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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.か(副助词) 2………………………………………………………

2.から(格助词) 2……………………………………………………

3.くらい(ぐらい)(副助词) 3………………………………………

4.こそ(副助词) 7……………………………………………………

5.さ(语气助词) 8……………………………………………………

6.さえ(副助词) 9……………………………………………………

7.だけ(副助词) 10…………………………………………………

8.たって(接续助词) 12………………………………………………

9.だって(副助词) 14…………………………………………………

10.って(格助词) 15…………………………………………………

11.って(副助词) 16…………………………………………………

12.って(语气助词) 17………………………………………………

13.で(格助词) 18……………………………………………………

14.と(格助词) 19……………………………………………………

15.とか(副助词) 20…………………………………………………

16.ところ(が)(接续助词) 22………………………………………

17.ところで(接续助词) 24…………………………………………

18.とは(副助词) 25…………………………………………………

19.な(あ)(语气助词) 25……………………………………………

20.など(副助词) 27…………………………………………………

21.なんか(副助词) 29………………………………………………

22.なんて(副助词) 30………………………………………………

23.に(格助词) 33……………………………………………………

24.にて(格助词) 34…………………………………………………

25.ね(え)(语气助词) 34……………………………………………

26.の(语气助词) 35…………………………………………………
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27.ばかり(副助词) 35………………………………………………

28.ほど(副助词) 36…………………………………………………

29.まで(格助词) 38…………………………………………………

30.まで(副助词) 38…………………………………………………

31.も(副助词) 39……………………………………………………

32.もの(语气助词) 40………………………………………………

33.ものだから(接续助词) 41………………………………………

34.よな(あ)(语气助词) 42…………………………………………

35.より(格助词) 42…………………………………………………

36.を(格助词) 43……………………………………………………

第二章　助动词

　　　　　1.(さ)せる(使役助动词) 46………………………………………

2.(さ)せられる(使役可能助动词) 46……………………………

3.(さ)せられる(使役被动助动词) 48……………………………

4.た(过去完了助动词) 48…………………………………………

5.である(断定助动词) 49…………………………………………

6.ようだ(比况助动词) 53…………………………………………

7.(ら)れる(自发助动词) 54………………………………………

第三章　功能用语·句型

　　　　　1.あとは～だけ 58…………………………………………………

2.あまり 58…………………………………………………………

3.～以上 59…………………………………………………………

4.～以来 60…………………………………………………………

5.～うえ 60…………………………………………………………

6.～うち 62…………………………………………………………

7.～おかげ 64………………………………………………………

8.～かぎり 65………………………………………………………

9.～かけ/かける 65…………………………………………………

10.～がたい 66………………………………………………………

11.～がち 67…………………………………………………………

12.～かで/かによって 68……………………………………………
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13.～かと言うと/かと言えば 69…………………………………

14.～かのようだ 70…………………………………………………

15.～から～にかけて 70……………………………………………

16.～から～へ(と) 71………………………………………………

17.～から言うと/から言えば/

から言ったら/から言って(も) 72………………………………

18.～からすると/からすれば/からしたら/からして(も) 72…

19.～からと言って/からって 73……………………………………

20.～からと思って 74………………………………………………

21.～から見ると/から見れば/

から見たら/から見て(も) 74…………………………………

22.～か分からない/か知れない 75………………………………

23.～かわりに 75……………………………………………………

24.～感じがする 76…………………………………………………

25.～気がする 78……………………………………………………

26.～ぎみ 80…………………………………………………………

27.～切る 80…………………………………………………………

28.～くらいだから 82………………………………………………

29.～くらいなら 82…………………………………………………

30.～結果 84…………………………………………………………

31.こ· そ· あ· ど系(指示词) 84…………………………………

32.～ことか 90………………………………………………………

33.～ことだし 91……………………………………………………

34.～ことだろう 91…………………………………………………

35.～ことで/ことによって 93………………………………………

36.～ことと思う 94…………………………………………………

37.～ことなく/こともなく 94……………………………………

38.～ことは～が 95…………………………………………………

39.～ことはない/こともない 95…………………………………

40.～際 97……………………………………………………………

41.～(さ)せてあげる/(さ)せてやる 97…………………………

42.～(さ)せておく 98………………………………………………
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43.～し～しで 98……………………………………………………

44.～しかない 99……………………………………………………

45.～じゃないが 99…………………………………………………

46.～じょう 100………………………………………………………

47.～ずには～ない/ないでは～ない 100…………………………

48.～ずにはいられない/ないではいられない 101………………

49.～せい 101………………………………………………………

50.～そうになる/そうだ 102………………………………………

51.～だが/ことだが/ということだが 102………………………

52.～だけしか～ない 103…………………………………………

53.～だけで 103……………………………………………………

54.～だけでいい 104………………………………………………

55.～だけでは 104…………………………………………………

56.～だけではいけない 105………………………………………

57.～だけでなく 106………………………………………………

58.～だけでも 106…………………………………………………

59.～だった 107………………………………………………………

60.たとえ～ても 107………………………………………………

61.～たびに 108……………………………………………………

62.～ためには 108…………………………………………………

63.～ついでに 109…………………………………………………

64.～っぽい 110………………………………………………………

65.～て～て 110……………………………………………………

66.～ていては 111…………………………………………………

67.～ておける 111…………………………………………………

68.～てからでないと/てからでなければ/

てからでなかったら 112…………………………………………

69.～てはじめて 112………………………………………………

70.～て(は)たまらない 113………………………………………

71.～ではないか 114………………………………………………

72.～ではないだろうか 117………………………………………

73.～てはならない 117……………………………………………
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74.～てほしい(んですが) 118……………………………………

75.～ても～ない 120………………………………………………

76.～でもいいから 120……………………………………………

77.～ても始まらない 121…………………………………………

78.～てもみないで 122……………………………………………

79.～てもみなかった 122……………………………………………

80.～点/という点 122………………………………………………

81.～という/といった 123…………………………………………

82.～ということだ 124……………………………………………

83.～ということで 125……………………………………………

84.～ということではない/ということでもない 125……………

85.～ということは 126……………………………………………

86.～ということはない/ということもない 127…………………

87.～というだけで 127……………………………………………

88.～というと/といえば 127………………………………………

89.～というのだ 130………………………………………………

90.～というので 131………………………………………………

91.～というのに 131………………………………………………

92.～というのは 132………………………………………………

93.～というほどではない/というほどでもない 133……………

94.～というものは 134……………………………………………

95.～というようだ 134……………………………………………

96.～というより 135………………………………………………

97.～というわけで 135……………………………………………

98.～といけないから 136…………………………………………

99.～といったら 136…………………………………………………

100.～といっても 136………………………………………………

101.～と思って 137…………………………………………………

102.～とおり 138……………………………………………………

103.～どおり 139……………………………………………………

104.～と比べて/と比べると 140…………………………………

105.～ところ 140……………………………………………………
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106.～ところだった 141……………………………………………

107.～ところで 141…………………………………………………

108.～ところに/ところへ 142……………………………………

109.～として 143……………………………………………………

110.～としても 144…………………………………………………

111.～とする 144……………………………………………………

112.～とすると/とすれば/としたら 145…………………………

113.～と同時に 146…………………………………………………

114.～とともに 147…………………………………………………

115.～となる 149……………………………………………………

116.～とは限らない/とも限らない 150…………………………

117.～とばかり思っている 151……………………………………

118.～とばかりは言えない 151……………………………………

119.～と(は)違い/と(は)違って 152………………………………

120.～と(は)反対に 152……………………………………………

121.～と(は)別に 153………………………………………………

122.～とまで言われる 153…………………………………………

123.～と見えて/と見える/とは見えない 153……………………

124.～ないかしら 155………………………………………………

125.～ないかな 156…………………………………………………

126.～なら～と言う 157……………………………………………

127.～ならいい 157…………………………………………………

128.～なら別だが 158………………………………………………

129.～に限る 158……………………………………………………

130.～にかわり/にかわって 159……………………………………

131.～に関する 159…………………………………………………

132.～に決まっている 160…………………………………………

133.～に比べて/に比べると 160…………………………………

134.～にすぎない 161………………………………………………

135.～に対する 161…………………………………………………

136.～に違いない 162………………………………………………

137.～につれ(て) 162………………………………………………
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138.～にとって 163…………………………………………………

139.～には/にも 163………………………………………………

140.～には～が 163…………………………………………………

141.～にも 164………………………………………………………

142.～による 165……………………………………………………

143.～のこと 166……………………………………………………

144.～のだ/のではない 167………………………………………

145.～のだから 168…………………………………………………

146.～のでは 169……………………………………………………

147.～は～が 169……………………………………………………

148.～ばかりか 170…………………………………………………

149.～ばかりでなく 171……………………………………………

150.～はしない/やしない/もしない 172…………………………

151.～はずだ 172……………………………………………………

152.～ばと思う/たらと思う 174…………………………………

153.～は別として/は別にして 175………………………………

154.～はもちろん 176………………………………………………

155.～ばよかった/たらよかった/とよかった 176………………

156.～ぶり 177………………………………………………………

157.～べき/べきではない 178……………………………………

158.～別に 179………………………………………………………

159.～ほうがましだ 180……………………………………………

160.～み 180…………………………………………………………

161.～見せる 181……………………………………………………

162.～見る 181………………………………………………………

163.～向き 182………………………………………………………

164.～向け 182………………………………………………………

165.～め 183…………………………………………………………

166.～も～ば～も 183………………………………………………

167.～も(あり)～もある 184………………………………………

168.～もの 185………………………………………………………

169.～(よ)うとは思わなかった 185………………………………
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170.～ようなら/ようだったら/ようでは 186……………………

171.～ように思う/ように感じる 187……………………………

172.～ように思われる/ように思える/

ように感じられる 187…………………………………………

173.～ようにしておく 188…………………………………………

174.～ようになっている 188………………………………………

175.～ようにはならない 189………………………………………

176.～ように見える 189……………………………………………

177.～ように見せる 190……………………………………………

178.～わけがない 191………………………………………………

179.～わけだ 192……………………………………………………

180.～わけだから 193………………………………………………

181.～わけではない/わけでもない 194…………………………

182.～わけにはいかない 195………………………………………

183.～を～とする 196………………………………………………

184.～を～にする 197………………………………………………

185.～をきっかけに(して)/をきっかけとして/がきっかけに

なって/がきっかけとなって/がきっかけで 198………………

186.～を楽しみにする 199…………………………………………

187.～を中心にする/を中心とする/

が中心になる/が中心となる 199……………………………

188.～を通じて/を通して 200……………………………………

189.～をはじめ(とする) 201………………………………………

190.～んだって 201…………………………………………………

第四章　敬语

　　　　　●尊敬语

1.ちょうだい 204……………………………………………………

2.見える/お見えになる 204………………………………………

3.おられる 204………………………………………………………

4.ご覧くださる 205…………………………………………………

5.お(ご)～です 205…………………………………………………

6.お(ご)～くださる 205……………………………………………



9　　　　

7.お(ご)～なさる 206………………………………………………

8.～(さ)せてちょうだい 206………………………………………

9.～(さ)せてください 207…………………………………………

10.～(さ)せてくださる 207………………………………………

11.～(さ)せてくれる 208…………………………………………

12.～ておいで 210…………………………………………………

13.～ておいでください 211………………………………………

14.～ておいでになる 211…………………………………………

15.～てご覧/てご覧なさい/てご覧ください 212………………

16.～てご覧くださる 213…………………………………………

17.～てご覧になる 213……………………………………………

18.～てちょうだい 214………………………………………………

●谦让语

1.お目にかかる 214…………………………………………………

2.ご覧いただく 215…………………………………………………

3.存じ上げる 215……………………………………………………

4.存じる 216…………………………………………………………

5.おいでいただく 216………………………………………………

6.ちょうだいする/ちょうだいいたす 217…………………………

7.お(ご)～いただく 217……………………………………………

8.～(さ)せていただく 218…………………………………………

9.～(さ)せていただける 219………………………………………

10.～(さ)せてもらう 220…………………………………………

11.～(さ)せてもらえる 221………………………………………

12.～ていただきたい(んですが) 222……………………………

13.～てもらいたい(んですが) 223………………………………

14.～ていただける 223……………………………………………

15.～てもらえる 224………………………………………………

16.～てまいる 225…………………………………………………
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●礼貌语

1.お(ご)～さま 226…………………………………………………

2.～ござる 227………………………………………………………

N3文法模擬試験

　　　　　第1回 230……………………………………………………………

第2回 236……………………………………………………………

正解と解答 242……………………………………………………………………

索引 250……………………………………………………………………………
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1.か(副助词)

接续:名词+か、疑问词+か

意义:用于从不确定的几个选项中举出最主要的一项,并暗示其他也可以。其中

「かなにか」在口语中可说成「かなんか」。“……什么的”、“……之类的”。

○ このことはご両親か誰かと相談しましょう。 /这件事情还是跟你父母或其

他人商量一下吧。

○ 今日は暇がないから、 明日かいつかにしよう。 /今天没空,所以还是改在

明天或其他日子吧。

○ 図書館かどこかで勉強しましょう。 /我们在图书馆或什么地方学习吧。

○ 今日は映画かなんかを見て過
す

ごしたいです。 /今天想看场电影什么的来打

发时间。

2.から(格助词)

接续:名词+から

意义:

1.前接表示人物、团体意义的名词,构成主语,相当于「が」的语法意义,即表示

动作、行为的主体。

○ 部長からこういう指
し

示
じ

を出されました(＝部長がこういう指示を出しまし

た)。 /部长作了如下指示。

○ 問
と

い合
あ

わせの結果はわたしから(＝私が)社長にご報
ほう

告
こく

しましょう。 /咨询

的结果由我来向社长汇报吧。

○ そのうわさはいったい誰から言い出された(＝誰が言い出した)のだろ

う。 /那个谣言到底是谁先开始炮制出来的?

2.表示判断、推测等的依据、材料、素材等。“从……”。

○ 去年のデータから、 今年の売
うり

上
あげ

額
がく

を予
よ

測
そく

する。 /从去年的数据预测今年的

销售额。

○ 彼の態
たい

度
ど

から、 本当に反
はん

省
せい

しているかどうか分かる。 /从他的态度可以看

出他是否真正地在进行反思。

○ ある学校では、 学生の成
せい

績
せき

から、 先生の教え方の良
よ

し悪
あ

しを判
はん

断
だん

してい

る。 /在有的学校,是根据学生的考试成绩来判断老师教学方法的好坏。
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○ 模
も

倣
ほう

したものからは、 独
どく

創
そう

性
せい

が感
かん

じられない。 (★)/从“山寨货”中找不出

具有独创性的东西。

3.表示动作、行为的出发点、原点。

○ いろいろお世
せ

話
わ

になりました。 心から感
かん

謝
しゃ

いたします。 /承蒙关照,衷心

感谢。

○ 夏休みが来て、 やっと忙しい勉強から解
かい

放
ほう

されました。 /暑假开始了,终

于从繁忙的学习中得到了解脱。

○ 夢の世界から現
げん

実
じつ

に戻
もど

りました。 /从梦幻回到了现实。

○ 困
こん

難
なん

から逃
に

げる心が新
あら

たな困
こん

難
なん

を生
う

む。 /越想逃避困难,困难越是接踵

而至。

4.后续「なる」 「できる」 「成
な

り立
た

つ」等动词,表示事物的构成要素或成立条件。

○ この本は三
さん

章
しょう

からなっている。 /这本书共由三章构成。

○ 十
じゅう

数
すう

名
めい

の専
せん

門
もん

家
か

からなる 救
きゅう

援
えん

隊
たい

が派
は

遣
けん

された。 /派遣了一支由十多名专

家组成的救援队。

○ 水は酸
さん

素
そ

と水
すい

素
そ

(と)からできている。 /水由氧气和氢气构成。

○ 大学は教
きょう

職
しょく

員
いん

と学生(と)から成
な

り立
た

っている。 /大学,是由教职员工和学

生构成的团体。

5.表示引发后项的直接原因、根源。前面的原因跟后面的结果之间存在循序渐

进、逐渐演化的过程。后项不能以意志动词作谓语。“由……引起”。

○ 風邪から肺
はい

炎
えん

を起こした。 /由感冒引发了肺炎。

○ 過
か

労
ろう

から、 病気になってとうとう倒れた。 /由于劳动过度,终于病倒了。

○ 不注意から事故を起こした。 /由于疏忽大意,引发了一场事故。

3.くらい(ぐらい)(副助词)

接续:(1)名词+くらい(に、 の、 だ)

意义:是「～と同じくらい」的省略形式,表示大致的程度。举出一个例子,表示

大小、长短、面积、重量等程度上跟此差不多。

○ Ａ:木はどれくらい切りますか。 /这木头需要锯多长?

Ｂ:長さはこの棒
ぼう

くらいでいいです(＝この棒と同じくらいでいいで
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す)。 /长度和这根木棒差不多就行了。

○ Ａ:きゅうりはどのくらい切りますか。 /黄瓜需要切多大?

Ｂ:親
おや

指
ゆび

くらいの大きさに切ってください。 /切成大拇指那么大就行了。

○ Ａ:あなたの家の居
い

間
ま

はどれくらい広いですか。 /你家的客厅大约有

多大?

Ｂ:この教室くらいに広いです。 /跟这个教室的面积差不多大。

○ Ａ:おたくのお子さんは背がどのくらいですか。 /你的孩子身高大约有

多少?

Ｂ:そこの子どもぐらいです。 /跟那边的孩子差不多。

○ Ａ:娘さんの成績はどうですか。 /你女儿的成绩怎么样?

Ｂ:お子さんくらいの程
てい

度
ど

です。 /跟你家的孩子差不多。

接续:(2)名词+くらい(は)

意义:表示最起码的事项。举出一个极端的例子,表示“程度高的或难以办到的

暂且不提,最起码得去做此类事情”的意思。可跟副词「少なくとも」搭配

使用。

○ 家
いえ

全
ぜん

体
たい

はいいけど、 少なくとも自分の部屋の片付けくらい(は)自分でや

りなさいよ。 /整个屋子的打扫、收拾等就算了,至少你应该把你自己的房间

收拾一下吧。

○ もう子どもじゃないし、 少なくとも知っている人にあったら、 あいさつく

らいしなさいよ。 /你已经不小了,遇到熟人的时候至少要主动跟人打招呼吧。

○ Ａ:もう遅いよ。 テレビをやめて、 はやく寝なさい。 /时间已经不早了,别

看电视了,快睡吧。

Ｂ:明日も休みだし、 少なくとも土曜日くらい(は)、 のんびりさせて

よ。 /明天又不上课,至少星期六让我自由一点嘛。

接续:(3)名词+くらい(のもの)だ

意义:表示轻视。接在人称代词后面,多带有讽刺、谴责、批判、蔑视等语气。用在

讲话人自己身上时带有谦虚的语气。“……等之辈”、“……之流”。

○ ぼくくらいの者ではそんな大きな仕事はできません。 /我等之辈干不了那

么伟大的事业。

○ Ａ:うちの娘くらいの者が部長になれるものですか。 本当に心配です
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ね。 /我那丫头能担当部长一职吗?我真有点不放心啊。

Ｂ:なれる、 なれる。 有
ゆう

能
のう

な人ですから。 /行,没问题。她可能干呢。

○ Ａ:うちのせがれくらいの者がお 嬢
じょう

様
さま

と結婚できれば、 うちの 幸
しあわ

せなん

だ。 /您家大小姐如果能嫁给我那小兔崽子,那可是我们全家的荣幸啊。

Ｂ:とんでもありません。 こちらこそ。 /看您说的。这话应该是我说才

对呀。

○100万円も払ってこんな役
やく

に立
た

たない機械を買うのは君ぐらいのものだ。

(★)/花100万日元,却买进如此派不上用场的机器,这种事也只有你这种人

干得出。

接续:(4)名词+くらい(のことは)

ナ形容词「な形」+くらい(のことは)

イ形容词「辞书形」+くらい(のことは)

动词「辞书形」+くらい(のことは)

意义:表示轻视。举出一个极端的例子,表示“该事物简单或程度很轻,算不了什

么”的意思。

○ 仮
か

名
な

くらいは問題ない。 字を見なくても書けます。 /假名我已经学得差不

多了,没问题。不看书我也能写出来。

○ この 秤
はかり

は1トンまで計
はか

れるんだから、 これぐらいの荷物は大丈夫だ。 /这

台秤最多能秤1吨重的东西,所以这点货物没问题。

○ 日本語が下手なくらいは大丈夫です。 英語が上手ならいいです。 /日语说

得差一点没问题,只要英语说得流利就行了。

○ 足が痛いくらいはたいしたことはない。 一
ひと

晩
ばん

休めば、 すぐ回
かい

復
ふく

できる。 /

脚有点疼没什么大不了的,睡一个晚上就没事了。

接续:(5)名词+くらいだ/くらいしかない/くらいしか～ない

动词「辞书形」+くらいだ/くらいしかない/くらいしか～ない

意义:表示充其量的程度。举出一个极端的例子,表示“要做的或能做的事情仅

此而已,再也超出不了此事或程度了”的意思。可跟副词「せいぜい」搭配

使用。

○ 土曜日も日曜日も働いている。 休めるのは 正
しょう

月
がつ

の時くらいしかない(＝

土曜日も日曜日も働いている。 正月の時くらいしか休めない)。 /星期六
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和星期天都上班,能休息的日子也只有过年的时候。

○ わたしは日本語があまり上手ではない。 話せるのはせいぜいあいさつく

らいだ(＝わたしは日本語があまり上手ではない。 せいぜいあいさつくら

いだ)。 /我的日语说得不怎么样。充其量也就会说点客套话之类的。

○ テレビはあまり見ません。 見るのはせいぜいニュースくらいしかありま

せん(＝テレビはあまり見ません。 せいぜいニュースくらいしか見ませ

ん)。 /我平时不太看电视。即使看充其量也就看看新闻之类的节目。

○ 今日はとても忙しい。 暇といえば、 せいぜいコーヒーを飲むくらいの時

間だ(＝くらいの時間しかない)。 /今天我很忙。要说有空,最多也就是偷闲

喝杯咖啡。

接续:(6)名词+くらい～はない/いない

动词「辞书形」+くらい～はない/いない

意义:表示最高程度。举出一个极端的例子,表示“再也找不到比这更高程度的

例子了”的意思。

○ 例
れい

年
ねん

に比べ、 今年ぐらい暑い年はなかった。 /和往年相比,没有比今年更

热的年份了。

○ 彼ぐらいわがままなやつは、 この世
よ

の中
なか

に一人もいないだろう。 /像他那

么任性的家伙,恐怕在这世上再也找不到第二个了。

○ いつまでも家族といっしょにいられるぐらい 幸
しあわ

せなことはないと思いま

す。 /我认为最幸福的莫过于能够一直跟家人在一起。

根据情况也可以用「少ない」 「珍しい」等表示“稀少、罕见”等意思的词。

○ あなたぐらい、 せっかちな人も少ないですよ。 /像你这种急性子的人

还真不多。

○ 今年くらい寒い年は 珍
めずら

しいです。 /像今年这么冷的年份很罕见。

接续:(7)ナ形容词「な形」+くらい

イ形容词「辞书形」+くらい

动词「辞书形」+くらい

动词「连用形」+たいくらい

意义:表示极端程度。举出一个代表性的状态,说明事物达到了与此相当的程
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度。有时带有比喻,有时带有夸张的语气。“甚至……”、“简直到了……”。

○ 彼女は神
しん

経
けい

質
しつ

なぐらい、 髪の毛の汚
よご

れを気にした。 /她非常在意头发干不

干净,简直到了有些神经质的程度。

○ 車を買いたい。 すぐほしい(と思う)くらいの気持ちだ。 /想买车。恨不得

马上就去买。

○ 荷物は力
りき

士
し

でも持てないくらい(に)重いです。 /行李很沉,沉得差不多就

连相扑大力士都拿不动。

○ 怖
こわ

くて怖くて、 大
おお

声
ごえ

で叫
さけ

びたいくらいだった。 (★)/吓得我都想大声喊叫

起来。

4.こそ(副助词)

接续:(1)名词+こそ(は、 が、 を)

名词+助词(に、 へ、 で、 と、 から、 まで)+こそ

意义:表示撇开一般,突出一项的意思。「こそ」后续的助词可以省略,但前面的

助词不能省略。“唯独……”、“只有……才……”。

○ 来年こそ海外旅行をするつもりです。 (★)/明年我可真的打算去国外旅行。

○ Ａ:たいへんお世
せ

話
わ

になりました。 心から感
かん

謝
しゃ

いたします。 /承蒙关照,

深表感谢。

Ｂ:いいえ。 こちらこそ。 /哪里哪里。要说感谢的应该是我。

○ 困った時にこそ、 互
たが

いに助
たす

け合
あ

うべきだ。 /遇到困境的时候才真正需要互

相帮助。

○ 値
ね

下
さ

げを決めたのか。 それでこそ(＝値下げしてこそ)、 売り上げを伸ば

すことができるだろう。 /决定降价吗?恐怕也只有降价才有希望提高销售

额吧。

接续:(2)动词「て形」+こそ

意义:表示只有这样做才有意义,才会带来好的结果。“只有……才……”。

○ 覚えた知
ち

識
しき

は実
じっ

際
さい

に活
かつ

用
よう

してこそ価
か

値
ち

がある。 /学过的知识,只有实际运

用才能体现出其价值。

○ 自分でやってこそ身
み

につくのだから、 難しくてもがんばってやりなさ

い。 /只有自己亲自实践才能掌握,所以哪怕有再大的困难你也应该坚持。

○ N3試験に合
ごう

格
かく

したのも、 先生がたのご指
し

導
どう

があってこそです。 /我能通过
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N3考试,是有了老师们的指导才有的结果。

5.さ(语气助词)

接续:(1)名词+さ

ナ形容词词干+さ

イ形容词「辞书形」+さ

动词「辞书形」+さ

各词类「た形」+さ

部分助词+さ

意义:表示轻微的断定,跟「～だ」 「～のだ」类似。

○ ぼくの考えは君と同じさ。 /我的想法跟你一样。

○ どこへ行っても君の勝
かっ

手
て

さ。 /要去哪里,随你的便。

○ 好きなことやればいいさ。 /干你喜欢干的事情就是了。

○ そんなこと、 ぼくだってできるさ。 /那种事情我也会。

○ 先週、 試験があったさ。 /上周我参加考试了。

接续:(2)疑问词+さ

疑问词+句子普通体+さ

意义:表示反问或质问,跟「～か」 「～のか」类似。

○ なにさ、 そんなひどいことして。 /你干吗要做那么过分的事情呢?

○ だれさ、 ぼくのパンを食べちゃって。 /是谁,把我的面包给吃了?

○ なんでそんなとこへ行ったのさ。 /为什么去那种地方?

○ これもよくない、 あれもよくないって。 一
いっ

体
たい

何を買えばいいのさ。 /这也

看不中,那也看不上眼,你到底想要什么?

接续:(3)句节+さ

意义:表示加强语气,以引起听话人的注意。

○ それがさ、 まずいことにさ、 相手に分かっちゃったんだ。 /那件事啊,糟

了,被对方知道了。

○ 学校が休みのとき、 仲
なか

良
よ

しが2、3人集まってさ、 たまにだけどね、 街に

出かけてさ……。 /学校放假的时候,我们要好的同学两三人一起,虽然次数

不多,但有时会上街去……
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6.さえ(副助词)

接续:(1)名词+さえ(も)

名词+格助词+さえ(も)

意义:跟「も」(⇒N4)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。

1.(形式)名词+さえ(も)

○ 日本に来たばかりのときは、 あいさつさえ(＝あいさつも)日本語ででき

なかった。 (★)/刚来日本的时候,就连简单的寒暄语都不会说。

○ 涙
なみだ

さえ(＝涙も)流してそのドラマを最
さい

後
ご

まで見た。 /甚至是哭着看完了

那部电视剧。

○ 果物さえ(＝果物も)食べる気がしないのだから、 まして肉料理など食べ

られない。 /甚至连水果都不想吃,更何况肉类食品,那就更吃不下了。

2.名词+格助词+さえ(も)

○ 一番仲
なか

のよい友達とさえ(＝とも)けんかをしてしまった。 /甚至跟最好的

朋友也吵架了。

○ わが社は国
こく

内
ない

はもちろん、 海
かい

外
がい

へさえ(も)(＝へも)進
しん

出
しゅつ

しています。 /

我们公司不仅是国内市场,甚至把业务扩展到了国际市场。

○ これは今年大
だい

流
りゅう

行
こう

だ。 デパートはもちろん、 小さな店
てん

舗
ぽ

でさえ(＝でも)

売っているよ。 /这个今年非常流行。百货商店自然不在话下,甚至连小店铺

里都在卖。

○ わたしは隣の中国や韓国はもちろん、 アフリカにさえ(＝にも)行ったこ

とがありますよ。 /不要说邻国的中国和韩国,就连非洲我都去过。

接续:(2)动词「连用形」+さえ(も)+する

动词「て形」+さえ(も)+补助动词

疑问句+さえ(も)+动词

意义:语法意义跟上面的「さえ(も)」相同,表示极端事例。“甚至……”。

○ そんなことをしたら、 笑われるだけでなく、 人に嫌
きら

われさえするよ。 /做

那种事情,不仅会被人笑话,甚至还会被人唾弃。

○ 実
じつ

は彼はその試験を受けてさえいなかったのだ。 /其实那个考试他连参加

都没有参加。
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○ 結婚って？私は恋
れん

愛
あい

するかどうかさえ考えたことがないさ。 /你说什么?

结婚?我连要不要谈恋爱都没有考虑过呢。

接续:(3)名词+でさえ(も)

意义:跟「でも」(⇒N4)相同,接在名词后面时代替「は」,表示极端事例,但语气

更重。“就连……”。

○ 日本人でさえ(＝日本人でも)敬
けい

語
ご

の使い方を間違えるそうです。 /听说就

连日本人有时候也会用错敬语。

○ その言葉は発
はつ

音
おん

が難しいので、 アナウンサーでさえ(＝アナウンサーで

も)よく間違えます。 (★)/那个单词的发音很难,所以就连播音员也常常会

读错。

○ この国は冬でさえ(＝冬でも)20度
ど

以
い

上
じょう

になることがある。 /这个国家,有

时候在冬季也会出现20度以上的温度。

接续:(4)名词+さえ~各词类「ば形」

意义:表示 只 要 前 项 成 立,肯 定 会 做 后 项 或 出 现 后 项 的 情 况。“只 要 ……

就……”。

○ 交通さえ便利なら、 この辺にも住みたいのだが。 /只要交通便利,我就想

搬到这里来住。

○ 最近、 自分さえよければいいという考えの人が増えている。 (★)/最近,

认为只要自己好就行了的人在增加。

○ 適
てき

切
せつ

に指
し

導
どう

さえすれば、 どの子も伸びるのです。 /只要进行恰当的学习指

导,无论哪个学生的成绩都会有所提高。

○ 質
しつ

さえ悪くなければ、 売れるでしょう。 /只要质量不坏就会好卖吧。

7.だけ(副助词)

接续:(1)名词+だけだ

ナ形容词「な形」+だけだ

イ形容词「辞书形」+だけだ

动词「辞书形」+だけだ

各词类「た形」+だけだ

意义:用于限定,表示除此之外再也没有别的了。常以「ただ～だけだ」的形式出
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现。中顿形式为「だけで」(这里的「で」不是助词,而是助动词「だ」的活用

之一)。“只是……”。

○ 今度の事件に関係がないのは私だけだ。 /跟这次事件没有瓜葛的只有我一

个人。

○ ここはただ便利なだけで、 環
かん

境
きょう

はあまりよくない。 /这里只是交通便利,

其实环境并不好。

○ 相
あい

手
て

チームは怖
こわ

くない。 ただ自
じ

信
しん

がないだけだ。 /并不害怕对方球队,只

是自信心不足。

○ わたしの仕事は電話を受けるだけのことだ。/我的工作只是接接电话而已。

○ Ａ:お父さんにきつく叱
しか

られましたか。 /你爸爸严厉批评你了吗?

Ｂ:いいえ。 ちょっと注意されただけです。 /没有。只是说了我两句而已。

接续:(2)名词+だけで

动词「辞书形」+だけで

动词「た形」+だけで

意义:接在「思う、 考える、 想像(する)、 見る、 聞く」等名词或动词后面,表示

不需要经过实际体验,只要通过“思考、想象、观察、倾听”等就可以得出

后面的结论。助词「で」表示方式、方法或依据等意思。“只要……就……”。

○ あの人との再
さい

会
かい

は想
そう

像
ぞう

(する)だけで、 胸がどきどきする。 /能再跟他见

面,这让我想想就心跳加快。

○ 試験ということを考えるだけでいやになる。 /只要想到考试的事情我就感

到厌烦。

○ 戦
せん

争
そう

の話を聞くだけで怖い。 /打仗,听听就感到恐怖。

○ 佐
さ

藤
とう

さんは、 ホテルの予約が難しいと聞いただけで、 あっさり旅行を 諦
あきら

めた。 (★)/佐藤只是听说预订宾馆很难,就轻易地放弃了旅行计划。

接续:(3)名词+だけで～(可能动词作谓语)

意义:表示仅此就足够了,没必要采用其他的。用于限定数量、手段或场所等。这

时很难跟「～でしか～ない」替换使用。

○ わたし一人だけでやれます。 お手伝いはいいです。 /我一个人就能干,不

需要其他人帮忙。

○ その病気なら、 薬だけで治
なお

ります。 ほかの治
ち

療
りょう

は必要ではありませ
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ん。 /那种病只要吃药就可以治好,不需要其他治疗手段。

○ 日
にち

用
よう

品
ひん

なら、 スーパーだけで、 ほとんど買えます。 ほかの店へ行かなく

てもいいです。 /如果是购买日常用品的话,只要上超市基本上都能买得到,

不需要再跑到其他店里去。

接续:(4)名词+でだけ～(可能动词作谓语)

意义:表示只能如此,其他的都办不到。用于限定数量、手段或场所等。可以用

「～でしか～ない」替换使用。

○ それは夫
ふう

婦
ふ

二人でだけ解
かい

決
けつ

できる問題で(＝二人でしか解決できない問題

で)、 ほかの人は役
やく

に立
た

ちません。 /那是只能由夫妻俩才能解决的问题,其

他人帮不上忙。

○ そこまではバスでだけ行けます(＝バスでしか行けません)。 電車も地下

鉄も通っていませんから。 /到那里只能乘公交车。因为电车和地铁都没有

开通。

○ そんな絵は美術館でだけ見られます(＝美術館でしか見られません)。 ほ

かのところでは見られません。 /那种画只能在美术馆才能看到,其他地方

看不到。

8.たって(接续助词)

接续:名词+だって

ナ形容词词干+だって

イ形容词「た形」+って

动词「た形」+って

意义:跟「～ても/でも」(⇒N4)的语法意义相同,表示即使出现前项的情况或

即使做了前项的事情也不会改变后项。即后项不会随着前项的条件而改

变。「～たって/だって」只用于口语。“即使……也……”。

○ Ａ:明日雨だって出かけますか。 /明天即使下雨你也出门吗?

Ｂ:ええ、 雨だって出かけます。 /是的。即使下雨我也要出门。

○ 嫌いだってテストを受けなくてはいけません。/即使不愿意也必须参加考试。

○ 少し高くたって買います。 うちにお米
こめ

はもうないですから。 /即使价钱贵

也得买。因为家里没米了。

○ 優
すぐ

れた芸
げい

術
じゅつ

家
か

は実
じっ

際
さい

、 大人になったって子どもの心を 失
うしな

っていないもの



13　　　

です。 /有些伟大的艺术家,即便是老大不小的人,有时也还是童心未泯。

接续:～たっていい/たってかまわない

意义:跟「～てもいい」(⇒N4)的语法意义相同。“……也行”。

○ 書きたくなければ書かなくたっていい。 無理に書いたっていいレポー

トはできない。 /如果不想写报告也行。即使是硬撑着去写也写不出质量

好的报告来。

接续:～だっていいから

意义:跟「～でもいいから」(⇒本书P.120)的语法意义相同。“……也行,所

以……”。

○ おなかが空
す

いています。 何だっていいからはやく食べ物をくださ

い。 /我肚子饿了。无论什么都行,快拿给我些吃的。

接续:～たって～たって

意义:跟「～ても～ても」(⇒N4)的语法意义相同。“无论……无论……”。

○ 寝たって起きていたって、 そのことばかり考えています。 /睡在床上的

时候也好,起来的时候也好,脑子里都在考虑那件事情。

接续:いくら～たって

意义:跟「いくら～ても」(⇒N4)的语法意义相同。“无论……也……”。

○ いくら水
すい

泳
えい

が好きだって、 こんな寒い冬では無理だよ。 /再怎么喜欢

游泳,这么冷的天要我下水可受不了。

接续:どんなに～たって

意义:跟「どんなに～ても」(⇒N4)的语法意义相同。“无论……也……”。

○ どんなに家事がつらくたって、 妻は文
もん

句
く

は言わない。 /家务事再怎么

繁琐,我妻子从无怨言。

接续:たとえ～たって

意义:跟「たとえ～ても」(⇒本书 P.107)的语法意义相同。“就算……也

……”。

○ たとえ疲れたって、 一日中寝てばかりいては体によくないよ。 /再怎

么累,如果睡一整天不起床的话,对身体也无益。
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9.だって(副助词)

接续:(1)疑问词+だって(肯定式或否定式作谓语)

意义:跟「～でも」(⇒N4)的意思相同,表示全面肯定或全面否定。前接「何」时,

要读作「なんだって」,而不能读作「なにだって」。「～だって」只用于口

语。“都……”。

○ だれだってテストを受けるのは好きではないだろう。 /无论是谁都不喜欢

考试吧。

○ 果物が好きです。 何
なん

だって食
た

べます。 /我喜欢吃水果。什么都吃。

○ これらのものはどちらだって好きです。 /这些东西我都喜欢。

○ このごろ、 ぼくはどこだってよく寝られません。 /最近,我无论在哪里都

睡不着觉。

○ 母が作った料理はどれだっておいしい。 /妈妈做的每道菜都好吃。

○ わたしはいつだって暇がありません。 /我什么时候都没空。

○ そんな物は、 どの店だって売っています。 /那种东西哪家商店都有卖。

○ 私はどんな仕事だってやります。 /我什么工作都干。

○ ぼくはどのようなスポーツだってできません。 /我任何体育项目都不会。

「だれでも」 「なんでも」的谓语必须是肯定式,而「だれも」 「なにも」的谓语

必须是否定式,但「だれだって」 「なんだって」则不受此限制。

○ 親なら誰でも/誰だって自分の子をかわいがる。 /只要是为人父母,无

论是谁都会疼爱自己的孩子。

○ ほしいなら、 何でも/何だって買ってあげます。 /只要你想要,无论什么

我都愿意买给你。

○ 山
やま

田
だ

さんのことは誰でも/誰だって知っているが、 鈴
すず

木
き

さんのことは

誰も/誰だって知らないだろう。 /山田先生谁都认识,可铃木先生没人

认识吧。

○ わたしは野菜は何でも/何だって食べるが、 肉なら何も/何だって食べ

ない。 /只要是蔬菜我什么都吃,但如果是肉类我什么都不吃。

接续:(2)名词+(助词+)だって

意义:跟「～でも」(⇒N4)的意思相同,举出一个极端事例,暗示其他就更是如
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此。“就连……也……”。

○ こんな簡単な操
そう

作
さ

なら、 子供だってできます。 /这么简单的操作,就连孩

子也会。

○ この国は冬だって20度
ど

以
い

上
じょう

になることがある。 /这个国家,即使是在冬

季,有时候气温也在20度以上。

○ 黒
こく

板
ばん

の字が大きいので、 遠くからだってはっきり見えます。 /黑板上的字

写得很大,所以就连坐在远处的人也看得清楚。

○ 子どもには親にだって言えないことがあります。 /有的事情孩子就连父母

也不能告诉。

接续:(3)疑问词+助词+だって

意义:用「疑问词+に/で/へ/と/から/まで+だって」的形式,基本意思跟上面

的相同,表示极端事例,暗示其他就更是如此。“无论……也……”。

○ 死んだ祖
そ

母
ぼ

は、 誰にだって親切な人でした。 /已经去世的外婆,她生前是

一位无论对谁都热情相待的人。

○ わたしはどこでだって寝られます。 /我无论在哪里都能入睡。

○ 日本の電車に乗れば、 どちらへだって行くことができる。 /日本的电车通

向四面八方。

○ NHKの放
ほう

送
そう

は24時間だから、 いつからだって番
ばん

組
ぐみ

が見られます。 /因为日

本广播协会的节目播放是全天候的,所以任何时间都能收听收看到节目。

10.って(格助词)

接续:句子普通体+って

意义:是格助词「と」的口语体,后续「言う、 思う、 考える、 書く、 読む、 頼む

……」等动词,表示内容。但「なん」后续「って」时要用「なんて」的形式。

○ Ａ:山田さんはなんて言ったの？/山田他说什么了?

Ｂ:「すみません」って言ったの。 /他说:“对不起”。

○ Ａ:山田さんのこと、 どう思う？/山田这人,你觉得他怎么样?

Ｂ:いい人だって思っているよ。 /我认为他为人挺好的呀。

○ Ａ:この漢字、 日本語でなんて言う発
はつ

音
おん

ですか。/这个汉字用日语怎么读?

Ｂ:「うみ」って読みます。 /读做“うみ”。






