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であろうと 「であろう」由「である」的未然形「ろ」加推

量助动词「う」构成。这个句型表示[无论⋯，无论⋯] [无论

⋯还是⋯]。 ＊大人であろうと、子供であろうと、みんなこ

の番が好きです。（无论是大人还是孩子，都喜欢着个节目

。） 2、⋯だけで（いい） 「だけ」起限定作用。「だけで

」后续肯定表示在某种限定情况、状态下所出现的肯定的结

果。 ＊朝ごは牛乳とパンだけでいい。（早饭光牛奶和面包

就行了。） 3、⋯なくてはならない 「なくてはならない」

接在动词未然形下面，表示与行为者一直无关，非做不可的

事情。[必须⋯] [非⋯不可]。 ＊今日十一までにらなくては

なりません。（今天必须在十一点之前回去。） 4、⋯とよ

い 「动词终止形＋とよい」可表示建议。也可用「といい」

。一般「とよい」用语书面语。 ＊なにか困ったことがあっ

たら、私にするとよいです。（如有什么为难的事，可以给

我来个电话。） 5、これでは⋯ 「これでは」假设若是出现

前面提到的某种状态，就会出现某种结果，往往是讲话人不

希望出现的结果。 ＊返すお金はない？これでは困るなあ。

（没有钱还？这样，事情就不好办了。） 6、⋯にも 「にも

」接在动词以及动词型活用助动词之后，表示[即使⋯也⋯] [

不管⋯都⋯]。 ＊をかけようにも、番号がわかりません。（

即使想打电话也不知道电话号码。） 7、⋯というわけだ 「

というわけだ」用于说明、解释某种情形、事情的原委，类



似汉语的[是这么回事]等。 ＊三十年先だったら、定年にな

るまでずっとロンを支っていかなければならないというわ

けですか。（三十年后，也就是说到退休前一直要偿还贷款

吗？） 8、⋯までもない 「まで」表程度。「までもない」

接在动词连体形下面，表示事情尚未达到「まで」前面动词

所表示的程度。[不必⋯] [用不着⋯] [无须⋯]。 ＊こんな小

さな事は院に告するまでもありません。（这点小事无须向

院长报告。） 9、⋯とされている 「とされている」是词组

「とする」的被动态，表示一般所公认的事实。 ＊この病は

代医学ではなかなかなおりにくいとされています。（据认

为这种病在现代医学是很难治好的。） 10、必ずしも⋯⋯な

い 副词「必ずしも」和否定呼应使用，表示因有例外，所以

不一定是百分之百的准确。[不一定⋯⋯]。 ＊辞は必要です

が、参考は必ずしも必要ではありません。（辞典是需要的

，但是参考书不一定需要。） 1、⋯う（よう）か、⋯まい

か 「まい」是表示否定推量的助动词。在口语中接在动词的

终止形后面，非五段动词也可接在未然形后面。也可表示否

定意义的决心和意志。「⋯う（よう）か、⋯まいか」是「

まい」构成的惯用句型，表示[要⋯，还是不要⋯]。 ＊今、

映画をようか、まいかと迷ういました。（我有点犹豫今晚

要不要去看电影。） 2、めったに⋯ない 「めったに」下接

否定语，表示[不常⋯] [很少⋯]。 ＊こんなすばらしい合は

めったにられませんね。（这么精彩的比赛可是少见。） 3

、に⋯ない 副词「に」下接否定语，表示并没有什么特别值

得一提的事。[并不⋯]。 ＊味はまあまあで、においしいも

のとは言えない。（味道一般，谈不上好吃。） 4、⋯とこ



ろから 「ところから」接在用言连体形之后表示后句判断的

根据、理由，并暗示还有其它各种理由的存在。多用于书面

语。 ＊土が湿っているところから、昨夜は雨だったらしい

と考えた。（从地上是湿的这一点来看，我想昨晚像是下过

雨了。） 5、⋯どころか 「どころか」是接续助词，接在体

言、形容动词词干（或连体形）、动词和形容词的连体形后

面。「どころか」否认前项，并在后项提出与前项相差很远

或内容相反的事实，后句内容积极或消极皆可。[不但⋯而

且] [岂止⋯而且]。 ＊彼とをするのはいやなどころか、もた

くない。（不用说跟他说话，连看一眼也觉得讨厌。） 6、

⋯というと 「⋯というと」用于揭示话题，表示[说起⋯] [若

说] ，与「⋯といえば」相近。 ＊外国をうには、どうすれ

ばいいか、というと、まずよく外国ですことです。（若说

怎样才能学好外语，首先是要经常用外语说。） 7、⋯とい

うほど⋯ない 「⋯というほど」表示达到某种值得一提、称

得上的程度。可用于结句，也可后接体言。一般后接否定式

。 ＊この町にはデパトというほどのデパトはありません。

（这镇上没有像样的百货商店。） 8、⋯はずがない 「はず

がない」接在活用词连体形后面，表示讲话者认为[不可能

⋯] [不会]有某事。 ＊いことをしたのだから、このままです

むはずがない。（做了坏事，不可能就这样算了。） 9、⋯

をもとにして 此句型表示[以⋯为依据] [以⋯为参考]。「⋯

をもととして」与「⋯をもとにして」意思相同，但多用于

书面语。 ＊この映画は同名小をもとにして作りかえたもの

だ。（这部电影是以同名小说为素材改编的。） 10、⋯によ

っては 「によっては」与「によって」不同在于它强调的是



个别，不是一般情况。表是[由于⋯不同⋯] [有时候⋯] [有的

地方⋯] [某些⋯]。 ＊ そのをけば、人によっては怒るかも

しれない。（听了这话，有的人也许会生气。） 1、どんな

に⋯か 「どんなに⋯か」表示感叹，一般用于书面语。 ＊ん

でみると、どんなにつまらないかわかるよ。（读了你就知

道有多无聊。） 2、⋯てはどう 接在动词接「て」的连用形

后面，表示提出某项建议提供考虑，征求意见。「⋯てはい

かが」更客气。 ＊夏休みに学生に社会をさせてはどう？（

暑假让学生做次社会调查怎么样？） 3、⋯ぐらいは⋯ 表示

最低限度。[起码⋯] [最低限度⋯]的语气。 ＊新などめなく

ても、自分の名前ぐらいはけるでしょう。（即使看不懂报

纸什么的，起码自己的名字总会写的吧。） 4、⋯ではなく

、⋯だ 「⋯ではなく、⋯だ」表示[不是⋯，而是⋯]。「⋯

ではなく」接在名词或用言连体形 の的后面。 ＊文法をよく

知っているかどうかはではなく、それよりせることが大切

だ。（懂不懂语法不是个问题，会说才是主要的。） 5、⋯

ことと存じます 「⋯ことと存じます」表示讲话人的推测，

因表达方式非常恭敬，「こと」前面的定语要用表示尊敬的

方式。[想必⋯]。 ＊いい大学にご入学なさって、ごもお喜

びになられたことと存じます。（您考上了好的大学，想必

您的父母很高兴。） 6、なんにもならない 「なんにもなら

ない」是个词组，表示[无济于事]。 ＊をっても、免がなく

ては、なんにもならない。（即使买了车，如果没有驾驶执

照也是无济于事的。） 7、どうしても⋯ない 副词「どうし

ても」后续否定意义的词表示[怎么也不⋯]。 ＊私はどうし

てもあの人の意に成できない。（我怎么也不能赞同他的意



见。） 8、⋯ばかりに 「ばかりに」接在用言、活用词连体

形后面，表示由于某种原因，做了平时不做的事情或只因某

种原因而引起的不尽人意的结果。很多场合讲话者常有遗憾

、后悔的感觉。 ＊学がないばかりに、いい会社に就できな

い。（只因为没有学历，所以不能在好的公司就职。） 9、

そんなに⋯ない 「そんないに⋯ない」表示[不那么⋯] [不怎

么⋯]。 ＊おなかはそんなにすいていないが、のどがずいぶ

んかわいている。（肚子倒不怎么饿，嗓子可是干极了。）

10、二度と⋯ない 这个句型表示[再也不⋯]。 ＊二度とあな

たのなんかたくないわ。（我再也不要看见你了。） 1、动

词「かける」 a、表悬挂。>オバを洋服けにかけてください

。(请把大衣挂在衣架上。） b、表示戴上、盖上等意思。>

目がますますくなって、もうめがねをかけないと、澶巫证

à胜胜辘蓼筏俊?眼睛越来越差，不戴眼镜已经看不清黑板上

的字了。） c、表示浇（水）等。>ちょっと味が薄いから、

ソスでもかけましょうか。（味道有点儿淡，浇点辣酱油吧

。） d、表示花时间或金钱。>二もかけてこのレポトをきま

した。（花了两个星期写成了这篇学习报告。） ＊、用。>

医者にかける（就医）、声をかける（打招呼）、目をかけ

る（加之照顾）、鼻にかける（自高自大） ＃、（接尾）接

动词连用形表示动作的开始，中途。>は、物を半分りかけた

まま、い空へんでいってしまいました。（仙鹤留下织了一

半的布，向遥远的天空飞去。） 2、终助词「かな」 （接在

体言、活用词连体形后面，用于口语。） a、表示自问。>お

や、何か音がしたけど、だれかきたのかな。（咦，有什么

声音，是不是有人来了吧？） b、表示质疑。>李さんの住所



を君は知っているかな。（你知道老李的住址吗？） c、用「

⋯ないかな」的形式表示盼望的心情。>早く返事が来ないか

な。（回信早点来就好了。） 3、接续词「それとも」「あ

るいは」「または」 a、「それとも」只用与于疑问句之间的

连接，一般用于口语。>バナナ、それともみかん、どっちが

食べたいの？（香蕉或者桔子，你想吃哪种？） b、「ある

いは」既可用语疑问句之间，又可用于非疑问句场合，一般

多用于书面。 用于疑问句时，可与「または」「それとも」

替换。 >医者を呼んで来ましょうか、あるいはでもってき

ますか。（去请医生来，还是买药来？） 非疑问句时主要用

于词与词连接，一般选择前者的可能性较大，可与「または

」替换。>毪い锨啶违ぅ螗蚴工盲胜丹ぁ＃ㄇ胗煤谏幕蚶渡哪

础＃?BR> 用「AもあるいはBも⋯」的形式，不表示两者选一

，而是表两者都⋯。>も、あるいはレインコトもこの雨では

全く役に立ちません。（这个雨伞或雨衣都不顶用。） c、「

または」用于疑问句时可与「あるいは」「それとも」替换

，用于非疑问句时可与「あるいは」替换。>日本または米ド

ルでお支いができます。（可以用日元或美元支付。） 4、

「む」构成的复合动词 a、表示进入的意思。>が部屋の中に

吹きみました。（风吹进了房间。） b、表示深入或持续。>

会中、彼はずっとりんでいます。（开会时，他一直沉默着

。） 5、接尾词「中」 a、读音为「ちゅう」时（一般写汉字

），表示在某范围内，[在⋯之中]、[在⋯期间]。或表正在做

某件事时，[正在⋯中]。>睡眠中は静かにしてください。（

睡觉时请安静。） b、读音为「じゅう」时（一般写假名）

，接在时间名词后表整个期间，接在场所、地名等名词后表



整个范围。>世界じゅうどこへも自由に行けるといいですね

。（如能自由地去世界各地就好了。） 1、⋯ないで（なく

て）すむ 这个句型表示[用不着⋯也行] [不⋯也可以]。 ＊わ

ないですむならわないでください。（如果不买也可以的话

，那就请别买。） 2、⋯と比にならない 表示由于两者相差

太大而不能放在一起比。 ＊私の苦などあなたたちとは比に

なりません。（我的辛苦和你们不能比。） 3、さっぱり⋯

ない 副词「さっぱり」后续否定的表达方式，表示[完全不

⋯] [一点儿也不⋯]。 ＊あの人の持ちはさっぱりわかりませ

ん。（我一点儿也不明白他的意思。） 4、わけのわからな

い 「わけのわからない」是惯用词组，表示[莫名其妙的]等

等。 ＊そんなわけのわからないことを言うものではない。

（不该说那些莫名其妙的话。） 5、どうやら⋯らしい（よ

うだ） 副词「どうやら」表示[仿佛] [多半]等意思，常和「

らしい」「ようだ」「そうだ」等表示推量的助动词呼应使

用。 ＊どうやら君はより日本になれるのが早かったみたい

だね。（你好象比我快地习惯了日语的表达方式。） 6、（

た）かと思うと 「かと思うと」接在动作过去时后面，表示

刚完成前项，紧接着进行或出现后项。[以为是⋯却⋯] [刚⋯

接⋯]等。 ＊ゆうべは眠れなくて、やっと寝たかと思うと、

もう朝だった。（昨晚睡不着，好不容易睡着就已经是早晨

了。） 7、⋯ようにえる 这个句型表示[看上去像是⋯]。 ＊

本物のようにえますが、は者です。（看上去像是真的，其

实是假货。） 8、「动词连体形 かわりに」 「かわりに」接

在名词 の、动词连体形后面，表示补偿、报答、替代等。句

子前后项须是有同等价值，是可以交换的。 ＊中国を教えれ



あげるかわりに英を教えれもらいました。（我教他汉语，

请他教我英语。） 9、⋯にしてみれば 词组「⋯にしてみれ

ば」是接续词用法的表达方式，表示站在那个立场上考虑的

话。[在⋯看来] [作为⋯来说]。 ＊母にしてみれば、これは

遣いです。（在母亲看来，这是浪费钱。） 10、て（は）い

られない 前接动词连用形，表示动作的主题在心情上无法再

保持原来的某种状态。 ＊急ぐので、あしたまで待ってはい

られません。（因为很急，所以不能等到明天。） 1、かと

いって 「かといって」是词组，表转折。[虽说是如此，但是

⋯]。 ＊不合格の学生がかわいそうだ。かといって合格させ

るわけにもいきません。（不及格的学生是很可怜，但是也

不能因此而让他及格。） 2、劣りがする 惯用词组，表示相

形见拙，逊色。 ＊これと比べると、他はものはみな劣りが

するね。（跟这一比，其他的都相形见拙了。） 3、「手に

する」 惯用语。表示拿在手里，或得到、获得。 ＊かれはペ

ンを手にして何かをいています。（他手里拿着笔在写着什

么。） 4、どうのこうの 「どうのこうの」是副词，表示[这

呀那呀] [说长道短]。与此相似的表达有「どうこう」等。 ＊

今さらどうのこうのと言っても始まりません。（时至今日

，再说这个说那个也没用了。） 5、道理で 「道理で」是个

副词，表示[怪不得] [无怪乎]。 ＊ゆうべ夜したのか、道理

で眠そうなをしているね。（昨晚熬夜了吧？难怪一付睡眠

不足的样子。） 6、⋯よりましだ 接名词、动词或活用词终

止形之后，表示[总比⋯好]。 ＊これもいいものじゃないけ

ど、ないよりましだ。（这也不是什么好东西，但总比没有

要强些。） 7、ばかにならない 惯用语，表示不可轻视，不



可小看。 ＊交通もばかにならないから、近い所はなるべく

いていく。（交通费也不可小看，所以路近的地方我尽可能

走着去。） 8、⋯わけにはいかない 接在动词连体形或动词

否定式后面，表示由于受到某种情理等的约束和显示，不好

做某件事。 ＊いくらいやでも、やめるわけにはいかない。

（无论怎么讨厌，也不能辞去不干。） 9、なにも⋯（ない

） 「なにも」是个副词，下接否定表示[并（不⋯）] [（不）

必⋯，（不）特别⋯]。 ＊なにもわざわざいに行かなくても

いい、私のを使ってください。（不必特意去买，就用我的

好了。） 10、⋯とは予想されなかった 表示[出乎意外] [不

曾料到⋯]。 ＊AチムはBチムにけるとは予想されなかった

。（没想到A队会输给B队。） 100Test 下载频道开通，各类

考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com 


