりとも(副助词) 13……………………………

11.なぞ/なんぞ(副助词) 16………………………………………

12.に(格助词) 17……………………………………………………

13.の(副助词) 17……………………………………………………

14.ばかり(副助词) 19………………………………………………

15.まで(副助词) 19…………………………………………………

16.ものを(接续助词) 20……………………………………………

17.や/やいなや(接续助词) 21……………………………………

18.ゆえ(接续助词) 22………………………………………………

第二章　助动词

　　　　　1.ごとし(比况助动词) 24…………………………………………

2.ざり(否定助动词) 26……………………………………………

3.しめる(使役助动词) 27…………………………………………

4.たり(断定助动词) 27……………………………………………

5.なり(断定助动词) 29……………………………………………

6.べし(推量助动词) 30……………………………………………

7.まじ(推量助动词) 32……………………………………………
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第三章　功能用语·句型

　　　　　1.～暁に(は) 36……………………………………………………

2.～あっての/てのこと/てのもの 36………………………………

3.～以外の何物でもない 37………………………………………

4.～いかん 37………………………………………………………

5.～いざとなると/いざとなれば/いざとなったら 39……………

6.～一途を辿る 40…………………………………………………

7.～言わずもがな 40………………………………………………

8.～うちが 41………………………………………………………

9.～うらみがある 42………………………………………………

10.おいそれと(は)～ない 42………………………………………

11.～覚えはない 43…………………………………………………

12.～折 44……………………………………………………………

13.～が～だから 45…………………………………………………

14.～が～だけに 45…………………………………………………

15.～が～なら 46……………………………………………………

16.～かいがある/がいがある 47…………………………………

17.～か否か 47………………………………………………………

18.～がかる 48………………………………………………………

19.～限りだ 49………………………………………………………

20.～が最後/たら最後 49…………………………………………

21.～かたがた 51……………………………………………………

22.～かたわら 51……………………………………………………

23.～がてら 51………………………………………………………

24.～が早いか 52……………………………………………………

25.～がましい 52……………………………………………………

26.～がもとで 53……………………………………………………

27.～からある/からいる/からする/からの 53…………………

28.～からとて 54……………………………………………………

29.～かれ～かれ 55…………………………………………………

30.～かろう 55………………………………………………………

31.～きっての 56……………………………………………………
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32.～きらいがある 56………………………………………………

33.～極まる/極まりない 57………………………………………

34.～ぐるみ 57………………………………………………………

35.～越し 58…………………………………………………………

36.～こともあって/もあって 58……………………………………

37.～この上ない 59…………………………………………………

38.～このかた 59……………………………………………………

39.～さまさまだ 60…………………………………………………

40.～始末だ 60………………………………………………………

41.～じみる 61………………………………………………………

42.～所存です 61……………………………………………………

43.～ず～ず 62………………………………………………………

44.～ずくめ 63………………………………………………………

45.～ずじまい 63……………………………………………………

46.～ずとも 64………………………………………………………

47.～ずにはおかない/ないではおかない 64……………………

48.～ずにはすまない/ないではすまない 65……………………

49.～すべがない 66…………………………………………………

50.～節は 66…………………………………………………………

51.～損なう 67………………………………………………………

52.～そのもの 68……………………………………………………

53.～そばから 69……………………………………………………

54.～そびれる 69……………………………………………………

55.～だけましだ 69…………………………………………………

56.～ためしがない 70………………………………………………

57.～たものではない/たものでもない 70………………………

58.～たら～で/ば～で 71…………………………………………

59.～たらきりがない/ばきりがない/ときりがない 73…………

60.～たらしい 73……………………………………………………

61.～たりとも 74……………………………………………………

62.～たろう 74………………………………………………………

63.～つ～つ 75………………………………………………………
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64.～都度 75…………………………………………………………

65.～であれ 76………………………………………………………

66.～であれ～であれ 77……………………………………………

67.～ていたたまれない 77…………………………………………

68.～ていはしまいか 78……………………………………………

69.～てかかる 78……………………………………………………

70.～てしかるべき 79………………………………………………

71.～てのける 79……………………………………………………

72.～ではあるまいし/でもあるまいし 79………………………

73.～て(は)かなわない 80…………………………………………

74.～ではすまされない 81…………………………………………

75.～て(は)たまったものではない 81……………………………

76.～て(は)たまる(もの)か 82……………………………………

77.～ではなかろうか 83……………………………………………

78.～てはばからない 83……………………………………………

79.～て(は)やりきれない 84………………………………………

80.～て久しい 84……………………………………………………

81.～てまえ 85………………………………………………………

82.～ても差し支えない 86…………………………………………

83.～でもって 87……………………………………………………

84.～てもともとだ 87………………………………………………

85.～でもなんでもない/くもなんともない 88…………………

86.～ても無理もない/のも無理はない 89………………………

87.～てやまない 90…………………………………………………

88.～てよこす 90……………………………………………………

89.～とあいまって/もあいまって 91………………………………

90.～とあって 91……………………………………………………

91.～とあっては 92…………………………………………………

92.～とあれば 93……………………………………………………

93.～といい～といい 93……………………………………………

94.～という 94………………………………………………………

95.～というか/というか～というか/
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といおうか～といおうか 95……………………………………

96.～というところだ/といったところだ 96………………………

97.～というもの/てからというもの 97…………………………

98.～といえども 98…………………………………………………

99.～といったらありはしない/

といったらない/ったらない 98…………………………………

100.～といったら極まりない 100…………………………………

101.～といったらこの上ない 100…………………………………

102.～といって～ない 101…………………………………………

103.～といわず～といわず 102……………………………………

104.～どおし 102……………………………………………………

105.～と思いきや/とばかり思いきや 103………………………

106.～と来た日には 103……………………………………………

107.～とくると/ときたら/ときては 104…………………………

108.～ところを 104…………………………………………………

109.～としたことが 105……………………………………………

110.～としたところで 106…………………………………………

111.～として～ない 106……………………………………………

112.～となく 107……………………………………………………

113.～とは言い条 108………………………………………………

114.～とはいえ 108…………………………………………………

115.～と(は)打って変わる 109……………………………………

116.～とばかり(に) 109……………………………………………

117.～ともあろうものが 109………………………………………

118.～と目されている 110…………………………………………

119.～ともなく/ともなしに 110…………………………………

120.～ともなると/ともなれば 112………………………………

121.～ないまでも 112………………………………………………

122.～なくして(は)/ことなくして(は) 113……………………

123.～なくともいい/ずともいい 114……………………………

124.～なしで(は)/ことなしで(は) 114…………………………

125.～なしに(は)/ことなしに(は) 115…………………………
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126.～ならでは 116…………………………………………………

127.～なり 116………………………………………………………

128.～に値する 118…………………………………………………

129.～にあうと/にあったら/にあっては 118……………………

130.～にあって(は)/にあっても 119………………………………

131.～に至っては 120………………………………………………

132.～に至る 120……………………………………………………

133.～に負うところが大きい 122…………………………………

134.～にかかると/にかかっては/にかかったら 123……………

135.～にかこつけて(は) 123………………………………………

136.～にかたくない 123……………………………………………

137.～にかまけて 124………………………………………………

138.～に越したことはない 124……………………………………

139.～にしかず 125…………………………………………………

140.～にしくはない 125……………………………………………

141.～にしたところで 126…………………………………………

142.～にして 127……………………………………………………

143.～にしてからが 129……………………………………………

144.～に忍びない 129………………………………………………

145.～に準じる 130…………………………………………………

146.～にそくする 130………………………………………………

147.～にたえる 131…………………………………………………

148.～に足りる 132…………………………………………………

149.～に足る 133……………………………………………………

150.～に照らす 133…………………………………………………

151.～にとどまらず 134……………………………………………

152.～にとらわれず(に) 134………………………………………

153.～に似合わず 135………………………………………………

154.～にのっとって 135……………………………………………

155.～に(は)あたらない 135………………………………………

156.～に(は)及ばない 136…………………………………………

157.～には無理がある 137…………………………………………
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158.～にひきかえ(て)/とひきかえで/とひきかえに 137………

159.～にまつわる 138………………………………………………

160.～にもほどがある 138…………………………………………

161.～にもまして 139………………………………………………

162.～によるところが大きい 139…………………………………

163.～の至り 140……………………………………………………

164.～の極み 141……………………………………………………

165.～は～で 141……………………………………………………

166.～はいいとしても 142…………………………………………

167.～は言うに及ばず 142…………………………………………

168.～はいざしらず/ならいざしらず/

だったらいざしらず 142………………………………………

169.～はおろか 143…………………………………………………

170.～ばこそ 143……………………………………………………

171.～運び 144………………………………………………………

172.～はさておき/はさておいて 144……………………………

173.～はずみ 145……………………………………………………

174.～はともあれ 145………………………………………………

175.～はまだしも/ならまだしも/だったらまだしも 146………

176.～はめになる 147………………………………………………

177.ひとり～だけでなく

(のみか、 のみでなく、 のみならず) 147……………………

178.～拍子に 148……………………………………………………

179.～ふしがある 148………………………………………………

180.～ぶる 149………………………………………………………

181.～ぶん 149………………………………………………………

182.～ほか(に)すべがない 151……………………………………

183.～まで(のこと)だ 152…………………………………………

184.～まみれ 153……………………………………………………

185.～見込み 154……………………………………………………

186.～めく 155………………………………………………………

187.～も～も 155……………………………………………………
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188.～も～もない 156………………………………………………

189.～もあろうに 158………………………………………………

190.～もいい加減に 158……………………………………………

191.～もさることながら/もさるものながら 159………………

192.～もそこそこ(に) 159…………………………………………

193.～も同然 160……………………………………………………

194.～もほどほどに 161……………………………………………

195.～も良し悪しだ 161……………………………………………

196.～ものと思う 161………………………………………………

197.～ものと思われる 162…………………………………………

198.～ものとする 164………………………………………………

199.～やがる 164……………………………………………………

200.～矢先に 165……………………………………………………

201.やれ～やれ～ 165………………………………………………

202.～よう 166………………………………………………………

203.～(よ)うが 168…………………………………………………

204.～(よ)うが～まいが 168………………………………………

205.～(よ)うが～(よ)うが 169……………………………………

206.～(よ)うったって～ない 169…………………………………

207.～(よ)うと 169…………………………………………………

208.～(よ)うと～まいと 170………………………………………

209.～(よ)うと～(よ)うと 170……………………………………

210.～(よ)うとしたところで 171…………………………………

211.～(よ)うにも～ない 171………………………………………

212.～よし 172………………………………………………………

213.～わ～わ 172……………………………………………………

214.～を浮き彫りにする/が浮き彫りになる/

が浮き彫りとなる 173…………………………………………

215.～をおいて～ない 173…………………………………………

216.～を押して/を押し切って 174…………………………………

217.～を顧みず/も顧みず 174……………………………………

218.～を限りに 175…………………………………………………
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219.～を皮切りに(して)/を皮切りとして 175…………………

220.～を機に(して) 176……………………………………………

221.～を禁じ得ない 176……………………………………………

222.～を異にする 177………………………………………………

223.～をしりめに 177………………………………………………

224.～をそっちのけに(して)/はそっちのけで 177………………

225.～を手がかりに(して)/を手がかりとして/

が手がかりになる/が手がかりとなる 178…………………

226.～をないがしろにする 178……………………………………

227.～をなおざりにする 179………………………………………

228.～を控える 179…………………………………………………

229.～を踏まえ(て) 180……………………………………………

230.～をふりだしに 180……………………………………………

231.～を経て 181……………………………………………………

232.～を丸出しにする 181…………………………………………

233.～を見込む 181…………………………………………………

234.～を無に(する)/が無になる 182……………………………

235.～を目指す 183…………………………………………………

236.～をもって 183…………………………………………………

237.～をものともせず(に) 184……………………………………

238.～を余儀なくさせる 185………………………………………

239.～を余儀なくされる 185………………………………………

240.～をよそに 186…………………………………………………

241.～んがため 186…………………………………………………

242.～んとする 187…………………………………………………

243.～んばかり 187…………………………………………………

第四章　敬语

　　　　　● 尊敬语

1.貴～ 190……………………………………………………………

2.高～ 190……………………………………………………………

3.厚～ 190……………………………………………………………

4.尊～ 191……………………………………………………………
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5.召す 191……………………………………………………………

6.～におかれましては 192…………………………………………

7.～を賜る 192………………………………………………………

● 谦让语

1.愚～ 192……………………………………………………………

2.小～ 193……………………………………………………………

3.拙～ 193……………………………………………………………

4.粗～ 193……………………………………………………………

5.拝～ 194……………………………………………………………

6.弊～ 194……………………………………………………………

7.～にあずかる 195…………………………………………………

● 礼貌语

1.～てござる 195……………………………………………………

2.～ずにござる/ないでござる 195………………………………

N1文法模擬試験

　　　　　第1回 198……………………………………………………………

第2回 204……………………………………………………………

正解と解答 210……………………………………………………………………

索引 218……………………………………………………………………………





2　　　　

1.こそ(副助词)

接续:(1)名词+こそ～が

名词「で形」+こそあるが

ナ形容词「で形」+こそあるが

イ形容词「く形」+こそあるが

动词「连用形」+こそするが

意义:相当于助词「は」的语法意义,表示让步。即表示“虽然这是事实,但也存在

不同的或相反的情况”的意思。口语中多用「～は～が/ではあるが/はす

るが」(⇒N3)的表达形式。“虽然……但是……”。

1.名词+こそ～が

〇 彼は、 言葉づかいこそ悪いが、 とても優しい人間だ。 (★)/他虽然说话时

措辞不文雅,但确实是一个很善良的人。

〇 この家は様式こそ古いが、 住み慣れたので、 引っ越ししたくない。 /这幢

房子虽然建筑样式有点老旧,但是由于已经住习惯了,所以我不想搬家。

〇 青
あお

木
き

さんは宿題こそ出したけれど、 間違いが多くて読めない。 /青木同学

虽然把作业交上来了,可是由于错误太多,简直没法看。

2.名词「で形」+こそあるが

〇 おとうさんは社長でこそあるが、 実
じっ

権
けん

はない。 息子さんは社長でこそな

いが、 実権を持っている。 /父亲虽然是社长,但是手中没有实权。儿子虽然

不是社长,但手中握有实权。

〇 Ａ 店は大きい店でこそあるが、 いつも客が少ない。 Ｂ 店は大きい店でこ

そないが、 毎日客でにぎわう。 /A 店虽然是大商店,但光临的顾客不多。B
店虽然不是大商店,却每天顾客盈门。

3.ナ形容词「で形」+こそあるが

〇 山田さんの家は豊かでこそあるが、 幸せには見えない。 私の家は豊かで

こそないが、 幸せに暮らしている。 /山田家虽然富有,但看不出一家人有

多幸福。而我们家并不富有,但全家齐乐融融。

〇 彼女の話は皮
ひ

肉
にく

でこそあるが、 勉強になる。 彼の話は皮肉でこそない

が、 勉強にはならない。 /她的话里虽然带刺,但听后受益匪浅。而他的话里

虽然不带刺,但听后没有帮助。
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4.イ形容词「く形」+こそあるが

〇 その山は険
けわ

しくこそあるが、 登りやすい。 この山は険しくこそないが、

登りにくい。 /那座山虽然险峻,但容易攀登。而这座山虽然并不险峻,却很

难攀登。

〇 昔は貧しくこそあったが、 気持ちがよかった。 今は貧しくこそないが、 い

い気持ちにはならない。 /虽然从前生活贫困,但是日子过得很开心。而现在

虽然日子不贫穷,却没有好心情。

5.动词「连用形」+こそするが

〇 ある人は口ではありがとうと言いこそしたが、 心の中では感
かん

激
げき

していな

い。 ある人は口ではありがとうと言いこそしなかったが、 心の中では感

激している。 /有的人虽然嘴上说谢谢,但并没有真正的感谢之意。而有的人

虽然嘴上没有说谢谢,心中却充满感激之情。

〇 あの男は人を騙しこそするが、 絶対に殺したりしない。 /他虽然有时候会

骗人,但绝不会杀人。

也有「～にこそなるが/くこそなるが」的用法,表示变化。

〇 Ａ 歌手は名歌手にこそなったが、 出
しゅつ

演
えん

料
りょう

が低いそうだ。 Ｂ 歌手は名

歌手にこそなっていないが、 出演料が高いそうだ。 /虽然 A 歌手成了

名歌手,但听说出场费很低。虽然B歌手还没有成为名歌手,但听说出场

费很高。

〇 Ａデパートは規
き

模
ぼ

が大きくこそなったが、 売り上げは以前のままだ。

Ｂデパートは規模が大きくこそなっていないが、 売り上げはどんどん

伸びている。 /虽然 A百货商场的规模扩大了,但销售额却跟从前一样。

虽然B百货商场的规模没有扩大,但销售额却是“芝麻开花节节高”。

接续:(2)名词+こそすれ～ない

名词「で形」+こそあれ～ない

ナ形容词「で形」+こそあれ～ない

イ形容词「く形」+こそあれ～ない

动词「连用形」+こそすれ～ない

意义:用于肯定前项,否定后项。“只有……绝不会……”。
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1.名词+こそすれ～ない

〇 感
かん

謝
しゃ

こそすれ、 決して怒ってなんかいないわよ。 /我感谢你都来不及,怎

么会生气呢?

〇 前
ぜん

進
しん

こそすれ、 後
こう

退
たい

なんか決してしないぞ。 /只有前进,绝不后退。

2.名词「で形」+こそあれ～ない

〇 彼はアイドル歌手でこそあれ、 実
じつ

力
りょく

はない。 /他只是一名偶像歌手,并没

有唱歌的实力。

〇 うちの主人はいい科学者でこそあれ、 決していい主人でも、 いい父親で

もない。 /我老公只是一位出色的科学家,绝对称不上是位好老公,也称不上

是一位好父亲。

3.ナ形容词「で形」+こそあれ～ない

〇 あの人の言い方は皮肉でこそあれ、 励
はげ

ましとは言えない。 /他说的话只是

挖苦人的话,算不上是在勉励人。

〇 物
ぶっ

質
しつ

的に豊かでこそあれ、 決して精
せい

神
しん

的には豊かではない。 /只是物质上

富有,绝对算不上精神上富有。

4.イ形容词「く形」+こそあれ～ない

〇 彼女は化
け

粧
しょう

がうまくこそあれ、 決して美人とは言えない。 /她只是善于

化妆,绝对称不上是个美人。

〇 この辺は緑が多くこそあれ、 交通がまったく便利ではない。 /这一带也就

是绿化很多,交通却很不便利。

〇 子どもの成長は、 親にとっては嬉しくこそあれ、 困ることではない。 /孩

子的成长,对父母而言只有欣喜,而不是苦恼。

5.动词「连用形」+こそすれ～ない

〇 あの人はとてもずるくて人を騙しこそすれ、 人に騙されるような人では

ない。 /他十分狡猾。只有他骗别人的份,不可能上别人的当。

〇 田中君は伊藤君の悪
わる

口
くち

を言いこそすれ、 いい話はまったく口にしない。 /

田中只会说伊藤的坏话,绝不会说伊藤的好话。
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也有「～にこそなれ/くこそなれ」的用法,表示变化。

〇 うちでは手術を受けていただければ、 お顔がきれいにこそなれ/美し

くこそなれ、 決して傷
きず

が残ることはありません。 /如果您在我们美容

院做手术,只会使您变得更美丽,绝不会给您的肌肤留下任何伤疤。

2.こととて(接续助词)

接续:名词「の形」+こととて

ナ形容词「な形」+こととて

イ形容词「辞书形」+こととて

动词「辞书形」+こととて

各词类「た形」+こととて

意义:表示原因。多用于作为道歉、请求原谅等的依据或说明产生不好后果的缘

故。“因为……”。

〇 新しい家を買うために見に行ったが、 夜のこととて日
ひ

当
あ

たりのことは分

からなかった。 (★)/为了买新房,我去看房了。不过因为去的时候是在晚

上,所以不知道那房子的采光如何。

〇 不
ふ

案
あん

内
ない

なこととて、 道に迷ってしまった。 /由于不熟悉路况,所以迷路了。

〇 気温が低いこととて、 桜の開
かい

花
か

が遅くなった。 /由于气温偏低,樱花的开

花时间推迟了。

〇 慣れぬこととて、 ミスをしてしまった。 /由于不熟练,结果出了差错。

〇 世間知らずのせがれのしたこととて、 どうぞ許してやってください。 /请

您高抬贵手,就饶恕一次我那不懂事的儿子的所作所为吧。

3.すら(副助词)

接续:(1)名词+すら

名词+格助词+すら

动词「连用形」+すら

动词「て形」+すら

疑问句+すら
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意义:跟「さえ」(⇒N3)相同,接在名词后面时代替「が、 を」,表示类推。即举出

一个极端的事例,暗示其他一般性的事例也一样。“甚至连……”。

〇 あの患
かん

者
じゃ

は重い病気のため、 一人では食事すらできない。 (★)/那位患者

由于身患重病,一个人无法进食。

〇 記
き

憶
おく

力
りょく

が 衰
おとろ

えて、 自分の子の名前すら忘れてしまうことがある。 /记忆

力在衰退,甚至连自己儿女的名字有时候都会忘记。

〇 一番仲のよかった友達とすら喧嘩をしてしまった。 /和关系最好的朋友都

吵了架。

〇 デパートですら売っていないのだから、 ましてこんな小さな店で売って

いるはずがない。 /就连大商场都没有卖,更不可能在这种小商店有卖。

〇 彼女の前でそんなことを言ったら、 振られすらするかもしれないよ。 /你

如果在她面前说那种话,说不定要被她甩了哟。

〇 彼は寒い中を2時間もわたしを待ってすらくれた。 /他甚至在严寒中等了

我两小时。

〇 あの先生の講義はわたしには難しすぎて、 何について話しているのかす

ら分かりません。 /那位老师的课对我来说太难了,甚至都不知道老师在讲

些什么。

接续:(2)名词+ですら

意义:跟「でさえ」(⇒N3)相同,接在名词后面时代替主题「は」,表示极端事例。

“甚至连……”。

〇 この寒さで、 あの元気な加藤さんですら風邪を引いている。 /由于太冷,

就连身体那么棒的加藤都被冻感冒了。

〇 アメリカのビッグスリーですら金融危機を 免
まぬが

れなかった。 /就连美国的三

大巨头都没有逃脱金融危机的冲击。

〇 これぐらいの資金なら、 中小企業ですら出せるだろう。 /这点钱的话,就

连中小企业也拿得出吧。

〇 普段ですら、 勉強がきらいな学生は、 これらのものを 強
きょう

制
せい

されると、 な

おさらやりたくない。 /如果向那些就连平时都不愿意学习的学生强行灌输

这些东西的话,他们会越发不愿意接受。
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4.だに(副助词)

接续:(1)名词+だに

动词「辞书形」+だに

意义:文语助词,跟「も/でも」的语法意义基本相同,表示极端的事例。后续肯

定式谓语,表示“甚至连……都……”的意思。

〇 「聖
せい

人
じん

だに 過
あやま

ちあり」なんだから、 それぐらいの失敗ならがっかりするこ

とはないよ。 /常言说得好,“智者千虑必有一失”。所以你大可不必为那点失

败而泄气。

〇 定
てい

年
ねん

後
ご

、 世界を一
いっ

周
しゅう

するとは、 考えるだに愉快だね。 /退休后要环游世

界,这计划让人想想都觉得开心。

〇 飛行機の墜
つい

落
らく

事故は、 想像するだに怖い。 /飞机坠落事故,想想就害怕。

〇 海外での独身生活を、 今でも思い出すだにつらい。 /在海外只身一人的生

活,即使现在回想起来也觉得痛苦。

接续:(2)名词+だに～ない

动词「辞书形」+だに～ない

意义:文语助词,跟「も/でも」的语法意义基本相同,表示极端的事例。后续否定

式谓语,表示 “甚至连……都不……”、“根本不……”的意思。

〇 それは被
ひ

害
がい

者
しゃ

の人
じん

格
かく

、 尊
そん

厳
げん

、 生命を一
いっ

顧
こ

だにしない犯
はん

行
こう

だ。 /那是一种完

全无视被害者的人格、尊严、生命的犯罪行为。

〇 城
しろ

の入口に立っていた兵
へい

士
し

は微
び

動
どう

だにしなかった。 /在城门口站着的士兵

纹丝不动。

〇 そのとき、 体を動かすだにできないほど疲れていた。 /当时我累得已经动

弹不得。

〇 彼が、 あんな彼女と結婚することになろうとは、 考えるだにしなかっ

た。 /根本没想到他要跟那种女人结婚。

〇 彼のことは、 もうすっかり忘れた。 私を訪ねに来たなんて、 夢にだに見

なかった。 /我已经把他全忘了,所以他的来访我连做梦也没想到过。

5.だの(副助词)

接续:(1)名词+だの、名词+だの+助词
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名词+だのなんだの+助词

动词普通体+だの、动词普通体+だの+助词

意义:文语助词,跟「とか」(⇒N3)、「やら」(⇒N2)的语法意义基本相同,表示从

若干同类例子中举出一到两个,暗示还有其他。后续的助词「は、 が、 を」

可以省略,但其他助词不能省略。“……啦……啦”。

〇 パンだのカップ麺
めん

だの、 何でもいい。 お腹がペコペコだよ。 /面包也好,

泡面也好,什么都行。我都快饿死了。

〇 机の上にはノートだの、 辞書だの(が)置いてある。 /书桌上堆放着笔记本

啦,词典啦等东西。

〇 タワーに登って、 下の屋根だの、 走る車だのを見
み

下
お

ろす。 /登上观光塔,

俯瞰下面的屋顶啦,行驶的车子啦等。

〇 ＩＴだの、 デジタル化だのの社会になった。 /如今已经成了电子化、数字

化社会。

〇 夏休みに海だの、 山だのへ行きたい。 /暑假里想去海边啦,山上啦等地方。

〇 最近は出張するだのなんだので毎日忙しい。 /最近由于出差啦什么的,每

天都很忙。

接续:(2)名词+だの、 ～だのと言う

ナ形容词词干+だの、 ～だのと言う

イ形容词「辞书形」+だの、 ～だのと言う

动词「辞书形」+だの、 ～だのと言う

各词类「た形」+だの、 ～だのと言う

句子普通体+だのなんだのと言う

意义:跟「とかいう」(⇒N3)、「やらいう」(⇒N2)的语法意义基本相同,列举同

类事物,表示“一会儿说是这样,一会儿又说是那样”的意思,多为负面内

容。除了「言う」外,也可以用「騒
さわ

ぐ」「文句を言う」「不満を言う」「愚
ぐ

痴
ち

を

こぼす」「理由をつける」等表示“说话”意义的词语。

〇 お話だの、 肩
かた

車
ぐるま

だの、 うるさくせがむ子どもたちも、 寝ているときはか

わいいものだ。 /尽管在白天孩子们一会儿吵着要大人讲故事啦,一会儿又

吵着要玩骑脖子游戏啦等,觉得挺烦的。但是,当看着熟睡中的孩子时却又

觉得很可爱。

〇 今になって日本語が上手だの、 下手だのと言ってもしょうがない。 うちの
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ような3K仕事をやろうなどというバイトは少ないから。 /事到如今,已经

无法要求应聘者的日语水平是高还是低。因为很少有愿意干像我们这种3K
工作的临时工。

〇 頭が痛いだの、 喉の調子が悪いだのと言って誘いを断っていた。 /一会儿

说头疼,一会儿说喉咙不舒服,找借口拒绝了邀请。

〇 びっくりしただの、 悲
かな

しかっただのと言ってニュースを聞いた人達の反
はん

応
のう

はさまざまだった。 /有人说感到震惊,有人说感到悲哀。反正听到那个消息

后,人们的反应不一。

〇 高すぎるだのなんだのって、 理由をつけて店を出てしまった。 /一会儿说

太贵,一会儿又找点别的理由,结果什么也没买就走出了商店。

接续:(3)名词+だの、 ～ないだのと言う

ナ形容词词干+だの、 ～ないだのと言う

イ形容词「辞书形」+だの、 ～ないだのと言う

动词「辞书形」+だの、 ～ないだのと言う

意义:表示“一会儿说是这样,一会儿又说不是这样”的意思,多为负面内容。

〇 ほしいおもちゃはロボット犬だの、 そうじゃないだのと騒いでいる。 /孩

子在那儿嚷嚷,一会儿说想要的玩具是机器狗,一会儿又说不是。

〇 それが好きだの、 好きではないだのと言っている。 /一会儿说喜欢那个东

西,一会儿又说不喜欢。

〇 料理はおいしいだの、 おいしくないだのと言って食べたがらない。 /一会

儿说菜烧得好吃,一会又说菜烧得不好吃,反正找理由就是不想吃饭。

〇 行くだの、 行かないだのとはっきり言わない。 /一会儿说要去,一会儿又

说不去了,态度不明确。

接续:(4)やれ～だの、 やれ～だのと言う

意义:感叹词(也有“助词”一说)「やれ」表示列举,常跟表示列举意义的「とか」

「やら」「だの」等一起使用。

〇 彼女は、 やれお花だの、 やれお茶だのと言っているが、 いったい何をやっ

ているかさっぱり分からない。 /她一会儿说要学习花道,一会儿又说要学

习茶道。不知道她到底在干什么。

〇 同じ形で同じ素
そ

材
ざい

の国産品をお勧めしても、 やれ使いにくいだの、 やれ
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大き過ぎるだの、 文句が返ってきます。 /即使推荐相同款式相同材料的本

国产品,也还是会有人吹毛求疵。一会儿说不好用,一会儿又说尺寸过大。

接续:(5)动词「命令形」+だの、 ～だのと言う

动词「辞书形」+な+だの、 ～だのと言う

意义:接在动词命令形后面时,表示“一会儿要求这样做,一会儿又要求那样做”

的意思。接在表示禁止的表达形式后面时,表示“一会儿说这样做不可以,

一会儿又说那样做不可以”的意思。

〇 自分は何もしないのに、 部下には来いだの、 行けだのといろいろ命令を

している。 /自个儿什么也不干,却喜欢对部下下命令。一会儿叫他们到东,

一会儿叫他们到西。

〇 ここに入るなだの、 そこに入るなだのって警察が警
けい

戒
かい

線
せん

を張
は

りながら指
さし

図
ず

をしている。 /警察一边拉着警戒线一边指挥着,一会儿说这里不能进入,

一会儿又说那里不准进入。

6.とて(副助词)

接续:(1)名词+とて(も)

意义:接在人物名词后面,跟「～でも」(⇒N4)、「～だって」(⇒N3)、「～にして

も」(⇒N2)的语法意义基本相同。用于举出极端例子,表示“即使是该人

物也不例外,也跟其他人相同”的意思。常省略助词「も」。“即使是……”。

〇 僕とて、 君の気持ちが分からないでもない。 /即使是我,也不是不懂你的心。

〇 法律に反したら、 未成年とて許すわけにはいかない。 /一旦犯法,即便是

未成年人也不能赦免。

〇 常に冷静な彼とて、 やはり人間だから、 感情的にどなってしまうことも

あるのだろう。 (★)/即便是平时处事很冷静的他,因为毕竟也是人,所以有

时候也会控制不住地发火吧。

接续:(2)名词「だ形」+とて

动词「た形」+とて

意义:跟「ても/でも」(⇒N4)的语法意义类似,表示逆接或顺接,即无论是怎样

的前项都不会改变后项的结果。常跟「たとえ/いくら/どんなに」等副词

一起搭配使用。“即使……”。
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〇 たとえ雨だとて、 試合は休むわけにはいかない。 /就算是下雨,比赛也不

能停止。

〇 いくら貧しい人だとて、 プライバシーを守るのは当たり前だ。 /再怎么贫

穷的人,当然也会守卫自己的隐私。

〇5人も殺したのだから、 警察に自
じ

首
しゅ

したとて、 どうにもならない。 死
し

刑
けい

に

処
しょ

されるに違いない。 /因为杀死了五个人,所以即便是投案自首也无济于

事。肯定会被处以极刑。

〇 いくら謝ったとて、 許してくれないので諦めた。 /因为再怎么道歉也得不

到原谅,所以就死心了。

接续:(3)名词「だ形」+とて～とて

动词「た形」+とて～とて

意义:跟「～でも～でも/ても～ても」(⇒N4)的语法意义类似,表示逆接或顺

接,用于举出两个对立的例子,表示“无论哪个都一样”的意思。“无论

……还是……”。

〇 大
だい

統
とう

領
りょう

だとて、 庶
しょ

民
みん

だとて、 自分なりの考えを持っている。 /总统也好,

普通百姓也好,都有自己独立的想法。

〇 行政機関だとて、 民間組
そ

織
しき

だとて、 みな被
ひ

災
さい

地
ち

のために力を注
そそ

いでい

た。 /政府机构也好,民间组织也好,都在为受灾地区尽心尽力。

〇 ことここに至
いた

って、 泣いたとて、 嘆
なげ

いたとて、 どうすることもできな

い。 /时至今日,哭也好叹也罢,都没有用了。

〇 頭を下げたとて、 涙を流したとて、 だめなものはだめだ。 /央求也好哭闹

也好,都没用。不行就是不行。

7.とも(接续助词)

接续:イ形容词「く形」+とも

意义:是「ても」(⇒N4)的文语表达形式,表示即使出现前项的情况也不会改变

后项。“即使……”。

〇 たとえ動
どう

機
き

はよくとも、 方法を誤
あや

まれば良い結果は得られない。 /即使动

机是好的,但如果方法有误,也不可能得到理想的结果。

〇 たとえ給料が安くとも、 やりがいのある仕事だったらやはりしたい。 /就

算工资低,只要是有意义的工作我仍然想干。
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〇 母はどんなに辛くとも、 決してぐちを言わなかった。 (★)/我妈妈她再怎

么辛苦,从没有任何怨言。

8.ながら(接续助词)

接续:名词+ながら(に、 の)

动词「连用形」+ながら(に、 の)

意义:表示原样不变的持续状况。适用范围比较狭窄,多为固定用法。

〇20年ぶりの再会だが、 彼女はいつもながら親切にあいさつをしてくれ

た。 /虽然我们已经阔别20年,但她和从前一样热情地跟我们打招呼。

〇 あれから20年ぶりの再会。 昔ながらの喫茶店で彼女とコーヒーを一杯ず

つ注文した。 /今天的见面已经时隔20年。我跟她一起进了从前曾去过的那

家咖啡店,并各自要了一杯咖啡。

〇 彼は 自
みずか

らのつらい体験を涙ながらに語った。 (★)/他流着泪,向我讲述了

他亲历的痛苦遭遇。

〇 私はいながらにして富士山を眺
なが

めることができる。 /我足不出户就可以眺

望到富士山。

〇 生まれながらの才能と本人の努力とがあいまって、 彼は有名な音楽家に

なったのだ。 /与生俱来的才华,再加上本人的努力,使他成为了一名著名音

乐家。

9.なり(接续助词)

接续:(1)动词「辞书形」+なり～(过去时作谓语)

意义:跟「と」(⇒N4)的语法意义基本相同,表示前项刚出现,紧接着又做了或

出现了后项。“刚……就……”。

〇 私の料理を一
ひと

口
くち

食べるなり、 父は変な顔をして席を立ってしまった。

(★)/父亲刚吃了一口我烧的菜,就板着脸离席而去。

〇 彼女は両親からの手紙を読み終わるなり、 泣き出してしまった。 /她刚看

完父母给她的信就哭了起来。

〇 彼はしばらく電話で話していたが、 突然受
じゅ

話
わ

器
き

を置くなり、 飛び出して

いった。 /他在电话里跟对方交谈了一会儿后,突然放下听筒飞奔出屋。
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接续:(2)动词「た形」+なり(で)

意义:跟「～たまま」(⇒N4)的语法意义基本相同,表示在前项原封不动的情况

下就做了后项。

〇 空いた席がないので、 立ったなりで終点に着いた。 /因为没有空位子,所

以我一直站着到了终点站。

〇 彼女は黙ったなりで、 こっちの話を聞いてくれた。 /她一直沉默不语地听

着我讲话。

〇 一
ひと

晩
ばん

暖房をつけたなりで寝ていた。 /整个晚上都开着暖气睡觉。

接续:(3)动词「た形」+なり(で)～ない

意义:跟「～たまま～ない」(⇒N4)的意思类似,表示前项做完以后就不管了,

到说话时再也没有去做本来应该做的后项。或表示前项完成以后,长时

间就再也没有出现预计中本来应该出现的后项。

〇 父は食後散歩に出かけたなりで、 帰っていない。 /父亲他饭后出去散步

了,可是到现在还没有回来。

〇 彼は、 おれは何も知らないと言ったなり、 終
しゅう

始
し

一
ひと

言
こと

も言わなかった。 /他

只说了一句“我什么也不知道”后,始终一言不发。

〇 問題は棚
たな

上
あ

げされたなりで、 解決のめども付いていない。 /问题被搁置,

一直没有得到解决。

10.なり/なりと/なりとも(副助词)

接续:(1)名词+なり/なりと/なりとも

意义:跟「せめて～だけでも」的意思基本相同,用于从若干事物中举出一个作

为例子,指出这是最起码的、最基本的事项。“哪怕是……”。

〇 せめて二、 三日だけなりと、 貸してもらいたいけど。 /哪怕两三天也行,

我想跟你借用一下。

〇 君が悪かったのだから、 せめてお詫
わ

びなりともすればよかったのに。 /因

为是你不好,所以哪怕你道个歉也行,可是你……

〇 直接に彼女に会って、 せめて「すみません」の一
ひと

言
こと

なりとも、 言いたいん

ですが。 /至少当面想跟她说声“对不起”。

〇 多
た

少
しょう

なりとも、 希望があるなら、 やってみるべきだ。 /只要多少有点希

望,就应该试试看。
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接续:(2)疑问词(+助词)+なりと

意义:用「どうなりと」「だれとなりと」「どこへなりと」「なんなりと」等固定的

表达形式,表示“无论什么都可以根据自己的喜好进行选择”的意思。“不

论……”、“不管……”。

〇 どうなりと、 ぼく自身のことはかまわない。 /不管什么结果,我都无所谓。

〇 誰となりと、 同じ志
し

向
こう

を持っている人と協力して会社を作りたい。 /无论

是谁都可以,想跟有同样志向的人共同合作创办公司。

〇 どこへなりと、 好きなところへ行ってしまえ。 /不管去哪里,随你的便。

〇 何かに困ったら、 どうぞ遠慮せずになんなりと相談してください。 /如果

你有什么困难,请不要客气,尽管说吧。

接续:(3)名词(+助词)+なり/なりと/なりとも

动词「辞书形」+なり/なりと/なりとも

意义:跟「でも」(⇒N4)、「とか」(⇒N3)的语法意义类似,表示随意举例。“之类

的……”。

〇 何かお飲み物なりと注文しましょうか。 /我们要点饮料什么的吧。

〇 先生のお宅に行く時、 ワインなりとも持って行きましょう。 /去老师家的

时候,我们还是带瓶红酒什么的吧。

〇 お一人でむりだったら、 友だちになり手伝ってもらったらいい。 /如果你

一个人不行的话,可以找朋友或其他人帮忙。

〇 夏休みに遊んでばかりいないで、 本を読むなりしなさい。 /暑假里不要老

是玩,要看看书什么的。

〇 疲れていたら、 休むなりするほうがいい。 /如果累了,还是休息休息吧。

接续:(4)名词+なり～なり(+助词、する)

动词「辞书形」+なり～なり(+助词、する)

意义:跟「～か～か」(⇒N4)的意思相同,表示两者取一。后项多用命令、请求、

建议、指示等句子。后续「は、 が、 を」时常被省略,其他助词不能省略。

“或者……”。

〇 夏休みには旅行なりホームステイなり(を)大いに楽しんでいただきた

い。 /希望你暑假里要么享受旅行,要么体验寄宿生活,尽情地玩吧。

〇 食
しょく

糧
りょう

不
ぶ

足
そく

の時代のことだから、 ジャガイモは大
だい

なり小
しょう

なり(が)あればい
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いのだよ。 /因为是缺粮的年代,还能挑剔马铃薯的大小吗?有吃的就行了。

〇 熱があるなら、 薬を飲むなり、 氷
こおり

で冷
ひ

やすなりしたほうがいいです

よ。 /如果发烧了,建议你吃药或者敷冰块降温。

〇 休日には映画を見るなり、 音楽会に行くなりして、 気分転
てん

換
かん

を図
はか

ったほ

うがいい。 (★)/休息天建议你去看场电影,或去听场音乐会,调节调节心情。

接续:(5)名词+なり、疑问词+なり(+助词)

意义:用「～なりだれなり、 ～なりどこなり、 ～なりなんなり」等形式,表示

“只要是与此类似的事或物,什么都可以”的意思。跟「～か～か」(⇒N4)

的意思相同。“之类的……”。

〇 その事はご両親なりだれなりに相談したほうがいい。 /那件事情你还是跟

你父母或其他什么人商量商量吧。

〇 アメリカなりどこなり、 行きたいところへ行ってしまえ。 /美国也好其他

国家也好,去你自己想去的国家吧。

〇 今日はわたしが奢
おご

りますので、 中華料理なりなんなり、 好きな料理店を選ん

でください。/今天我请客。中国菜也好其他菜也好,你选一个你喜欢的饭店吧。

接续:(6)动词「辞书形」+なり、同一动词「ない形」+なり

意义:跟「～か～か」(⇒N4)的意思相同,表示两者取一。后项多用表明态度的

句子。“或者……或者不……”、“要么……要么不……”。

〇 行くなり行かないなり、 はっきり言ってください。 /你要说清楚,到底是

去还是不去。

〇 来るなり来ないなり、 はやく決めなさい。 /快下决定吧,到底是来还是不来。

〇 引き受けてくれるなり引き受けてくれないなり、 返事をしてほしいんだ

が。 /希望你给出答复,是接受还是不接受。

〇 その案に賛成するなり賛成しないなり、 はっきりした態度を示
しめ

せよ。 /你

表个态吧,对那个提案是赞成还是不赞成。

1.助词「へ、 に、 と、 で、 から、 まで」等置于「なり」的前面或后面均可,

意思不变。

〇 清
せい

涼
りょう

飲料なら、 スーパーなり、 コンビニなりで/スーパーでなり、 コ

ンビニでなり買える。 /如果是清凉饮料,在超市或便利店都能买到。
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〇 夏休みに山なり、 海なりへ/山へなり、 海へなり行ってみようか。 /暑

假里我们去山里或海边玩吧。

2.上面介绍的六个用法有时也用于口语,但一般只限于上对下或关系亲密

者之间使用,否则不礼貌。

11.なぞ/なんぞ(副助词)

接续:(1)名词+なぞ/なんぞ+助词(は、 が、 を、 の)

名词+なぞ/なんぞ+助词(へ、 に、 と、 で、 から、 まで)

意义:跟「など」「なんか」(⇒N3)的意思相同,用于口语中,但语气比较随意、粗

俗,多为中老年人使用。

1.用于随意举例。

〇 おれは演
えん

歌
か

なんぞ大好きだが、 今の流行歌にはあまり興味がない。 /我喜

欢演歌,对现在的流行歌不大感兴趣。

〇 うちにばかりいないで、 公園なぞへ散歩に行ったほうがいいよ。 /你不要

一天到晚老是待在家里,到公园等地方走走嘛。

〇 禁
きん

煙
えん

中
ちゅう

だから、 口が寂しくなったとき、 ガムなんぞかんだりしてがまん

する。 /因为我正在戒烟,所以嘴巴没味道的时候,只好嚼口香糖来排解烟瘾。

2.举例的同时还带有讲话人“蔑视、轻视、不屑一顾”等感情色彩,谓语多为否定

形式或反问形式。

〇 面接中なのに、 ガムなんぞかんでる。 駄目だよ。 /在接受面试的时候嘴里

嚼口香糖什么的,这不好。

〇 夫:おかあさんたら、 どうして子供たちに結婚する前の話なんぞしたん

だい。 /我说老太婆,你为什么要把我们婚前的一些事告诉孩子们呢?

妻:聞かれたから、 答えたまでで、 別に深い意味はないわよ。 /孩子们问

我,所以我就顺口说了,没有其他更深的意思哟。

〇 カタログで見たのとは違う品物が届いた。 もうネットショップでなぞ買う

ものか。 /送来的东西跟我在产品目录里看到的东西不一样。以后再也不在

网店买东西了。
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〇 お前となぞ一緒に仕事が出来るものか。 /我岂能跟你这种人一起共事?

12.に(格助词)

接续:动词「辞书形」+に+同一动词「可能形」否定式

意义:重复同一动词,表示“即使想那样做也不能”的意思。使用范围相对比较狭

窄。“想……也不能……”。

〇 人手が足りないので、 休むに休めない。 /因为人手不够,所以想休息也无

法休息。

〇 留学中、 言うに言えない苦労をなめてきた。 /留学期间饱尝了无法用语言

表达的艰辛。

〇 会社が潰
つぶ

れたし、 妻にも逃げられた。 本当に泣くに泣けないし、 笑うに

笑えない。 /公司倒闭了,妻子也跑了。我真是哭笑不得。

〇 何百人もの警察に包
ほう

囲
い

されて逃げるに逃げられず、 彼は 銃
じゅう

を頭に向け

た。 /被几百名警察包围了,想逃也逃不了。于是他把枪管对准了自己的脑袋。

13.の(副助词)

接续:(1)イ形容词「辞书形」+の、 ～の+と言う

动词「辞书形」+の、 ～のと言う

各词类「た形」+の、 ～のと言う

句子普通体+のなんのと言う

意义:跟「～だの」的语法意义相同,用于列举同类事物。“(说)……啦……啦”。

〇 仕事はつらいの、 上司は厳しいのと言って、 息子は会社をやめた。 /儿子

他一会儿说工作太辛苦,一会儿说上司太严厉,于是辞掉了工作。

〇 彼女は主人とけんかすると、 死ぬの生きるのと言って騒ぐ。 /她每次跟老

公吵架的时候都会嚷着要死要活。

〇 彼は足が痛いのなんのと理由をつけては、 サッカーの練習をさぼってい

る。 (★)/他一会儿说脚疼啊,一会儿又找点别的理由,不来参加足球训练。

接续:(2)イ形容词「辞书形」+の、 ～くないのと言う

イ形容词「た形」+の、 ～くないのと言う

动词「辞书形」+の、 ～ないのと言う
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动词「た形」+の、 ～ないのと言う

意义:跟「～だの～ないだのと言う」的意思相同,表示“一会儿说是这样,一会

儿又说不是这样”的意思,多为负面内容。

〇 店を出て、 彼女は料理がおいしかったの、 おいしくなかったのと言ってい

る。 /走出饭店后,她一会儿说刚才的菜好吃,一会儿又说不好吃。

〇 留学するのしないのと彼は悩んでいるらしい。 /他好像正在犯愁到底要不

要留学。

〇 彼は、 山田夫婦が離婚したの離婚しなかったのとはっきり言っていない。 /

他一会儿说山田夫妇俩已经离婚了,一会儿又说没离,反正说得不是很清楚。

接续:(3)イ形容词「辞书形」+の、 ～くないのって

イ形容词「た形」+の、 ～くないのって

动词「辞书形」+の、 ～ないのって

动词「た形」+の、 ～ないのって

句子普通体+のなんのって

意义:用于表示程度极为激烈。多用于接对方的话题,然后叙述由此发生的事

情。“(还用得着问我……吗?)非常……”。

〇 Ａ:そのとき、 痛かったでしょうね。 /当时,你一定觉得很疼吧。

Ｂ:痛いの痛くないのって/痛いのなんのって。 とてもがまんができな

かったよ。 /还说疼不疼呢,疼得我都快忍不住了。

〇 Ａ:そのとき、 恐くなかったか。 /当时你不害怕吗?

Ｂ:恐かったの恐くなかったのって/恐かったのなんのって。 涙が出るほど

だったよ。 /害不害怕这还用问吗?吓得我都快要哭了。

〇 Ａ:賞
しょう

をもらったって。 きっとうれしかっただろう。 /听说你得了那个奖。

怎么样?一定很开心吧。

Ｂ:うれしかったのうれしくなかったのって/うれしかったのなんのって。

その場で飛び上がったんだよ。 /还用得着问开不开心吗?我开心得当

场跳了起来。

〇 Ａ:街で彼女に出会って、 驚いたんじゃないか。 /在街上突然见到她,你一

定很吃惊吧。

Ｂ:驚くの驚かないのって/驚くのなんのって。 顔色が変わったような気

がしたのよ。 /你还问惊讶不惊讶呢,我感觉我当时吃惊得脸色都变了。
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1.接在名词或ナ形容词后面时用「～だの～だのと言う」的形式。请参考本

章副助词「だの」的用法。

〇 子どもが嫌いだの嫌いじゃないだのと、 二人は子どもを産むか産まな

いかで争っている。 /一会儿说不喜欢孩子,一会儿又说不是不喜欢孩

子,夫妻俩在要不要生孩子的问题上争论不休。

2.还有少量由「の」构成的惯用表达。

〇 四の五の言わずについてこい。 /别啰嗦,跟我来!

〇 この事で、 わたしがどうのこうのと言う資格はない。 /在这件事情上,

我没有评论的资格。

〇 彼はなんのかんのと文句を言ってその事をしたがらない。 /他怨这怨

那,就是不愿意干那件事。

14.ばかり(副助词)

接续:イ形容词「辞书形」+ばかり(に、 の、 だ)

动词「辞书形」+ばかり(に、 の、 だ)

意义:相当于「～そうだ(样态)」的语法意义,用于描述某状态马上就要出现的

样子。多用于比喻,属于书面语。“几乎……”、“眼看就要……”。

〇 船はまばゆいばかりの日を浴びながら進んでいった。 /船沐浴着耀眼的阳

光向前驶去。

〇 お姫
ひめ

様
さま

の美しさは 輝
かがや

かしいばかりだ。 /公主的美貌光彩照人。

〇 今日は手足も凍
こお

るばかりの寒い一日であった。 /今天一天很冷,手脚都快

冻僵了。

〇 戦争の悲
ひ

惨
さん

な話を聞いて、 彼女は悲
かな

しみと怒
いか

りに胸が張
は

り裂
さ

けるばかり

だった。 /听了有关战争的悲惨故事后,她悲愤得心如刀绞。

15.まで(副助词)

接续:名词+までして

动词「て形」+まで
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意义:表示为达到某种目的付出超乎寻常的努力或不择手段等意思。“甚至

……”。

〇 環境に配
はい

慮
りょ

したエンジンを開発するため、 各企業は必死に研究を続けて

いる。 担当者は休日出勤までして開発に力を注いでいるらしい。 (★)/为

了开发有利于环保的引擎,各企业都在拼命地研究。好像团队成员甚至连休

息天都上班,为产品研发而竭尽全力。

〇 借金してまで遊びに行ったと聞いて、 あきれてしまった。 (★)/我听说她

甚至借钱出去游玩,真是难以置信。

〇 環境破
は

壊
かい

してまで工業化を推
お

し進めていくのには疑問がある。 (★)/对不

惜破坏环境来推动工业化进程的做法抱有疑问。

16.ものを(接续助词)

接续:(1)名词「の形」+ものを

ナ形容词「な形」+ものを

イ形容词「辞书形」+ものを

动词「辞书形」+ものを

各词类「た形」+ものを

意义:

1.跟「のに」(⇒N4)的语法意义基本相同。表示逆接,带有惋惜、不满、后悔、遗

憾等心情。口语和书面语均可用。“可是……”。

〇 本来ならば、 ぼくが課長になるはずのものを、 あいつのせいで昇
しょう

進
しん

でき

なかった。 /理应是我当科长的,但由于他从中作梗,我没能晋升。

〇 早くしたらよさそうなものを、 何をぐずぐずしているのだろう。 /事不宜

迟,可你却在那儿磨蹭什么?

〇 成績がこんなに悪いものを、 どうして東京大学の試験にパスすることが

できようか。 /成绩如此糟糕,怎么考得上东京大学呢?

〇 検査を受けていればすぐに治ったものを、 痛みを我慢して検査に行かな

かったことが悔
く

やまれる。 (★)/如果接受检查就可以很快痊愈,但我一直

忍着疼痛没有及时上医院。现在想想后悔死了。

2.置于句末,起到语气助词的语法作用。“可是……”。

〇 なに？リーさんはスピーチコンテストに選ばれなかったの？あんなに日
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本語が上手なものを。 /你说什么?小李没有入围演讲比赛?真可惜啊,你看

她日语说得那么好……。

〇 あなたがそのパーティーに出席すると知っていたら、 私も出席したもの

を。 /我要是知道你参加那个晚会的话也会去的,可是……。

〇 こんな悪
あく

天
てん

候
こう

の中を歩いていらっしゃったんですか。 電話をくだされば車

でお迎えにまいりましたものを。 (★)/这种恶劣天气,你还步行过来。打个

电话给我,我会去开车接你的嘛,真是的。

接续:(2)动词「ば形」+いいものを

动词「た形」+ら+いいものを

意义:表示“假如那样做了就好了”的意思,带有悔恨、遗憾或谴责等心情。

〇 売り切れだって？早く買ってくれたらいいものを。 /你说什么?卖完了?你

要是早点买给我不就好了吗?

〇 その時、 君は彼女に本当のことを言えばよかったものを。 /当时,你要是

跟她说真话就好了。

〇 彼は試合に失敗しちゃった。 もっとトレーニングに力を入れればよかった

ものを。 /他比赛输了。要是平时训练时多下点工夫就好了。

17.や/やいなや(接续助词)

接续:动词「辞书形」+や～(过去时作谓语)

动词「辞书形」+やいなや～(过去时作谓语)

意义:跟「～なり」(P.12)的语法意义类似。表示前项刚出现,紧接着又做了或

出现了后项。“刚……就……”。

〇 彼は空港に着くやいなや、 恋人の入院先にかけつけた。 (★)/他一下飞

机,就直奔女朋友所进的医院。

〇 電車が駅に止まり、 ドアが開くやいなや、 彼は飛び出していった。 (★)/

电车进站了,车门刚打开,只见他一个箭步飞奔了出去。

〇 人の気
け

配
はい

を感じるや、 その鳥はさっと飛び立っていった。 /刚感觉到有人

来,那只鸟就立即飞走了。
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18.ゆえ(接续助词)

接续:名词+ゆえ(に、 の、 だ)

名词「の形」+ゆえ(に、 の、 だ)

ナ形容词词干+ゆえ(に、 の、 だ)

ナ形容词「な形」+ゆえ(に、 の、 だ)

イ形容词「辞书形」+(が)ゆえ(に、 の、 だ)

动词「辞书形」+(が)ゆえ(に、 の、 だ)

各词类「た形」+(が)ゆえ(に、 の、 だ)

意义:表示原因,书面语。作为接续词也可用「それゆえ(に)」。“因为……”。

〇 病気ゆえ、 今日の会議を欠
けっ

席
せき

させていただきます。 /因为生病,请允许我

缺席今天的会议。

〇 そんな病気は栄
えい

養
よう

不
ふ

良
りょう

ゆえの結果だということだ。 /据说那种病是由于

营养不良而造成的。

〇 彼は貧しいがゆえに、46歳前までは結婚できなかった。 /他由于贫穷,46
岁之前还没能结婚。

〇 あの大
だい

統
とう

領
りょう

は庶
しょ

民
みん

性
せい

を備
そな

えているがゆえに、 人気を集めているという。

(★)/据说那位总统因为有爱民之心,所以颇受欢迎。

〇 日本が輸入に頼らざるを得ないのは、 資
し

源
げん

が乏
とぼ

しいがゆえである。 /日本

之所以依赖进口,是因为国内资源匮乏。






