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前　 言

本书涵盖了新日本语能力考试 N１－N５各个级别

的句型.它教你用最高效、最简便的方法记句型,通过

最常用的接续方式、最典型的例句让你掌握句型最核心

的用法.它将成为你在新日本语能力考试以及日语学

习中最全面、最实用的句型书.

１．精选句型,以能力考试语法为核心.
通过对新日本语能力考试的深入研究与统计,本书

精心挑选了１０００条核心句型,涵盖了新日本语能力考

试 N１－N５各个级别的必考句型、历年真题中的高频句

型以及生活中常用的句型.

２．典型例句,记忆高效.
本书中每条句型都配备了最能体现该句型用法的

典型例句,让你以最短的时间掌握最核心的用法,而不

再对各条句型产生似懂非懂、一知半解的感觉.

３．附上接续方式及用法说明,透彻掌握.
本书中的每条句型都附上了接续方式以及用法说

明.接续是很多学习者的记忆难点,因此本书采用最精

准、最简便的表记方法.而对于每条句型,本书都附上

了该句型在使用时的限制和注意点,精炼点拨,化解

难点.

４．每条例句的前面标注级别,便于考前学习.
每条例句的前面都标注了新日本语能力考试的级

别,因此低级别的学习者可以有针对性地进行记忆,并
适当扩展自己的句型知识.而高级别的学习者则可以

利用本书进行系统、全面的学习和复习.

新世界日语 许小明

２０１４年６月





本书使用的主要语法术语

标 记 意 思 举　例

N 名词 学生、 本

Nの 名词＋の 学生の、 本の

N 普 名词普通形

学生 だ、 学 生 で は な

い、 学生である、 学生

で あ った、 学 生 だっ

た、 学生ではなかった

Aい イ形容词辞书形 暑い、 高い

Aい イ形容词词干 暑、 高

Aくない イ形容词ない形 暑くない、 高くない

Aければ イ形容词假定形 暑ければ、 高ければ

A 普 イ形容词普通形
暑 い、 暑 く な い、 暑

かった、 暑くなかった

Na ナ形容词词干 元気、 きれい

Naな ナ形容词词干＋な 元気な、 きれいな

Na 普 ナ形容词普通形

元気だ、 元気である、

元気 で は な い、 元 気

だった、 元 気 で は な

かった

V1 一类动词(五段动词) 行く、 遊ぶ、 歌う

V2 二类动词(一段动词) 見る、 食べる

V3 サ变动词、カ变动词 する、 勉強する、 来る

Vる 动词辞书形
話 す、 見 る、 す る、

来る

Vた 动词た形 行った、 食べた

Vて 动词て形 行って、 食べて

Vます 动词ます形 行きます、 食べます



(续表)

标 记 意 思 举　例

Vます 动词词干 行き、 食べ

Vない 动词ない形 行かない、 食べない

Vない 动词未然形 行か、 食べ

Vば 动词假定形 行けば、 食べれば

Vよう 动词意向形 行こう、 食べよう

V 普 动词普通形

食べる、 食べない、 食

べている、 食べていな

い、 食 べ た、 食 べ な

かった

名　詞

修飾型

名词＋名词

学生 の、 学 生 で は な

い、 学生である、 学生

であった、 学生だった、

学生ではなかった

イ形容词＋名词
暑 い、 暑 く な い、 暑

かった、 暑くなかった

ナ形容词＋名词

元気な、 元気である、

元気であった、 元気で

はない、 元気だった、

元気ではなかった

动词＋名词

食べる、 食べない、 食

べている、 食べていな

い、 食 べ た、 食 べ な

かった



１　　　　

目　 录

あ

０００１ ～ 間
あいだ

(１)

０００２ ～ 間
あいだ

に (１)

０００３ ～ 暁
あかつき

に(は) (２)

０００４ ～あげく(に) (２)

０００５ ～(が)あっての (２)

０００６ ～後
あと

で (３)

０００７ あとは～だけ (３)

０００８ ～あまり(に) (４)

０００９ あまり～ない (４)

００１０ あろうことか (５)

００１１ ～以
い

外
がい

の何
なに

ものでもない (５)

００１２ ～いかんで (６)

００１３ ～いかんでは/いかんによっては (６)

００１４ ～いかんにかかっている/いかんだ (６)

００１５ ～いかんにかかわらず/いかんによらず/

いかんをとわず (７)

００１６ いくら～ても (７)

００１７ いくら何
なん

でも (８)

００１８ いざ～となると (８)

００１９ いざとなると/いざとなれば/いざと

なったら (９)

００２０ ～以
い

上
じょう

(は) (９)

００２１ 致
いた

す (１０)

００２２ いただく (１０)

００２３ 一概
いちがい

に～とは言
い

えない/一概
いちがい

に～とは

言
い

い切
き

れない (１０)



２　　　　
００２４ ～一方

いっぽう

(で) (１１)

００２５ ～一方
いっぽう

だ (１２)

００２６ 今
いま

でこそ～が (１２)

００２７ 今
いま

ひとつ～(ない) (１３)

００２８ いらっしゃる (１３)

００２９ 言
い

わずもがな (１３)

００３０ ～上
うえ

(で) (１４)

００３１ ～上
うえ

で(は) (１５)

００３２ ～上
うえ

(に) (１５)

００３３ ～上
うえ

は (１６)

００３４ ～(よ)うが (１６)

００３５ ～(よ)うが～(よ)うが (１６)

００３６ ～(よ)うが～まいが (１７)

００３７ 伺
うかが

う (１７)

００３８ 承
うけたまわ

る (１８)

００３９ ～うちに (１８)

００４０ ～うちは (１８)

００４１ ～(よ)うではないか/(よ)うじゃないか

(１９)

００４２ ～(よ)うと (１９)

００４３ ～(よ)うと～(よ)うと (２０)

００４４ ～(よ)うと思
おも

う (２０)

００４５ ～(よ)うとする (２１)

００４６ ～(よ)うとしない (２１)

００４７ ～(よ)うとは思
おも

わなかった (２１)

００４８ ～(よ)うと～まいと (２２)

００４９ ～(よ)うとも (２２)

００５０ ～(よ)うにも～ない (２３)

００５１ ～得
う

る (２３)

００５２ ～得
え

ない (２４)

００５３ お～ (２４)



３　　　　
００５４ お/ご～いたす (２４)

００５５ お/ご～いただく (２５)

００５６ お/ご～いただけませんか (２５)

００５７ おいでになる (２６)

００５８ ～おかげだ (２６)

００５９ ～おかげで (２７)

００６０ ～おきに (２７)

００６１ お/ご～くださる (２７)

００６２ お越
こ

しになる (２８)

００６３ お邪
じゃ

魔
ま

する (２８)

００６４ お/ご～する (２８)

００６５ ～恐
おそ

れがある (２９)

００６６ おっしゃる (２９)

００６７ お/ご～できる (２９)

００６８ お/ご～です (３０)

００６９ お/ご～なさる (３０)

００７０ お/ご～になる (３１)

００７１ お/ご～になれる (３１)

００７２ お/ご～願
ねが

う (３１)

００７３ お/ご～願
ねが

えませんか (３２)

００７４ お見
み

えになる (３２)

００７５ お目
め

にかかる (３２)

００７６ お目
め

にかける (３３)

００７７ お/ご～申
もう

し上
あ

げる (３３)

００７８ ～折
おり

に(は) (３４)

００７９ おる (３４)

００８０ 御
おん

～ (３４)

か

００８１ ～か① (３５)

００８２ ～か② (３５)

００８３ ～が① (３５)



４　　　　
００８４ ～が② (３６)

００８５ ～かい (３７)

００８６ ～甲
か

斐
い

がある (３７)

００８７ ～甲
か

斐
い

がない (３８)

００８８ ～か否
いな

か (３８)

００８９ ～甲
か

斐
い

もなく (３９)

００９０ ～か＋疑問詞＋か (３９)

００９１ ～が欠
か

かせない (４０)

００９２ ～がかり (４０)

００９３ ～がきっかけで/がきっかけになって

(４０)

００９４ ～限
かぎ

り (４１)

００９５ ～限
かぎ

り(は) (４１)

００９６ ～限
かぎ

りだ (４２)

００９７ ～限
かぎ

りでは (４２)

００９８ ～が契
けい

機
き

で/が契
けい

機
き

になって (４３)

００９９ ～かける (４３)

０１００ ～が最
さい

後
ご

(４４)

０１０１ かしこまる (４４)

０１０２ ～かしら (４５)

０１０３ ～がする (４５)

０１０４ ～がたい (４５)

０１０５ ～かたがた (４６)

０１０６ ～が～だから/し (４６)

０１０７ ～が～だけに (４７)

０１０８ ～かたわら (４７)

０１０９ ～がちだ (４８)

０１１０ ～がちで (４８)

０１１１ ～がちな/がちの (４９)

０１１２ 疑問詞＋かで/かによって (４９)

０１１３ ～ができる (５０)



５　　　　
０１１４ ～がてら (５０)

０１１５ ～かというと/かといえば (５１)

０１１６ 疑問詞＋かというと/かといえば (５１)

０１１７ ～かどうか (５２)

０１１８ ～かと思
おも

うぐらい/かと思
おも

うほど (５２)

０１１９ ～かと思
おも

えば① (５２)

０１２０ ～かと思
おも

えば② (５３)

０１２１ ～かな (５３)

０１２２ ～か～ないか (５４)

０１２３ ～か～ないかのうちに (５４)

０１２４ ～か何
なに

か (５５)

０１２５ ～か(のよう)に見
み

える (５５)

０１２６ ～かねる (５６)

０１２７ ～かねない (５６)

０１２８ ～かのようだ (５７)

０１２９ ～かのようで (５７)

０１３０ ～かのように (５８)

０１３１ ～が早
はや

いか (５８)

０１３２ ～がほしい (５９)

０１３３ ～かもしれない (５９)

０１３４ ～から① (５９)

０１３５ ～から② (６０)

０１３６ ～からある (６１)

０１３７ ～からいいようなものの (６１)

０１３８ ～から言
い

うと/から言
い

えば/から言
い

って

(６２)

０１３９ ～からこそ (６２)

０１４０ ～からして (６３)

０１４１ ～からする (６３)

０１４２ ～からすると/からすれば (６４)

０１４３ ～からといって (６４)



６　　　　
０１４４ ～からなる/からできる (６５)

０１４５ ～から～にかけて (６５)

０１４６ ～からには/からは (６５)

０１４７ ～からにほかならない (６６)

０１４８ ～からの (６６)

０１４９ ～から～へと (６７)

０１５０ ～がらみ (６７)

０１５１ ～から見
み

ると/から見
み

れば/から見
み

て

(６７)

０１５２ ～からよかったものの (６８)

０１５３ ～がる (６８)

０１５４ ～かわりに① (６９)

０１５５ ～かわりに② (６９)

０１５６ ～感
かん

じがする/感
かん

じだ (７０)

０１５７ 貴
き

～ (７０)

０１５８ ～気
き

がする (７０)

０１５９ ～きっての (７１)

０１６０ ～気
ぎ

味
み

(７１)

０１６１ ～嫌
きら

いがある (７２)

０１６２ ～きり (７２)

０１６３ ～きりだ (７２)

０１６４ ～きり～ない (７３)

０１６５ ～きる (７４)

０１６６ ～きれる (７４)

０１６７ ～きれない (７５)

０１６８ ～極
きわ

まる/極
きわ

まりない (７５)

０１６９ ～くせに (７５)

０１７０ ～くとも (７６)

０１７１ ～くも何
なん

ともない (７６)

０１７２ ～くらい/ぐらい① (７７)

０１７３ ～くらい/ぐらい② (７７)



７　　　　
０１７４ ～くらい/ぐらい③ (７７)

０１７５ ～くらい/ぐらい～はない (７８)

０１７６ ～ぐらいでないと/ぐらいでなければ

(７８)

０１７７ ～ぐらいなら (７９)

０１７８ ～ぐるみ (７９)

０１７９ ～げ (７９)

０１８０ ～結
けっ

果
か

(８０)

０１８１ ～けれども/けれど/けど (８０)

０１８２ ご～ (８１)

０１８３ ～候
こう

(８１)

０１８４ ～ございます (８１)

０１８５ ～こそ (８２)

０１８６ ～こそあれ/こそすれ (８２)

０１８７ ご存
ぞん

知
じ

です (８３)

０１８８ ～ごたえがある (８３)

０１８９ ～こと① (８３)

０１９０ ～こと② (８４)

０１９１ ～ことか (８４)

０１９２ ～ことがある① (８５)

０１９３ ～ことがある② (８５)

０１９４ ～ことができる (８６)

０１９５ ～ことから (８６)

０１９６ ～ごとき (８６)

０１９７ ～ごとく (８７)

０１９８ ～ごとし (８７)

０１９９ ～ことだ (８８)

０２００ ～ことだから (８８)

０２０１ ～ことだし (８９)

０２０２ ～ことだろう (８９)

０２０３ ～ことと思
おも

う/ことと存
ぞん

じる (９０)



８　　　　
０２０４ 事

こと

と次
し

第
だい

によっては (９０)

０２０５ ～こととて (９０)

０２０６ ～ことなく (９１)

０２０７ ～ことなしに (９１)

０２０８ ～ことなしに～ない (９２)

０２０９ ～ことに (９２)

０２１０ ～ごとに (９３)

０２１１ ～ことにしている (９３)

０２１２ ～ことにする (９３)

０２１３ ～ことになっている/こととなっている

(９４)

０２１４ ～ことになる① (９４)

０２１５ ～ことになる② (９５)

０２１６ ～ことにはならない (９５)

０２１７ ～ことのないよう (９６)

０２１８ ～ことは～が (９６)

０２１９ ～ことはない/こともない (９７)

０２２０ ～こともあって (９７)

０２２１ ～この上
うえ

ない (９８)

０２２２ ご覧
らん

いただく (９８)

０２２３ ご覧
らん

ください (９８)

０２２４ ご覧
らん

に入
い

れる (９９)

０２２５ ご覧
らん

になる (９９)

さ

０２２６ ～さ (１０１)

０２２７ ～際
さい

(は)/際
さい

に(は) (１０１)

０２２８ ～最
さい

中
ちゅう

に (１０１)

０２２９ ～さえ (１０２)

０２３０ ～さえ～ば (１０２)

０２３１ さしあげる (１０３)

０２３２ ～様
さま

(１０３)



９　　　　
０２３３ ～ざる (１０４)

０２３４ ～ざるを得
え

ない (１０４)

０２３５ ～し (１０５)

０２３６ ～しか～ない (１０５)

０２３７ ～しかあるまい (１０５)

０２３８ しかし (１０６)

０２３９ ～しかない (１０６)

０２４０ ～し～し (１０７)

０２４１ ～次
し

第
だい

(１０７)

０２４２ ～次
し

第
だい

だ/次
し

第
だい

で① (１０８)

０２４３ ～次
し

第
だい

だ/次
し

第
だい

で② (１０８)

０２４４ 実
じつ

のところ (１０９)

０２４５ ～始
し

末
まつ

だ (１０９)

０２４６ 小
しょう

～ (１１０)

０２４７ ～ 上
じょう

/上
じょう

は (１１０)

０２４８ 承
しょう

知
ち

する (１１０)

０２４９ ～ 上
じょう

の (１１０)

０２５０ ～ず(に) (１１１)

０２５１ ～末
すえ

(に) (１１１)

０２５２ ～すぎる (１１２)

０２５３ ～ずくめ (１１２)

０２５４ 少
すこ

しも～ない (１１３)

０２５５ ～ずじまいだ (１１３)

０２５６ ～ずとも (１１４)

０２５７ ～ずにいる (１１４)

０２５８ ～ずに済
す

む (１１５)

０２５９ ～ずにはいられない (１１５)

０２６０ ～ずにはおかない (１１６)

０２６１ ～ずにはすまない (１１６)

０２６２ ～術
すべ

がない (１１７)

０２６３ ～(で)すら (１１７)



１０　　　
０２６４ ～(は)する/(も)する (１１７)

０２６５ ～せいか (１１８)

０２６６ ～せいだ (１１８)

０２６７ ～せいで (１１９)

０２６８ 拙
せつ

～ (１１９)

０２６９ せっかく～だから (１１９)

０２７０ せっかく～ですが (１２０)

０２７１ せっかく～のに (１２０)

０２７２ ～(さ)せていただく (１２０)

０２７３ ～(さ)せていただけませんか (１２１)

０２７４ ～(さ)せておく (１２１)

０２７５ ～(さ)せてください (１２２)

０２７６ ～(さ)せてくださる (１２２)

０２７７ ～(さ)せてくれる (１２２)

０２７８ ～(さ)せてもらう (１２３)

０２７９ ～(さ)せてやっていただけませんか

(１２３)

０２８０ ～(さ)せないでください (１２４)

０２８１ せめて～だけでも (１２４)

０２８２ ～(さ)せる (１２４)

０２８３ ～(さ)せられる (１２５)

０２８４ ～ぞ (１２５)

０２８５ ～そうだ① (１２６)

０２８６ ～そうだ② (１２６)

０２８７ ～そうにない/そうもない (１２７)

０２８８ ～そうになる (１２７)

０２８９ そして (１２８)

０２９０ ～そのもの (１２８)

０２９１ ～そのものだ (１２８)

０２９２ ～そばから (１２９)

０２９３ ～そびれる (１２９)



１１　　　
０２９４ それから (１３０)

０２９５ それで (１３０)

０２９６ ～それとも (１３１)

０２９７ それに (１３１)

０２９８ 存
ぞん

じ上
あ

げる (１３１)

０２９９ 存
ぞん

じておる/知
し

っておる/存
ぞん

じ上
あ

げておる

(１３２)

０３００ 存
ぞん

じる (１３２)

た

０３０１ ～たい (１３３)

０３０２ ～だい (１３３)

０３０３ たいして～ない (１３３)

０３０４ ～たいばかりに (１３４)

０３０５ ～た覚
おぼ

えはない (１３４)

０３０６ ～たがる (１３５)

０３０７ ～だけ① (１３５)

０３０８ ～だけ② (１３５)

０３０９ ～だけあって (１３６)

０３１０ ～だけでいい/だけでよろしい (１３６)

０３１１ ～だけで(は)なく (１３７)

０３１２ (ひとり)～だけでなく (１３７)

０３１３ ～だけでは (１３８)

０３１４ ～だけではいけない/だけではだめだ

(１３８)

０３１５ ～だけに① (１３８)

０３１６ ～だけに② (１３９)

０３１７ ～だけの～はある (１３９)

０３１８ ～だけましだ (１４０)

０３１９ ～たことにする (１４０)

０３２０ ただでさえ～のに (１４１)

０３２１ ただ～のみだ (１４１)



１２　　　
０３２２ ただ～のみならず/のみか (１４２)

０３２３ ～たって/だって (１４２)

０３２４ 疑問詞＋だって (１４３)

０３２５ ～たつもりで (１４３)

０３２６ たとえ/たとい～ても (１４４)

０３２７ ～たところ (１４４)

０３２８ ～たところが (１４５)

０３２９ ～たところだ (１４５)

０３３０ ～たところで (１４６)

０３３１ ～たとたん(に) (１４６)

０３３２ ～だに (１４７)

０３３３ ～たばかり (１４７)

０３３４ ～たび(に) (１４８)

０３３５ ～たほうがいい (１４８)

０３３６ ～たまえ (１４８)

０３３７ ～ため(に) (１４９)

０３３８ ～ためしがない (１４９)

０３３９ ～ために (１５０)

０３４０ ～たものではない (１５０)

０３４１ ～たら (１５０)

０３４２ ～たら/ったら (１５１)

０３４３ ～たらいい (１５２)

０３４４ ～たらきりがない/ばきりがない (１５２)

０３４５ ～だらけ (１５３)

０３４６ ～たら最
さい

後
ご

(１５３)

０３４７ ～たら～で (１５３)

０３４８ ～たらどうですか (１５４)

０３４９ ～たり (１５５)

０３５０ ～たりとも (１５５)

０３５１ ～たるもの (１５６)

０３５２ ～だろう (１５６)



１３　　　
０３５３ ～だろうか (１５７)

０３５４ ～だろうが～だろうが (１５７)

０３５５ ～だろうと思
おも

う (１５７)

０３５６ ～だろうに (１５８)

０３５７ ちっとも～ない (１５８)

０３５８ ～ついでに (１５９)

０３５９ ～っけ (１５９)

０３６０ ～っこない (１５９)

０３６１ ～ったらない/ったらありゃしない (１６０)

０３６２ ～つつ (１６０)

０３６３ ～つ～つ (１６１)

０３６４ ～つつある (１６１)

０３６５ ～つつも (１６２)

０３６６ ～って① (１６２)

０３６７ ～って② (１６３)

０３６８ ～って③ (１６３)

０３６９ ～って④ (１６３)

０３７０ ～ってこと(なん)じゃない(の/か) (１６４)

０３７１ ～っぱなし (１６４)

０３７２ ～っぽい (１６５)

０３７３ ～つもりだ (１６６)

０３７４ ～て/で (１６６)

０３７５ ～で① (１６７)

０３７６ ～で② (１６８)

０３７７ ～てあげる (１６９)

０３７８ ～てある (１６９)

０３７９ ～であれ (１７０)

０３８０ ～であれ～であれ (１７０)

０３８１ ～であろうと (１７０)

０３８２ ～であろうと～であろうと (１７１)

０３８３ ～ていく (１７１)



１４　　　
０３８４ ～ていただく (１７２)

０３８５ ～ていただけませんか (１７２)

０３８６ ～ていただけるとありがたいんですが

(１７２)

０３８７ ～ていては (１７３)

０３８８ ～て以
い

来
らい

(１７３)

０３８９ ～ていらっしゃる (１７４)

０３９０ ～ている (１７４)

０３９１ ～ているうちに (１７５)

０３９２ ～ているところだ (１７５)

０３９３ ～ておく/とく (１７６)

０３９４ ～で～が一
いち

番
ばん

～だ (１７６)

０３９５ ～てからでないと/てからでなければ

(１７６)

０３９６ ～てからというもの (１７７)

０３９７ ～てください (１７７)

０３９８ ～てくださいませんか (１７８)

０３９９ ～てくださる (１７８)

０４００ ～てくる (１７９)

０４０１ ～てくれる (１７９)

０４０２ ～てから (１８０)

０４０３ ～でございます (１８０)

０４０４ ～てこそ (１８０)

０４０５ ～てごらん (１８１)

０４０６ ～てさしあげる (１８１)

０４０７ ～てしかた(が)ない (１８２)

０４０８ ～でしかない (１８２)

０４０９ ～てしかるべきだ (１８２)

０４１０ ～てしまう/ちゃう (１８３)

０４１１ ～でしょう (１８３)

０４１２ ～てしようがない/てしょうがない (１８４)



１５　　　
０４１３ ～て済

す

む/で済
す

む (１８４)

０４１４ ～て済
す

むことではない (１８４)

０４１５ ～て(は)たまらない (１８５)

０４１６ ～てたまるか/てたまるものか (１８５)

０４１７ ～てちょうだい (１８６)

０４１８ ～てでも (１８６)

０４１９ ～でなくてなんだろう (１８６)

０４２０ ～てならない (１８７)

０４２１ ～てのこと(だ) (１８７)

０４２２ ～ては① (１８８)

０４２３ ～ては② (１８８)

０４２４ ～ではあるまいし/じゃあるまいし (１８９)

０４２５ ～てはいけない (１８９)

０４２６ ～てはいられない (１９０)

０４２７ ～てはかなわない (１９０)

０４２８ ～てばかり (１９１)

０４２９ ～てばかりいる (１９１)

０４３０ ～てばかりはいられない/てばかり

もいられない (１９１)

０４３１ ～てはじめて (１９２)

０４３２ ～ではすまない/ではすまされない (１９２)

０４３３ ～ては～ては (１９３)

０４３４ ～ではないか/じゃないか① (１９３)

０４３５ ～ではないか/じゃないか② (１９４)

０４３６ ～ではなかろうか (１９４)

０４３７ ～ではなく (１９５)

０４３８ ～てはならない (１９５)

０４３９ ～て 憚
はばか

らない (１９６)

０４４０ ～てはやりきれない (１９６)

０４４１ ～てほしい (１９７)

０４４２ ～てまえ (１９７)



１６　　　
０４４３ ～てまで (１９８)

０４４４ ～てみせる (１９８)

０４４５ ～てみないことには～ない (１９９)

０４４６ ～てみる (１９９)

０４４７ ～でも (２００)

０４４８ ～てもいい (２００)

０４４９ ～てもかまわない (２００)

０４５０ ～ても差
さ

し支
つか

えない (２０１)

０４５１ ～てもしかた(が)ない (２０１)

０４５２ ～でもしたら (２０２)

０４５３ ～てもしようがない/てもしょうがない

(２０２)

０４５４ ～ても知
し

らない (２０２)

０４５５ ～ても大
だい

丈
じょう

夫
ぶ

だ (２０３)

０４５６ ～でもって (２０３)

０４５７ ～てもどうにもならない/てもどうな

るものでもない (２０４)

０４５８ ～てもともとだ (２０４)

０４５９ ～でも何
なん

でもない (２０５)

０４６０ ～ても始
はじ

まらない (２０５)

０４６１ ～てもよろしいでしょうか (２０５)

０４６２ ～てもらいたい (２０６)

０４６３ ～てもらう (２０６)

０４６４ ～てもらえませんか (２０７)

０４６５ ～てやってくれないか (２０７)

０４６６ ～てやまない (２０７)

０４６７ ～てやる (２０８)

０４６８ ～てよかった (２０８)

０４６９ ～点
てん

/という点
てん

(２０９)

０４７０ ～と① (２０９)

０４７１ ～と② (２１０)



１７　　　
０４７２ ～と③ (２１０)

０４７３ ～と(が)相
あい

まって (２１１)

０４７４ ～とあって (２１２)

０４７５ ～とあっては (２１２)

０４７６ ～とあれば (２１３)

０４７７ ～といい (２１３)

０４７８ ～といい～といい (２１４)

０４７９ ～という① (２１４)

０４８０ ～という② (２１５)

０４８１ ～というか～というか (２１５)

０４８２ ～ということ (２１６)

０４８３ ～ということだ① (２１６)

０４８４ ～ということだ② (２１７)

０４８５ ～ということはない (２１７)

０４８６ ～というだけで/というだけの理
り

由
ゆう

で

(２１７)

０４８７ ～というと (２１８)

０４８８ ～というと/といえば (２１８)

０４８９ ～というところだ/といったところだ

(２１９)

０４９０ ～というので (２１９)

０４９１ ～というのに (２２０)

０４９２ ～というのは (２２０)

０４９３ ～というのは～からだ/というのは

～のだ (２２０)

０４９４ ～というのも～からにほかならない

(２２１)

０４９５ ～というほどではない/というほどで

もない (２２１)

０４９６ 期間＋というもの (２２２)

０４９７ ～というものだ (２２２)



１８　　　
０４９８ ～というものではない/というもので

もない (２２３)

０４９９ ～というものは (２２４)

０５００ ～というより (２２４)

０５０１ ～というわけだ (２２４)

０５０２ ～というわけではない (２２５)

０５０３ ～といえども (２２５)

０５０４ ～と言
い

えなくもない (２２６)

０５０５ ～といえば～が (２２７)

０５０６ ～といった (２２７)

０５０７ ～といった～ない (２２８)

０５０８ ～といったら (２２８)

０５０９ ～といったらありはしない/といったら

ありゃしない/といったらない (２２９)

０５１０ ～といっても (２２９)

０５１１ ～と言
い

ってもいい (２３０)

０５１２ ～といっても言
い

い過
す

ぎではない (２３０)

０５１３ ～といっても過
か

言
ごん

ではない (２３１)

０５１４ ～といわず～といわず (２３１)

０５１５ ～と言
い

われている (２３１)

０５１６ ～と(は)打
う

って変
か

わって (２３２)

０５１７ どう～ても (２３２)

０５１８ ～(か)と思
おも

いきや (２３３)

０５１９ ～(か)と思
おも

うと/(か)と思
おも

ったら① (２３３)

０５２０ ～(か)と思
おも

うと/(か)と思
おも

ったら② (２３４)

０５２１ ～とおり(に)/とおりの (２３４)

０５２２ ～どおり(に)/どおりの (２３５)

０５２３ ～とか/とかいう (２３５)

０５２４ ～とかいうことだ/とかいう 話
はなし

だ

(２３６)

０５２５ ～とかで (２３６)



１９　　　
０５２６ ～とか～とか (２３６)

０５２７ ～とき (２３７)

０５２８ ～ときた日
ひ

には (２３７)

０５２９ ～ときたら (２３８)

０５３０ ～ところ (２３８)

０５３１ ～どころか (２３９)

０５３２ ～ところだった (２３９)

０５３３ ところで (２４０)

０５３４ ～どころではない (２４０)

０５３５ ～ところに/ところへ (２４１)

０５３６ ～ところを (２４１)

０５３７ ～ところを見
み

ると (２４２)

０５３８ ～とされている (２４２)

０５３９ ～としか言
い

いようがない (２４３)

０５４０ ～としたことが (２４３)

０５４１ ～としたって (２４４)

０５４２ ～としたところで (２４４)

０５４３ ～としたら/とすると/とすれば (２４４)

０５４４ ～として (２４５)

０５４５ ～として～ない (２４５)

０５４６ ～としても (２４６)

０５４７ ～とする (２４６)

０５４８ ～とて① (２４７)

０５４９ ～とて② (２４７)

０５５０ ～と同
どう

時
じ

に (２４８)

０５５１ ～と～とどちらが～か (２４８)

０５５２ ～とともに (２４８)

０５５３ ～となる (２４９)

０５５４ ～となると① (２４９)

０５５５ ～となると② (２５０)

０５５６ ～殿
どの

(２５０)



２０　　　
０５５７ ～とのことだ (２５０)

０５５８ ～とは① (２５１)

０５５９ ～とは② (２５１)

０５６０ ～とはいうものの/とは言
い

い 条
じょう

(２５１)

０５６１ ～とはいえ (２５２)

０５６２ ～とは限
かぎ

らない (２５２)

０５６３ ～とばかりに (２５３)

０５６４ ～とばかりは言
い

えない (２５３)

０５６５ ～とは別
べつ

に (２５４)

０５６６ ～と(は)反対
はんたい

に (２５４)

０５６７ ～とまではいかないが/とまではいか

ないとしても (２５４)

０５６８ ～とまでは言
い

わないが/とまでは言
い

わ

ないとしても (２５５)

０５６９ ～ともあろうものが (２５６)

０５７０ ～ともなく/ともなしに (２５６)

０５７１ ～ともなると/ともなれば (２５７)

０５７２ どんなに～ても (２５７)

な

０５７３ ～な (２５９)

０５７４ ～ないうちに (２５９)

０５７５ ～ない限
かぎ

り (２５９)

０５７６ ～ないかな (２６０)

０５７７ ～ないことには (２６１)

０５７８ ～ないことはない/ないこともない (２６１)

０５７９ ～ないで (２６２)

０５８０ ～ないでいる (２６２)

０５８１ ～ないでください (２６３)

０５８２ ～ないでくださいませんか (２６３)

０５８３ ～ないで済
す

む (２６３)

０５８４ ～ないではいられない (２６４)



２１　　　
０５８５ ～ないではおかない (２６４)

０５８６ ～ないではすまない (２６５)

０５８７ ～ないではない/ないでもない (２６５)

０５８８ ～ないといけない (２６６)

０５８９ ～ないとは限
かぎ

らない/ないとも限
かぎ

らない

(２６６)

０５９０ ～ないはずはない (２６７)

０５９１ ～ないほうがいい (２６７)

０５９２ ～ないまでも (２６８)

０５９３ ～ないものだろうか (２６８)

０５９４ ～ないものでもない (２６９)

０５９５ ～ないわけにはいかない/ないわけにも

いかない (２７０)

０５９６ ～直
なお

す (２７０)

０５９７ ～ながら (２７１)

０５９８ ～ながらに (２７１)

０５９９ ～ながらの (２７１)

０６００ ～ながらも (２７２)

０６０１ ～なかを/なかで (２７２)

０６０２ ～なくして(は) (２７３)

０６０３ ～なくて (２７３)

０６０４ ～なくて済
す

む (２７４)

０６０５ ～なくてもいい (２７４)

０６０６ ～なくてもかまわない (２７４)

０６０７ ～なくても大
だい

丈
じょう

夫
ぶ

だ (２７５)

０６０８ ～なくてよかった (２７５)

０６０９ ～なくはない/なくもない (２７６)

０６１０ ～なければいけない/なくてはいけない

(２７６)

０６１１ ～なければだめだ/なくてはだめだ (２７６)

０６１２ ～なければならない/なくてはならない



２２　　　
(２７７)

０６１３ ～なければよかった (２７７)

０６１４ ～なさい (２７８)

０６１５ なさる (２７８)

０６１６ ～なしに (２７８)

０６１７ ～なしには/なしでは (２７９)

０６１８ ～など (２７９)

０６１９ なにしろ～から (２７９)

０６２０ 何
なに

も～ない (２８０)

０６２１ ～なら (２８０)

０６２２ ～ならいざしらず (２８１)

０６２３ ～ならではの (２８２)

０６２４ ～ならともかく (２８２)

０６２５ ～なら別
べつ

だが/なら 話
はなし

は別
べつ

だが (２８３)

０６２６ ～ならまだしも (２８３)

０６２７ ～なり (２８４)

０６２８ ～なりとも (２８４)

０６２９ ～なり～なり (２８４)

０６３０ ～なりに (２８５)

０６３１ ～なりの (２８５)

０６３２ ～なんか/なんて (２８６)

０６３３ ～なんて (２８７)

０６３４ なんという～だろう (２８７)

０６３５ なんとも～ない (２８７)

０６３６ ～に① (２８８)

０６３７ ～に② (２９０)

０６３８ ～に 値
あたい

する (２９１)

０６３９ ～に 値
あたい

しない (２９１)

０６４０ ～にあたって/にあたり (２９１)

０６４１ ～に(は)あたらない (２９２)

０６４２ ～にあって(は) (２９２)



２３　　　
０６４３ ～にあっても (２９３)

０６４４ ～に至
いた

って (２９３)

０６４５ ～に至
いた

っては① (２９４)

０６４６ ～に至
いた

っては② (２９４)

０６４７ ～に至
いた

っても (２９５)

０６４８ ～に至
いた

るまで (２９５)

０６４９ ～において (２９６)

０６５０ ～に応
おう

じ(て) (２９６)

０６５１ ～に負
お

うところが多
おお

い/に負
お

うところ

が大
おお

きい (２９７)

０６５２ ～におかれましては (２９７)

０６５３ ～における (２９８)

０６５４ ～に(は)及
およ

ばない① (２９８)

０６５５ ～に(は)及
およ

ばない② (２９８)

０６５６ ～に欠
か

かせない (２９９)

０６５７ ～にかかったら/にかかっては/にかか

ると (２９９)

０６５８ ～にかかっている (２９９)

０６５９ ～に(は)かかわらず/に(は)かかわり

なく (３００)

０６６０ ～にかかわる (３００)

０６６１ ～に限
かぎ

ったことではない (３０１)

０６６２ ～に限
かぎ

って (３０１)

０６６３ ～に限
かぎ

って/に限
かぎ

り (３０２)

０６６４ ～に限
かぎ

らず (３０２)

０６６５ ～に限
かぎ

る (３０３)

０６６６ ～にかけては (３０３)

０６６７ ～にかけても (３０４)

０６６８ ～にかこつけて (３０４)

０６６９ ～にかたくない (３０５)

０６７０ ～にかまけて (３０５)



２４　　　
０６７１ ～にかわって/にかわり (３０５)

０６７２ ～に 鑑
かんが

みて (３０６)

０６７３ ～に関
かん

して(は) (３０６)

０６７４ ～に関
かん

しても (３０７)

０６７５ ～に関
かん

する (３０７)

０６７６ ～に決
き

まっている (３０７)

０６７７ ～にくい (３０８)

０６７８ ～に比
くら

べ(て)/と比
くら

べ(て) (３０８)

０６７９ ～に加
くわ

え(て) (３０９)

０６８０ ～に越
こ

したことはない (３０９)

０６８１ ～に応
こた

え(て) (３１０)

０６８２ ～に際
さい

し(て) (３１０)

０６８３ ～に先
さき

立
だ

って/に先
さき

立
だ

ち (３１１)

０６８４ ～に如
し

くはない (３１１)

０６８５ ～に 従
したが

って/に 従
したが

い (３１２)

０６８６ ～にしたって (３１３)

０６８７ ～にしたところで (３１３)

０６８８ ～にしたら/にすれば (３１３)

０６８９ ～にして① (３１４)

０６９０ ～にして② (３１４)

０６９１ ～にして～(ない) (３１５)

０６９２ ～にしては (３１５)

０６９３ ～にしてはじめて (３１６)

０６９４ ～にしてみれば (３１６)

０６９５ ～にしても (３１６)

０６９６ ～に忍
しの

びない (３１７)

０６９７ ～に 準
じゅん

じ(て) (３１７)

０６９８ ～に 準
じゅん

じる (３１７)

０６９９ ～にしろ/にせよ/にしても (３１８)

０７００ ～にしろ～にしろ/にせよ～にせよ (３１８)

０７０１ ～に～ず/に～ない (３１９)



２５　　　
０７０２ ～に過

す

ぎない (３１９)

０７０３ ～にする (３２０)

０７０４ ～にする/くする (３２０)

０７０５ ～に相
そう

違
い

ない (３２１)

０７０６ ～に即
そく

して (３２１)

０７０７ ～に即
そく

した (３２２)

０７０８ ～に沿
そ

って/に沿
そ

い (３２２)

０７０９ ～に備
そな

え(て) (３２２)

０７１０ ～に対
たい

して (３２３)

０７１１ ～に対
たい

する (３２４)

０７１２ ～にたえる (３２４)

０７１３ ～にたえない① (３２４)

０７１４ ～にたえない② (３２５)

０７１５ ～に足
た

りる/に足
た

る (３２５)

０７１６ ～に足
た

りない/に足
た

らない (３２６)

０７１７ ～に違
ちが

いない (３２６)

０７１８ ～について (３２６)

０７１９ ～についての (３２７)

０７２０ ～につき① (３２７)

０７２１ ～につき② (３２８)

０７２２ ～につけ/につけては/につけても (３２８)

０７２３ ～につけ～につけ (３２９)

０７２４ ～につれ(て) (３２９)

０７２５ ～にて (３３０)

０７２６ ～に照
て

らして (３３０)

０７２７ ～にとって(は) (３３１)

０７２８ ～にとっての (３３１)

０７２９ ～にとっても (３３２)

０７３０ ～にとどまらず (３３２)

０７３１ ～に 伴
ともな

って/に 伴
ともな

い (３３３)

０７３２ ～になる/くなる (３３３)



２６　　　
０７３３ ～に似

に

合
あ

わず (３３３)

０７３４ ～に 則
のっと

って (３３４)

０７３５ ～には① (３３４)

０７３６ ～には② (３３５)

０７３７ ～には～が (３３５)

０７３８ ～には無
む

理
り

がある (３３６)

０７３９ ～に反
はん

し(て) (３３６)

０７４０ ～にひきかえ(て) (３３７)

０７４１ ～にひけをとらない (３３７)

０７４２ ～にほかならない (３３７)

０７４３ 疑問詞＋～にも (３３８)

０７４４ ～にも～にも (３３８)

０７４５ ～にもかかわらず (３３９)

０７４６ ～に基
もと

づいて/に基
もと

づき (３３９)

０７４７ ～にもほどがある (３４０)

０７４８ ～にも増
ま

して (３４０)

０７４９ ～によって① (３４１)

０７５０ ～によって② (３４１)

０７５１ ～によって③ (３４１)

０７５２ ～によって④ (３４２)

０７５３ ～によって⑤ (３４２)

０７５４ ～によってこそ (３４３)

０７５５ ～によらず (３４３)

０７５６ ～による① (３４３)

０７５７ ～による② (３４４)

０７５８ ～による③ (３４４)

０７５９ ～による④ (３４５)

０７６０ ～によると/によれば (３４５)

０７６１ ～によるところが大
おお

きい (３４５)

０７６２ ～にわたって/にわたり (３４６)

０７６３ ～に～を重
かさ

ねて (３４６)



２７　　　
０７６４ ～ぬ/ん (３４７)

０７６５ ～抜
ぬ

きで/抜
ぬ

きに/を抜
ぬ

きにして/は抜
ぬ

き

にして (３４７)

０７６６ ～抜
ぬ

きでは/抜
ぬ

きには/を抜
ぬ

きにしては

(３４８)

０７６７ ～抜
ぬ

く (３４８)

０７６８ ～ね (３４９)

０７６９ ～ねばならない/ねばならぬ (３４９)

０７７０ ～の① (３４９)

０７７１ ～の② (３５１)

０７７２ ～の至
いた

り (３５２)

０７７３ ～の極
きわ

み (３５２)

０７７４ ～のだ/んだ (３５２)

０７７５ ～のだろうか (３５３)

０７７６ ～ので (３５３)

０７７７ ～のではあるまいか (３５４)

０７７８ ～のではないか/んじゃないか (３５４)

０７７９ ～の中
なか

で～が一
いち

番
ばん

～ (３５５)

０７８０ ～の名
な

のもとに (３５５)

０７８１ ～のなんの (３５５)

０７８２ ～のに① (３５６)

０７８３ ～のに② (３５６)

０７８４ ～の 話
はなし

では (３５７)

０７８５ ～のみならず (３５７)

０７８６ ～のもとで/のもとに (３５８)

０７８７ ～のも無
む

理
り

はない (３５８)

は

０７８８ ～は (３６０)

０７８９ ～ば (３６０)

０７９０ ～場
ば

合
あい

(３６１)

０７９１ ～ばいい (３６２)



２８　　　
０７９２ 疑問詞＋～ばいいですか (３６２)

０７９３ ～はいいとしても (３６２)

０７９４ ～は言
い

うにおよばず (３６３)

０７９５ 拝
はい

見
けん

する (３６３)

０７９６ 拝
はい

借
しゃく

する (３６３)

０７９７ ～はおろか (３６４)

０７９８ ～は～が (３６４)

０７９９ ～ばかり (３６４)

０８００ ～ばかりか (３６５)

０８０１ ～ばかりだ (３６５)

０８０２ ～ばかりでなく (３６６)

０８０３ ～ばかりに (３６６)

０８０４ ～ばこそ (３６７)

０８０５ ～はさておき/はさておいて (３６７)

０８０６ ～はしない/やしない (３６８)

０８０７ ～はずだ (３６８)

０８０８ ～はずがない (３６９)

０８０９ ～弾
はず

みに/弾
はず

みで (３６９)

０８１０ ～はそっちのけで/をそっちのけで (３７０)

０８１１ ～ばそれまでだ (３７０)

０８１２ ～ばと思
おも

う/たらと思
おも

う (３７１)

０８１３ ～はともあれ (３７１)

０８１４ ～はともかく(として) (３７２)

０８１５ ～は別
べつ

として (３７２)

０８１６ ～ば～ほど/ば～だけ (３７３)

０８１７ ～羽
は

目
め

になる/羽
は

目
め

に 陥
おちい

る (３７３)

０８１８ ～はもちろん/はもとより (３７４)

０８１９ ～ばよかった (３７４)

０８２０ ～反
はん

面
めん

/半面
はんめん

(３７５)

０８２１ ～ 拍
ひょう

子
し

に (３７５)

０８２２ ～ふしがある (３７６)



２９　　　
０８２３ ～ぶり (３７６)

０８２４ ～ふりをする (３７７)

０８２５ ～ぶる (３７７)

０８２６ ～分
ぶん

(だけ) (３７８)

０８２７ ～へ (３７８)

０８２８ 弊
へい

～ (３７８)

０８２９ ～べき (３７９)

０８３０ ～べきだ (３７９)

０８３１ ～べからざる (３８０)

０８３２ ～べからず (３８０)

０８３３ ～べく (３８０)

０８３４ ～べくして (３８１)

０８３５ ～べくもない (３８１)

０８３６ ～別
べつ

に (３８２)

０８３７ ～ほかしかたがない (３８２)

０８３８ ～ほか(は)ない/よりほか(は)ない (３８２)

０８３９ ～ほかに(は) (３８３)

０８４０ ～ほしいばかりに (３８３)

０８４１ ～ほど (３８３)

０８４２ ～ほど～ない (３８５)

０８４３ ～ほどの～ではない (３８５)

ま

０８４４ ～まい (３８６)

０８４５ ～まいか (３８７)

０８４６ ～まいと (３８７)

０８４７ まいる (３８８)

０８４８ ～前
まえ

に (３８８)

０８４９ ～まじき (３８８)

０８５０ ～ましょう (３８９)

０８５１ ～ましょうか (３８９)

０８５２ ～ませんか (３９０)



３０　　　
０８５３ ～または (３９０)

０８５４ ～まで (３９０)

０８５５ ～までして (３９１)

０８５６ ～までだ/までのことだ① (３９１)

０８５７ ～までだ/までのことだ② (３９２)

０８５８ ～までに (３９２)

０８５９ ～までもない/までもなく (３９３)

０８６０ ～まま (３９３)

０８６１ ～まみれ (３９４)

０８６２ ～みたいだ① (３９４)

０８６３ ～みたいだ② (３９５)

０８６４ ～みたいだ③ (３９５)

０８６５ ～向
む

きだ (３９５)

０８６６ ～向
む

きに (３９６)

０８６７ ～向
む

きの (３９６)

０８６８ ～向
む

けだ (３９６)

０８６９ ～向
む

けに (３９７)

０８７０ ～向
む

けの (３９７)

０８７１ ～めく (３９７)

０８７２ 召
め

し上
あ

がる (３９８)

０８７３ 召
め

す (３９８)

０８７４ ～も (３９９)

０８７５ ～も相
あい

まって (３９９)

０８７６ ～もあろうに (４００)

０８７７ 申
もう

し上
あ

げる (４００)

０８７８ 申
もう

す (４００)

０８７９ ～も 顧
かえり

みず/を 顧
かえり

みず (４００)

０８８０ ～もかまわず (４０１)

０８８１ ～もさることながら (４０１)

０８８２ もし～ても (４０２)

０８８３ ～もそこそこに (４０２)



３１　　　
０８８４ ～も当

とう

然
ぜん

だ (４０３)

０８８５ ～も同
どう

然
ぜん

(だ) (４０３)

０８８６ ～も～なら～も～だ (４０４)

０８８７ ～もの (４０４)

０８８８ ～もの/もん (４０５)

０８８９ ～ものか/もんか (４０５)

０８９０ ～ものがある (４０６)

０８９１ ～ものだ① (４０６)

０８９２ ～ものだ② (４０７)

０８９３ ～ものだ③ (４０７)

０８９４ ～ものだ④ (４０７)

０８９５ ～ものだから (４０７)

０８９６ ～ものではない (４０８)

０８９７ ～ものと思
おも

われる (４０８)

０８９８ ～ものと見
み

られる (４０９)

０８９９ ～ものなら① (４０９)

０９００ ～ものなら② (４１０)

０９０１ ～ものの (４１１)

０９０２ ～ものを (４１１)

０９０３ ～も～ば～も (４１２)

０９０４ ～もほどほどにする (４１２)

や

０９０５ ～や (４１４)

０９０６ ～や/や否
いな

や (４１４)

０９０７ ～矢
や

先
さき

に (４１４)

０９０８ ～やすい (４１５)

０９０９ ～やら～やら (４１５)

０９１０ やれ～やれ (４１６)

０９１１ ～(が)ゆえ(に) (４１６)

０９１２ ～よ (４１７)

０９１３ ～よう(に) (４１７)



３２　　　
０９１４ ～ようがない/ようもない (４１８)

０９１５ ～ようだ① (４１８)

０９１６ ～ようだ② (４１８)

０９１７ ～ようだ③ (４１９)

０９１８ ～ようで (４１９)

０９１９ ～ようでは (４２０)

０９２０ ～ようなら(ば)/ようだったら (４２０)

０９２１ ～ように (４２１)

０９２２ ～ように思
おも

える (４２２)

０９２３ ～ように感
かん

じる (４２２)

０９２４ ～ようにする/ようにしている (４２２)

０９２５ ～ようにしておく (４２３)

０９２６ ～ようになる/ようになっている (４２３)

０９２７ ～ように見
み

える (４２４)

０９２８ ～ようによっては (４２４)

０９２９ ～より (４２５)

ら

０９３０ ～らしい① (４２７)

０９３１ ～らしい② (４２７)

０９３２ ～(ら)れる① (４２８)

０９３３ ～(ら)れる② (４２８)

０９３４ ～(ら)れる③ (４２９)

０９３５ ～(ら)れる(が)まま(に) (４３０)

０９３６ ～れ/ろ (４３０)

わ

０９３７ ～わ (４３２)

０９３８ ～わけがない/わけはない (４３２)

０９３９ ～わけだ① (４３２)

０９４０ ～わけだ② (４３３)

０９４１ ～わけだから (４３３)



３３　　　
０９４２ ～わけではない/わけでもない (４３４)

０９４３ ～わけにはいかない/わけにもいかない (４３４)

０９４４ ～わりに(は) (４３５)

０９４５ ～わ～わ (４３５)

を

０９４６ ～を (４３７)

０９４７ ～を受
う

けて (４３７)

０９４８ ～をおいて (４３８)

０９４９ ～を押
お

して/を押
お

し切
き

って (４３８)

０９５０ ～を限
かぎ

りに① (４３９)

０９５１ ～を限
かぎ

りに② (４３９)

０９５２ ～をかねて (４３９)

０９５３ ～を皮
かわ

切
き

りに(して) (４４０)

０９５４ ～をきっかけに(して)/をきっかけと

して (４４０)

０９５５ ～を機
き

に (４４１)

０９５６ ～を禁
きん

じ得
え

ない (４４１)

０９５７ ～をください (４４２)

０９５８ ～をくだらない (４４２)

０９５９ ～を契
けい

機
き

に(して)/を契
けい

機
き

として (４４２)

０９６０ ～を込
こ

めて (４４３)

０９６１ ～を 境
さかい

に (４４３)

０９６２ ～をしりめに① (４４４)

０９６３ ～をしりめに② (４４４)

０９６４ ～をする (４４４)

０９６５ ～を～せいにする (４４５)

０９６６ ～を頼
たよ

りに(して) (４４５)

０９６７ ～を 中
ちゅう

心
しん

として/を 中
ちゅう

心
しん

に(して) (４４５)

０９６８ ～を 中
ちゅう

心
しん

とする (４４６)

０９６９ ～を通
つう

じて (４４６)

０９７０ ～を手
て

がかりに(して) (４４７)



３４　　　
０９７１ ～を通

とお

して (４４７)

０９７２ ～を～とする (４４７)

０９７３ ～を問
と

わず/は問
と

わず (４４８)

０９７４ ～を 蔑
ないがし

ろにする (４４８)

０９７５ ～をなおざりにして (４４９)

０９７６ ～を除
のぞ

いて/を除
のぞ

き (４４９)

０９７７ ～をはじめ(として) (４４９)

０９７８ ～をはじめとする (４５０)

０９７９ ～を控
ひか

え(て) (４５０)

０９８０ ～を踏
ふ

まえ(て) (４５０)

０９８１ ～を振
ふ

り出
だ

しに (４５１)

０９８２ ～を経
へ

て (４５１)

０９８３ ～をほしがる (４５１)

０９８４ ～を前
まえ

に(して) (４５２)

０９８５ ～をめぐって/をめぐり (４５２)

０９８６ ～をもって (４５３)

０９８７ ～をもって/をもちもして (４５３)

０９８８ ～をもとに(して) (４５４)

０９８９ ～をものともせずに (４５４)

０９９０ ～を余
よ

儀
ぎ

なくさせる (４５５)

０９９１ ～を余
よ

儀
ぎ

なくされる (４５５)

０９９２ ～をよそに (４５６)

ん

０９９３ ～んがため(に) (４５８)

０９９４ ～んじゃない① (４５８)

０９９５ ～んじゃない② (４５９)

０９９６ ～んじゃなかった (４５９)

０９９７ ～んだって (４６０)

０９９８ ～んばかりだ (４６０)

０９９９ ～んばかりに (４６０)

１０００ ～んばかりの (４６１)



１　　　　

あ

あ

０００１ ～ 間
あいだ

[接续]　V普/Nの＋間

[说明]　表示在某一段时间里,某种动作或状态一直在

持续着,谓语是持续性动词.“在期间,一

直”.

[例句]　△高橋先生の講
こう

義
ぎ

の間、 彼は後ろの席でずっ

と寝ていた。 /高桥老师讲课的时候,他一直在

后面的座位上睡觉.

△私は 夏休 み の 間、 ず っと 実
じっ

家
か

に い ま し

た。 /暑假期间,我一直待在老家.

△姉が電話をしている間、 私は隣でゲームを

やっていた。 /姐姐在打电话的时候,我在旁边

打游戏.

０００２ ～ 間
あいだ

に

[接续]　V普/Nの＋間に

[说明]　表示在持续的某一点或一段时间里,发生某个

动作,谓 语 是 瞬 间 性 动 词.“在  期 间,

做”.

[例句]　△ 夫
おっと

がお風呂に入
はい

っている間に、 晩ご飯を

作りました。 /在 丈 夫 洗 澡 的 时 候,把 晚 饭 做

好了.

△ 夫
おっと

が電話をしている間に、 洗
せん

濯
たく

物
もの

を取
と

り

込
こ

んで畳
たた

んだ。 /在 丈 夫 打 电 话 的 时 候,把 晾

干的衣服收进来叠好了.

△母が買い物に行っている間に、 宅
たく

配
はい

便
びん

が

届
とど

いた。 /妈妈去买东西的时候,快递到了.



２　　　　

０００３ ～ 暁
あかつき

に(は)

[接续]　Vた/Nの＋暁に(は)

[说明]　表示 某 事 完 成 或 实 现 的 时 候,“ 时 候”

“之际”.

[例句]　△司法試験に合格の暁には、 みんなでお祝
いわ

いをしよう。 /等司法考试通过的时候,大家一

起去庆祝吧.

△新しいプロジェクトが成功した暁には、 会

社に大きな利益をもたらすことになる。 /在

新项目成功之际,将为公司带来巨大的利益.

０００４ ～あげく(に)

[接续]　Vた/Nの＋あげく(に)

[说明]　表示结果,“最后”.后项的结果常带有消

极意义.

[例句]　△町でお祭
まつ

りがあって人ごみに巻
ま

き込
こ

まれた

あげく、 道に迷
まよ

ってしまった。 /镇上有庙会,

我被卷入拥挤的人群,最后迷路了.

△進
しん

路
ろ

についてさんざん悩
なや

んだあげく、 大

学院への進
しん

学
がく

をあきらめることにした。 /关

于毕业后的去 向,我 烦 恼 了 许 久,最 后 决 定 放

弃读研.

△兄に農
のう

作
さ

業
ぎょう

を手
て

伝
つだ

わされたあげく、 仕事

が遅いと文
もん

句
く

を言われた。 /被迫帮哥哥干农

活,最后却被他抱怨说干活儿慢.

０００５ ～(が)あっての

[接续]　N＋(が)あっての＋N

[说明]　表示条件,“正因为有了 A,才有B的存在”.



３　　　　

あ
[例句]　△大学時代、 田中先生に 触

しょく

発
はつ

されて研究へ

の意
い

欲
よく

が湧
わ

き上
あ

がった。 今一人前の研究者を

目指して頑張れるのは田中先生あってのこと

です。 /大学时期,田中老师激发了我对研究的

热情.现在能以成为一名合格的研究者为目标

而努力,正是因为受了田中老师的影响.

△小さい頃から厳しい練習に耐え、 全国大会

で優勝できたのは、 家族の支えあってのこと

だ。 /之所以能从小经受住艰苦的训练,在全国

大赛中取得冠军,正是因为有家人的支持.

△さまざまな難題を乗り越え、 今回のプロ

ジェクトが成功に終わったのも、 チーム全員

の協力あってのものだ。 /之所以能克服种种

难题、取得这次项 目 的 成 功,也 正 是 因 为 团 队

所有成员的协作.

０００６ ～後
あと

で

[接续]　Vた/Nの＋後で

[说明]　“之后”.

[例句]　△宿題をした後で、 外へ遊びに行くように母

に言われた。 /妈 妈 让 我 写 完 作 业 之 后 再 出

去玩.

△一週間経
た

った 後 で、 彼 か ら 手紙 が 届 い

た。 /过了一个星期之后,他来信了.

△食事の後で、 散歩をします。 /饭后去散步.

０００７ あとは～だけ

[接续]　あとは＋N/小句＋だけ

[说明]　表示 所 有 条 件 都 具 备,就 差 最 后 一 点.“就

差”“只等”.“だけ”可以用“ばかり”



４　　　　
“のみ”替代.

[例句]　△参加者はほとんどそろっていて、 あとは鈴

木さんだけだ。 /参加人员基本都到齐了,就差

铃木了.

△会議の準備は終わったから、 あとは出席者

が来るのを待つだけだ。 /会议准备工作完成

了,只等出席者来了.

０００８ ～あまり(に)

[接续]　Vる/Nの＋あまり(に)

[说明]　表示由于程度过甚,导致某种结果,“由于过

度而”.

[例句]　△彼女は人
ひと

目
め

を気にするあまりに、 嫌なこ

とも嫌だと素
す

直
なお

に言えない。 /因为她太在意

别人的眼光,即便是厌恶的事情也无法坦诚地

说出来.

△大好きなアイドルにやっと会えた幸
さち

子
こ

は、

興
こう

奮
ふん

のあまり、 気を 失
うしな

った。 /幸子终于见到

了自己 非 常 喜 欢 的 偶 像,由 于 兴 奋 过 度,晕

倒了.

△念
ねん

願
がん

の大学に合格し、 うれしさのあまり

に、 飛
と

び上
あ

がりそうになった。 /考上了向往

已久的大学,高兴得快要跳起来了.

０００９ あまり～ない

[接续]　あまり＋Vない/Aく＋ない

あまり＋Na＋ではない

[说明]　表示频率或程度不太高,“不怎么”“不那

么”.口语中,“あまり”还可以说成“あん

まり”.
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あ
[例句]　△ 週

しゅう

末
まつ

はあまり出かけません。 /周末我不

怎么出门.

△今年の夏はあまり暑
あつ

くない。 /今年夏天不

怎么热.

００１０ あろうことか

[接续]　可单独使用.

[说明]　表示岂有此理,“竟然有这种事”.

[例句]　△あろうことか、 一番親しい友だちを裏
うら

切
ぎ

るなんて。 /竟然有这种事,背叛自己最亲密的

朋友!

△新人の山田君は、 あろうことか、 連絡もな

しに大事な打
う

ち合
あ

わせに３０分も遅れてき

た。 /新员工山田竟然会发生这种事,重要的商

谈居 然 迟 到 了３０分 钟,并 且 事 先 没 有 任 何

联系.

００１１ ～以
い

外
がい

の何
なに

ものでもない

[接续]　N＋以外の何ものでもない

[说明]　表示强调,“不是别的,正是”.

[例句]　△彼女を悩ませているのは仕事のストレス

以外のなにものでもない。 /使她烦恼的正是

工作压力.

△この世
よ

で生き延びる力というのは学力以

外のなにものでもない。 /使我们能够在这个

社会上生活下去的能力,不是其他的就是学习

能力.

△今回の交通事故の原因は運転手の不注意

以外のなにものでもない。 /正是司机的疏忽

大意酿成了这起交通事故.
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００１２ ～いかんで

[接续]　N(の)＋いかんで

[说明]　“根据的不同”,后项多是某个结论.

[例句]　△われわれの考え方いかんで、 善
ぜん

と悪
あく

が分

かれる。 /看问题的角度不同,善恶的标准也会

不同.

△商品のパッケージとネーミングいかんで、

売上げが変わることはよくある。 /根据商品

的包装与命名的 不 同,销 售 额 也 会 发 生 改 变,

这是常有的事情.

００１３ ～いかんでは/いかんによっては

[接续]　N(の)＋いかんでは/いかんによっては

[说明]　表示前后两项的关联,根据前项不同,后项会

采取相应措施.“取决于”“根据”.

[例句]　△今月の売上げ状況のいかんでは、 新商品の

販売計画を変更することもある。 /根据这个

月的销 售 情 况,有 可 能 会 改 变 新 产 品 的 销 售

计划.

△向こうの対応のいかんによっては、 更に強

い措
そ

置
ち

を取るかもしれない。 /取决于对方的

处理方式,我方有可能采取更强硬的措施.

００１４ ～いかんにかかっている/いかんだ

[接续]　N＋いかんにかかっている/いかんだ

[说明]　表示前后两项的关联,前项会如何取决于后项.

“(会怎样),要看”“取决于”.

[例句]　△試合で 逆
ぎゃく

転
てん

できるかどうかは、 選手たち

の意志いかんだ。 /比赛中能否反超对手,取决
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