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前　 言

由独立行政法人日本国际交流基金会和财团法人日本国际教育支援协会共同组织的日

本语能力考试,从１９８４年至今,已经在日本海外实施了三十余载,是目前国内最具权威的日

语考试之一.２０１０年７月起,在全球各考点实施了全新形式的日本语能力考试.
新世界图书事业部根据独立行政法人日本国际交流基金会、财团法人日本国际教育支

援协会编著的«新日本语能力考试指南 概要及问题集 N１、N２、N３»(『新しい「日本語能力

試験」ガイドブック概要版と問題例集 N１、 N２、 N３』 凡人社 ),对新日本语能力考试进行

了认真全面的研究与总结,于２０１０年３月编写了«新日本语能力考试 N１语法强化训练»,为
广大的日语学习爱好者以及正在为 N１备考的考生提供了最实用的参考资料.

２０１１年４月又推出了«新日本语能力考试 N１语法强化训练(解析版)»,对强化训练中

的每一回进行了完整的解析,帮助考生查缺补漏,理解做错题的原因.在每一回单元练习前

均附有文法条目确认,考生应认真背诵并熟练掌握.
本书是«新日本语能力考试 N１文法强化训练(解析版)»的第３版,新增 N１必备句型

２００个条目,帮助考生了解考试面貌,领会考试精髓.希望各位考生在完成２０回专项训练

后,在文法单项上能有一个质的飞跃.

【本书内容与特点】

文法必备句型、专项训练及解析

 N１文法必备句型２００
① 精心挑选典型句型条目,了解考试全貌.
② 自我检测文法掌握情况,领会句型条目精髓.

 单元练习２０回

① 完全遵循新能力考试的题型结构出题.
② 出题角度及难易度贴近全真试题.

 解析透彻,指导解题对策

掌握做题方法,巩固所学知识点.
 单元总结２０回

文法项目总结表,分为「上級表現」「重要な表現」「中級表現」「間違いやすい表

現」,帮助考生扫除知识盲点,力争高分.
 索引

① 每个文型附有中文解释,方便考前复习.
② 文型后附有「模擬テストの回数」,考生可反复翻阅典型考题,加深记忆.

新世界日语　许小明

２０１６年６月 　





新日本语能力考试N１考试题目的构成

考试科目

(考试时间)
题 型

题

数
考 查 目 的

语言

知识


读解

(１１０分钟)

文
字

词
汇

１ 汉字的读音 ◇ ６ 考查汉字单词的读音




２ 单词意义的选择 ○ ７ 考查单词在不同的语境中所表达的不同意思




３ 近义词的选择 ○ ６ 考查意思相近的词语和表达方式




４ 单词用法的选择 ○ ６ 考查出题单词在句子中如何使用




文
　
法

５ 文法形式的选择 ○ １０ 考查是否有能力判断与出题内容相符的文法形式




６ 排列组合 ◆ ５ 考查是否有能力组织文法正确、语意通顺的句子




７ 文章中的文法 ◆ ５ 考查是否有能力判断符合文章内容的表达




读
　
　
解

８ 内容理解(短篇) ○ ４
阅读２００字左右的说明文或指示文,话题包括生活和工作等

各方面,考查对文章内容的理解能力






９ 内容理解(中篇) ○ ９
阅读评论、解说、随笔等５００字左右的文章,考查理解因果关

系、理由、概要、作者观点等的能力






１０ 内容理解(长篇) ○ ４
阅读长度为１０００字左右的解说、随笔或小说等文章,考查理

解因果关系或理由等的能力






１１ 综合理解 ◆ ３ 比较阅读几篇文章(合计６００字左右),考查综合理解的能力






１２ 主张理解(长篇) ◇ ４
阅读１０００字左右的社论、评论等抽象性、理论性较强的文

章,考查掌握整篇文章的观点和论点的能力






１３ 信息检索 ◆ ２
考查是否有能力从广告、宣传册、杂志、商业文件等信息素材

(７００字左右)中找到所需的信息






听　解

(６０分钟)

１ 课题理解 ◇ ６
听一段完整的文章,考查对其内容是否理解(听懂解决具体

课题所需的信息,能正确推断接下去该怎么做.)






２ 要点理解 ◇ ７
听一段完整的文章,考查对其内容是否理解(根据事先提示

的问题去听,能抓住要点.)






３ 概要理解 ◇ ６
听一段完整的文章,考查对其内容是否理解(理解整篇文章

所要表达的说话人的意图或主张等.)






４ 即时应答 ◆ １４ 听一些简短发问,考查能否选择正确的应答






５ 综合理解 ◇ ４
听一段较长的文章,考查对多个信息的比较、综合理解的

能力






【注】以上内容摘自独立行政法人日本国际交流基金会、财团法人日本国际教育支援协会编著的«新日本语能力考试指南

概要及问题集 N１、N２、N３».
◇ 表示“旧能力考”虽然出现过,但略进行调整;
○ 表示与“旧能力考”相同的题型;
◆ 表示“旧能力考”没有出现过的新题型.



N１文法考试题型

考试科目 题 型
题

数
考 查 目 的

文
　
法

５ 文法形式的选择 １０ 考查是否有能力判断与出题内容相符的文法形式

６ 排列组合 ５ 考查是否有能力组织文法正确、语意通顺的句子

７ 文章中的文法 ５ 考查是否有能力判断符合文章内容的表达

新日本语能力考试N１的合格标准

级 别 考试科目 时 间 得分项目 得分范围

N１

语言知识(文字词汇
文法)读解

１１０分钟
语言知识(文字词汇文法) ０~６０

读解 ０~６０

听解 ６０分钟 听解 ０~６０

总计 １７０分钟 总分 ０~１８０

级 别
总 分

语言知识

(文字词汇文法)
读　解 听　解

得分范围 合格线 得分范围 标准线 得分范围 标准线 得分范围 标准线

N１ ０~１８０ １００分 ０~６０ １９ ０~６０ １９ ０~６０ １９



１　　　　

目　次

第１部分　N１文法必备句型２００
新日本语能力考试 N１文法必备句型２００ ２

第２部分　２０回N１文法强化训练&讲解

第１回　言語知識(文法)
　文型の確認 １２
　模擬テスト １３
　解答·解説 １７

第２回　言語知識(文法)
　文型の確認 ２１
　模擬テスト ２２
　解答·解説 ２６

第３回　言語知識(文法)
　文型の確認 ３０
　模擬テスト ３１
　解答·解説 ３５

第４回　言語知識(文法)
　文型の確認 ３９
　模擬テスト ４０
　解答·解説 ４４

第５回　言語知識(文法)
　文型の確認 ４８
　模擬テスト ４９
　解答·解説 ５３

第６回　言語知識(文法)
　文型の確認 ５７
　模擬テスト ５８
　解答·解説 ６２

第７回　言語知識(文法)
　文型の確認 ６６

目　次 　



２　　　　

　模擬テスト ６７
　解答·解説 ７１

第８回　言語知識(文法)
　文型の確認 ７５
　模擬テスト ７６
　解答·解説 ８０

第９回　言語知識(文法)
　文型の確認 ８４
　模擬テスト ８５
　解答·解説 ８９

第１０回　言語知識(文法)
　文型の確認 ９３
　模擬テスト ９４
　解答·解説 ９８

第１１回　言語知識(文法)
　文型の確認 １０２
　模擬テスト １０３
　解答·解説 １０７

第１２回　言語知識(文法)
　文型の確認 １１０
　模擬テスト １１１
　解答·解説 １１５

第１３回　言語知識(文法)
　文型の確認 １１８
　模擬テスト １１９
　解答·解説 １２３

第１４回　言語知識(文法)
　文型の確認 １２６
　模擬テスト １２７
　解答·解説 １３１

第１５回　言語知識(文法)
　文型の確認 １３４
　模擬テスト １３５
　解答·解説 １３９

第１６回　言語知識(文法)
　文型の確認 １４２

　 目　次



３　　　　

　模擬テスト １４３
　解答·解説 １４７

第１７回　言語知識(文法)
　文型の確認 １５０
　模擬テスト １５１
　解答·解説 １５５

第１８回　言語知識(文法)
　文型の確認 １５８
　模擬テスト １５９
　解答·解説 １６３

第１９回　言語知識(文法)
　文型の確認 １６６
　模擬テスト １６７
　解答·解説 １７１

第２０回　言語知識(文法)
　文型の確認 １７４
　模擬テスト １７５
　解答·解説 １７９

索　引 １８２

目　次 　














 

第１部分

N１文法必备句型２００



２　　　　

新日本语能力考试N１文法必备句型２００

表示时间、场景、附带的句型

１ □～が早
はや

いか 刚刚就

２ □～そばから 一就

３ □～てからというもの 自从以后

４ □～というもの 这段时间以来

５ □～ところを 当的时候

６ □～なり 刚刚就

７ □～に際して/に際し/に際しての 当之际,在的时候

８ □～にして 在的时候

９ □～や否
いな

や 刚刚就

１０ □～を限
かぎ

りに 到为止

１１ □～をひかえて/をひかえた 面临,即将来临之际

１２ □～を前
まえ

にして 面临

１３ □～をもって 以为起始点

表示倾向、状态、样态的句型

１４ □～きらいがある 有的倾向

１５ □～ごとき/ごとく/ごとし 好像

１６ □～ずくめ 全是,尽是

１７ □～だらけ 全是

１８ □～つつある 正在

１９ □～っぱなし 放任不管

２０ □～てはいられない 不能再下去了

２１ □～てばかりもいられない 不能光是

２２ □～ては～ては 又,又

２３ □～とばかりに 几乎要(做出、说出)的样子

２４ □～ともなく/ともなしに 无意间,不经意间

２５ □～ながらに/ながらの 保持的状态

　 新日本语能力考试N１文法必备句型２００



３　　　　

(续表)

２６ □～まみれ 沾满,浑身都是

２７ □～めく 带有的气息

２８ □～んばかりだ/んばかりの/んばかりに 几乎要的样子

表示原因、理由、附带的句型

２９ □～あっての 有了才有

３０ □～かたがた 借的机会,顺便

３１ □～かたわら 做的同时还做

３２ □～がてら 顺便,顺道

３３ □～ことだし 也因为

３４ □～こととて 因为所以

３５ □～こともあって 也是由于

３６ □～ではあるまいし 又不是

３７ □～とあって 因为,由于

３８ □～なしに 没有的状态下,就

３９ □～ばこそ 正因为才

４０ □～(が)ゆえ(に)/ゆえの 因为,由于

表示假定条件、确定条件的句型

４１ □～(よ)うが/(よ)うと 无论都,不管也

４２ □～(よ)うが～まいが/(よ)うと～まいと
无论 是  还 是 ,无 论 是 否 

都

４３ □～が最
さい

後
ご

一旦就

４４ □～ことなしに (如果)不就(不能)

４５ □～たところで 即使也

４６ □～であれ/であろうと 无论如何,都

４７ □～とあっては 若是的话

４８ □～とあれば 假如

４９
□～としたところで/にしたところで/としたって/

にしたって
就算也

５０ □～とて 即使也

５１ □～なくして(は) 如果没有,就(不能)

５２ □～なしには/なしでは 如果没有,就(不能)

表示逆接、让步的句型

５３ □～てもさしつかえない 即使也不会有影响

新日本语能力考试N１文法必备句型２００　



４　　　　

(续表)

５４ □～てもどうなるものでもない 即使也不会有什么改变

５５ □～ても始
はじ

まらない

即使也无济于事,即使也解决不

了问题

５６ □～といえども 即使也,虽说但是

５７ □～と思
おも

いきや 原以为不料

５８ □～とはいうものの/とは言
い

い 条
じょう

虽说但是

５９ □～とはいえ 虽说但是

６０ □～ながらも 虽然但是

６１ □～にして～(ない) 就连也(没有做到)

６２ □～ものを 要是就好了(可是却)

表示例示、列举、并列、添加的句型

６３ □～だの～だの 啦啦

６４ □～であれ～であれ 无论还是,都

６５ □～と相
あい

まって 与相辅相成

６６ □～といい～といい 无论也好也好,都

６７ □～といわず～といわず 不论还是,也好也好

６８ □～なり～なり 也好也好

６９ □～にとどまらず 不仅而且

７０ □～のなんの 又是说又是说什么的

７１ □～もさることながら 自不必说更是如此

７２ □やれ～やれ～ 又是啦,又是啦

表示起点、终点、范围、限定的句型

７３ □(ひとり)～だけでなく 不仅而且

７４ □ただ～のみだ 只能,只好

７５ □～というところだ/といったところだ 大概,最多不过是

７６ □～ならではの 只有才具备的

７７ □～にあって/にあっては/にあっても 在情况下

７８ □～に至
いた

って/に至る 到为止

７９ □～に至るまで 从到,甚至连也

８０ □～のみならず 不仅而且

８１ □～をおいて 除了之外,(没有)

８２ □～をかわきりに 以为开端

　 新日本语能力考试N１文法必备句型２００



５　　　　

(续表)

８３ □～を経
へ

て 经过,通过

表示比较、对比、基准、程度的句型

８４ □～とまではいかないが 即使做不到的程度,但也要

８５ □～とまでは言
い

わないが 即使不要求但(至少)

８６ □～ないまでも
即使不也要,即使不能但至

少

８７ □～に至っては 到了地步的话

８８ □～に至っても 即便到了地步,也(不)

８９ □～に 準
じゅん

じて/準ずる 以为标准

９０ □～に即
そく

して 根据,依据

９１ □～に 則
のっと

って 遵照,效法

９２ □～にひきかえ 与相反

９３ □～にもまして 比更加

９４ □～はおろか 别说就连

９５ □～までして 甚至不惜

９６ □～を踏
ふ

まえて 在的基础上

表示手段、目的、立场的句型

９７ □～ことのないよう 为了不要

９８ □～たる/たるもの 作为

９９ □～でもって 用,凭借

１００ □～としたことが 像那样的人,(竟然)

１０１ □～ともあろうものが 身为竟然

１０２ □～ともなると/ともなれば 一到的时候,一旦的话

１０３ □～なりに/なりの 以(某人)自己的方式,与相应的

１０４ □～べく 为了,想要

１０５ □～よう 的方式、方法

１０６ □～ようによっては 取决于的方法,根据的方式

１０７ □～をもって 以,凭借

１０８ □～んがために/んがための 为了

表示提示、话题、关联、关系的句型

１０９ □～いかんで/いかんでは/いかんによっては 取决于,根据

新日本语能力考试N１文法必备句型２００　



６　　　　

(续表)

１１０
□～いかんにかかわらず/いかんによらず/いかん

をとわず
不管,不论

１１１ □～ときたら 提到就,说起就

１１２ □～ならまだしも 的话还情有可原

１１３ □～に至っては 至于,谈到

１１４ □～に負
お

うところが大きい 得益于,多亏了

１１５ □～にかかっている 取决于,全凭

１１６ □～によるところが大きい 得益于,多亏了,主要依赖于

１１７ □～はさておき 暂且不管

１１８ □～も 顧
かえり

みず/を顧みず 不顾,不管

１１９ □～を押
お

して/を押
お

し切
き

って 不顾的反对,冒着

１２０ □～を機
き

に 以为契机,借的机会

１２１ □～をものともせずに 克服,不顾

１２２ □～をよそに 不顾,不管

表示主张、断定、结果的句型

１２３ □～始
し

末
まつ

だ 最终(沦落到),到了的地步

１２４ □～ずじまいだ 最终未能

１２５ □～ずにはおかない/ないではおかない 肯定会使,必然会引起

１２６ □～ずにはすまない/ないではすまない
不的话(心里过意不去),不的话

说不过去

１２７ □～だけましだ 好在

１２８ □～たらきりがない 一的话就没完没了

１２９ □～てしかるべきだ 理应,应当

１３０ □～でなくてなんだろう 不是又是什么呢,这就是

１３１ □～てはかなわない
的话让人受不了,如果的话就没

有办法了

１３２ □～てはやりきれない 的话让人受不了,的话接受不了

１３３ □～てもともとだ
的话也无所谓,原本也没有抱太大希

望

１３４ □～といえなくもない 也可以说是,也能说是

１３５ □～ないものでもない 不是不,未必不

１３６ □～なくはない/なくもない 也有可能,也不是不

　 新日本语能力考试N１文法必备句型２００
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