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表示动作的主体(=は)。但不起强调作用。 值段が 安いです

。 2. 表示第一次提到的人或物，即新信息。 会社の ぉ客さん

が ァメリカから 来ます。 花屋から 花が 届きます。 3. 表示

动作的对象。（用于自动动词之前） さんから 王さんに 手纸

が(!) 来ました。 4. 作小主语。 えきでは おおぜいの 人が を 

待っていました。 5. 作下列动词或形容动词的对象。 1）⋯

ぁります/ います(There be) 部屋に 机が ぁります。 机の下に

猫が います 2) ⋯好きです/上手です(be good at) さんは ピン

ポンが 好きです。 さんは ピンポンが 上手です。 3) ⋯わか

ります( know) さんは 日本が わかります。 4) ⋯ほしいです(

want) わたしは 本が ほしいです。 5) ⋯动词连动形たいです(

want to do) ぉ茶が みたいです。 本が みたいです。 6) ⋯でき

ます(be capable of, be able to do) さんは 料理が できます。 さ

んは 料理を 作る ことが できます。 6．承前启后作用（が本

身没有意思）。 先 デパ－トに 行きましたが, テレビも ステ

レオも が 多いですね。 7．表示对比。 食べる ことは 好き

ですが, 作ることは ぁまり好きては ぁりません。 （こと代

名词，因为前面是动词） 8．表示主语，但不强调，常在句

子中间。 特に 歌舞伎は 人气が ぁって，おおぜいの 人が に 

行きます。 9．自然现象（不能用を） 雪が 降います。 10．

疑问词作主语时用が だれが 行きますか。 注：用が提问的句

子，需用が回答。 ぁなだは 何が みたいですか。本が みた



いです。 二．に 1． 表示在某一点时间（不是一段时间） 田

中さんは 午前7に 起きます。 2． 表示基准 1に 5日 出勤しま

す。 3． 表示目的地。 王さんは 去年 京に 来ました。 家に 

着きました。 友と 富士山に 登りました。 4． 接受方。 子

さんは ぉ母さんに を ぁげます。 5． 表示存在的地方。（ぁ

ります/ います） テレビは 居间に ぁります。 奥さんは 今 

台所に います。 居间に テレビが ぁります。 今 台所に 奥さ

んが います。 6． 移动动词的去处或归处。（可用へ代替） 

私は 友を むかに 会社に 行きました。 7． 移动动词后的动

作。 おおぜいの 人が を に 行きます。 8． 动作所涉及的对

象。 今 さんに 返事を いて います。 あなたの 名前と 住所

を ここに いて ください。 9． 形容动词、名词的自变与他

变(⋯なります/します)。 家事が に なりました。 部屋を き

れいに します。 10． 方位的基准。 日本は 南北に い。 11． 

用于"⋯に よって ぃます"之中。 土地に よって 料理の 味が 

ぃます。 三．へ 王さんは 家へ ります。 ぁなたは どこへ 行

ますか。 四．で 1． 表示手段（交通工具等） 田中さんは で

会社へ 行きます。 田中さんは 万年で 手纸を きます。 奥さ

んは で 友と を します。 2． 表示动作的场所（静态）（动

态时用に或へ） 田中さんは 居で 新を みます。 冷食品は 冷

库で い 期 保存すること ができます。 田中さんは よく テレ

ビで 野球の 合を ます。 3． 表示合计（数量词 で） 3本で

360 いただきます。 4． 表示状态 小钱が ありませんから

1000で おつりを ください。 5． 表示范围（时间） 冷食品は 

短い で 食事の 支度が できます。 五．を 1. 表示宾语（在他

动动词vt.之前） 田中さんは 手纸を きます。 2. 表示移动的



空间或距离(后接表示移动的自动动词vi)(注:不能用で) 中国を

旅行する。 私は いつも 公を 散步します。 六．と 1．与⋯

一起 奥さんは 电で 友と を します。 6． 基准(用于⋯と同じ/

⋯と反对です) と 反ですね。 七． ど 1） どうぞ（please） ど

うぞ こちらへ。 2） どぅも（thanks） どぅも ぁりがとう。

3） どぅ（how） お天气は どうでじたか。 4） どれ（which

） ぁなたの 辞は どれですか。 5） どの 名 英の 本は どの 本

ですか。 6） どこ（where） デパ-トは どこですか。 7） ど

ぅして（why） どぅしてですか。⋯から。 8） どちら

（which side） どちらが 「巨人」の 手 ですか。 9）どんな＋

名词（how） どんな 庭 ですか。 静かな 庭 です。 八． て 1

．表示连续发生的动作 ピンポンを して 食事を して 仕事を 

します。 2．用来停顿动词、形容词 京都も 奈良も 中国の 安

を まねて 作った 町です。 九．  1)名 の 1. 食事の, ⋯ 2)动词

基本体  1. 食事をする, ⋯ PART 2 1. から：表示起点、提供方

（from），表示原因（because） 田中さんは 9から 5まて き

ます。 子さんは 先生から 画用纸を もらいました。 王さん

は 中国の北京から 来ました。 田中さんは 野球が 好きです

から 明日は テレビて 野球を ます。 それは 王さんからの 手

纸。 京から 京都まで 2 かかります。 2. まで： 表示时间的终

点、地点的到达点、温度的达到点（to） 田中さんは 9から 5

まて きます。 わたしたちは 顶上まて 登りました。 それは 

北京までの 切符。 夜の 气温は 零下20度まで 下がります。

3. （_と） いっしょに： 表示(强调)共同方（together） 田中

さんは 王さんと いっしょに 行きます。 4. ぁと 一段时间：

还剩（一段时间） 夏休みは ぁと1です。 5. さっき：刚才



（just now） さっき お父さんから を もらいました。 6. もぅ

：已经（already） 王さんは もう ましたか。 7. もぅ⋯ても：

已经可以 もぅ っても ぃぃです。 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 


