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1.24 《李さんは もう すぐ 来ると 思います》---と思う、と言う、にとって
1.23 《休みの日、散歩したり 買い物に 行ったり します》---たり、かどうか、によ
って
1.22 《森さんは毎晩テレビを見る》---简体形、けど
1.21 《私は すき焼きを 食べた ことが あります》---た形、後で、たことがある、た
ほうがいいです
1.20 《スミスさん は ピアノ を 弾くこと が できます》---こと、できる、前に
1.19 《部屋の かぎを 忘れないで ください》---ない形、なければ、ないでください
1.18 《携帯電話 は とても 小さく なりました》---成为、なる、します、ほうがいい
です
1.17 《わたし は 新しい洋服 が ほしい です》---想要、ほしい、たい
1.16 《ホテルの部屋 は 広くて明るい です》---が转折、て并列、ている、まだ
1.15 《小野さん は 今新聞 を 読んで います》---ている、てもいい、てはいけない、
1.14 《デパート へ いって 買い物しました》---て形、相继发生、てから、てくださ
い、
1.13 《机の上 に 本 が 三冊 あります》---数量
1.12 《李さん は 森さん より 若い です》---比较、より、が一番、とどちらか
1.11 《小野さん は 歌 が 好き です》---原因理由，から、だから、频率副词、どうし
て
1.10 《京都の紅葉 は 有名 です》---どんな、どうですか、ても、そして
1.9　《四川料理 は 辛い です》---あまり～ません
1.8　《李さん は 日本語 で 手紙 を 書きます》---あげる、もらう、もう、さっき、
に会う
1.7　《李さん は 毎日コーヒー を 飲みます》---を、で、何
1.6　《吉田さん は 来月中国 へ 行きます》---へ、から
1.5　《森さん は 七時に 起きます》---から、まで、いつ、に
1.4　《部屋 に 机 と いす が あります》--ある、いる
1.3　《ここ は デパート です》



1.2　《これ は 本 です》
1.1　《李さん は 中国人 です》
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1.24 《李さんは　もう　すぐ　来ると　思います》

ハイキング
お別れ　おわかれ③　分别，分手
　ここでお別れですね。在此分别吧
　分かれる　【自动2】分开；区分，划分，区别

話　はなし　说话
見送り　みおくり　送行，送别
　見送る
間　あいだ　时间，期间
法律　ほうりつ

思う　思います　【他动1】 おもう②　想，思考
言う　言います　【自动1】 いう　说，讲

探す　探します　【他动1】 さがす　找，寻找，寻求
　職を探す。找工作

笑う　笑います　【自动1】 わらう③　笑

やめる　【他动2】 やめる　停止，放弃，取消
決める　【他动2】 きめる　决定，规定；指定；选定；约定；商定；
（独自）断定；认定。（自己）作主。
　決まる　【自动1】 きまる
　考えが決まる。主意已定

寝坊する　寝坊します　【动3】 ねぼう　睡懒觉
　早起き



外出する　外出します　【动3】 がいしゅつ
研究する　研究します　【动3】 けんきゅう

可笑しい　【形1】 おかしい　可笑的，滑稽的

いっぱい【副】　满
凄い　【副】 すごい　惊人的，了不起
とうとう【副】　终于，终究，到度
必ず　【副】 かならず　一定，必定
絶対に　【副】 ぜったいに　绝对

お世話になりました。　承蒙照顾
よろしくお伝えください。　请代问好
お元気で。　请多保重
お気をつけて　おきをつけて　小心点儿
さようなら。　再见
どうやって　怎样，如何
役に立ちます　やくにたちます　役に立つ　有用

お腹がいっぱいで。　吃饱，饱

~中　ちゅう

~について　【接续词】 关于...；就...；对于...； 接数量词，表示以其
数字为单位“按其单位”的意思
~にとって　【接续词】 对于...来说
　学生にとって、勉強がもっとも大切だ。对学生来说，学习是最重要
的

小句（简体形）と　思います
表示说话人的思考内容时，在句子后面加“と　思います”。
“～と　思います”前的小句谓语必须是简体形。
  （１）李さんは　もう　すぐ　来る　と　思います。（我想小李马



上就来。）
  （２）田中さんは 来ない　と　思います。（我想田中先生不会
来。）
  （３）この　本は　面白い　と　思います。（我觉得这本书有意
思。）
  （４）日本は　きれいだ　と　思います。（我觉得日本很干净。）
  （５）明日は　いい　天気だ　と　思います。（我觉得明天会是个
好天气。）

参考：
“～と　思います”只能表示说话人的思考内容，但“～と　思いまし
た”， “～を　思っています”既可以表示说话人的思考内容，也可以
表示说话人以外的人的思考内容。
  （１） 馬さんは　日本へ　行きたいと　思っています。（小马想去
日本。）

名[人]　は小句（简体形）　と　言いました
向第三者转述他人所说的话时，在所说的话后加“～と　言いまし
た”。
（１）陳さんは　パーティーに　行く　と　言いました。（老陈说要
去参加联欢会。）
（２）森さんは　中国語の　試験は　難しかった　と　言いました。
（林先生说汉语考试很难。）

如果想明确指出是向谁说的，则在句子中加入“名词　+　に”
  （１） 小野さんは　李さんに　ちょっと　休みたい　と　言いまし
た。（小野女士跟小李说想休息一下。）

参考：
如果转述某人反复说起的事情时，用“と　言っています”表示。
  （１） 来週の　ハイキングに　張さんも　行きたい　と　言ってい
ます。（小张说他也想参加下星期的郊游。）



注意：
“～と　言いました”及“～と　思います”前面出现名词或二类形容
词小句时必须加“だ”。
  あそこは　駅だと　思います。（我想那儿是车站。）
  ×あそこ　駅　と　思います。

～のです　/　んです
一、～のです　/　んです
“～のです　/　んです”表示所讲的内容与前句或前项内容有关联。
用于说明状况或解释原因，理由。
“～のです”多用于书面语，而“～んです”是“～のです”的口语形
式。
“～のです　/　んです”前接简体形，但是名词和二类形容词的现在
将来形的肯定形，“だ”要换成“な”。
  （１）すみません、頭が　痛いんです。（对不起，我头疼。）
  （２）タバコは　やめたほうか　いいですよ。（烟还是戒了为
好。）
    ――　そうなんですが、やめる　ことが　できないんです（是啊，但
就是戒不掉。）
  （３）すごい　人気ですね。
    ――　ええ、あの　歌手は　日本では　とても　有名なんです。（他
可真受欢迎啊，——是，那个歌手在日本非常有名。）
  （４）これ、京都の　お土産なんです。どうぞ。（这是京都的特
产，请收下。）

二、どうして　～のですか　/　んですか
第11课学习了询问理由的“どうしてですか”。询问理由的更完整的形
式是“どうして　～のですか　/　んですか”。
回答此问题时也要用“～のです　/　んです”的形式。
  （１）どうして　食べないんですか。（为什么不吃？）
    ――　もう　おなかが　いっぱいなんです。（已经吃饱了。）
  （２）昨日、どうして　休んだんですか（昨天为什么休息了？）
    ――　頭が　痛かったんです。（我头疼了。）



  （３）どうして　遅刻したんですか。（为什么迟到了？）
    ――　寝坊したんです。（睡懒觉了。）

小句　小句　[铺垫]
第16课我们学习了助词“が”表示转折的用法，“が”还可以用提示接
下来要说的内容，我们把这种用法叫做“铺垫”。
与第22课学过的表示铺垫的“けど”相经，“が”多用于书面语。
  （１）東京タワーへ　行きたいんですが、どうやって　行きます
か。（我想去东京塔，怎么走好啊？）
  （２）李さんを　さがして　いるんですが、どこに　いますか。
（我在找小李，她在哪儿？）
  （３）明日から　連休ですが、どうするか　決めましたか。（从明
天开始就是长假了，你想好了怎么过吗？）
  （４）明日から　連休だけど、どうするか　決めた？（从明天开始
就是长假了，你想好了怎么过吗？）
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1.23 《休みの日、散歩したり 買い物に 行ったり します》

週末　しゅうまつ
スケート
味　あじ　口味，（食物）味道
毎回　まいかい　每次
通勤　つうきん
船　ふね
生地　きじ　布料，衣料
閉店時刻　へいてんじこく
卒業式　そつぎょうしき

違う　違います　【自动1】 ちがう　不同，不一样
　値段は大きさによって違う。价格根据大小不同

　間違う　【自动1】 まちがう③　弄错
　間違った答え。错误的回答

込む　込みます　【自动1】 こむ①　拥挤，混杂
決まる　決まります　【自动1】 きまる　定，决定

知らせる　知らせます　【他动2】 しらせる　告诉
　電話で知らせる。用电话通知
　警察に知らせる。报告警察

確かめる　確かめます　【他动2】 たしかめる④　查（看），弄清
　相手の意向を確かめる。弄清对手的意图
　現場に自分の眼で確かめなければならない。必须亲自勘查现场



濃い　【形1】 こい①　（口味）重；浓
薄い　【形1】 うすい②　（口味）轻；薄
　厚い　【形1】 あつい
早い　【形1】 はやい
遅い　【形1】 おそい　晚；慢

たぶん　【副】 可能，大概

どうやって　怎么...（动词）
この携帯電話はどうやって使いますか。（这个手机怎么使用）

～によって・～によります

～によって 放在句中
～によります 放在句尾
“根据...（不同）”句中可灵活翻译

飛行機のチケットは季節によって高かったり安かったりです。（飞机
票根据季节，有时贵有时便宜）
結婚式のやり方は国によって違います。（结婚典礼的形式因国家不同
而不同）

この電車はいつも込みますか。（这电车总是很挤吗？）
いえ、時間によります。（不，看时间的）

动　たり　动　たりします
用于表示列举若干种有代表性的动作时。
其构成方式是将动词“た形”中的“た”变为“たり”。
  （１）小野さんは　休みの日、散歩したり　買い物に　行ったり　
します。（周末或节假日，小野女士有时候去散步，有时候去买东
西。）



  （２）吉田さんは　日曜日には　何を　しますか。（吉田先生，你
星期天都做什么？）
    ―――― 家の　掃除を　したり　洗濯を　したり　します。（打扫打扫
房间，洗洗衣服。）

一类形　かったり　一类形　かったりです
二类形　だったり　二类形　だったりです

名　だったり　名　だったりです
用于表示状态或状况有多种可能时，其构成方式是将一类形容词、二类
形容词和名词的过去简体形的“～かった”“～だった”中的“た”变
成“たり”。
一类形容词、二类形容词出现的状态一般是反义。如“暑い――寒
い”“高い――低い”“静か――にぎやか”。
  （１）行機の　チケットは　高かったり　安かったりです。（飞机
票有时贵，有时便宜。）
  （２）マンションの　部屋は　広かったり　狭かったりです。（公
寓的房间有大有小。）
  （３）この　公園は　時間によって　静かだったり　にぎやかだっ
たりです。（根据时间，这个公园有时寂静，有时热闹。）
  （４）日本語の　先生は　中国人だったり　日本人だったりです。
（日语老师既有中国人，也有日本人。）

小句+か
用于表示某种不确定的内容。
一、小句+か　どうか
将不包含疑问词的疑问句作为一个长句中的一部分时，将动词、一类形
容词的敬体形变为简体形，并在其后面加“か　どうか”。
  （私は）　今年の夏、北京へ　行きますか。＋私は　分かりませ
ん。
     →私は　今年の夏、北京へ　行くか　どうか　分かりません。
（我今年夏天去不去北京，还不知道。）
  （２）この　料理は　辛いですか。　＋　私は　知りません。



     →私は　この　料理が　辛いか　どうか　知りません。（我不知
道这道菜辣不辣。）
  （３）小野さんに　仕事が　終わったか　どうか　聞いてくださ
い。（问一下小野女士，工作完了没有。）

另外，也可以重复使用动词的“基本形”和“ない形”，表达的含义与
上面的句子相同。
  （１）私は　今年の　夏、北京へ　行くか　行かないか　分かりま
せん。（我今年夏天去不去北京，还不知道。）
  （２）私は　この　料理が　辛いか　辛くないか　知りません。
（我不知道这道菜辣不辣。）

如果“か　どうか”的前面为名词或二类形容词时，“～か　どう
か”直接接在名词或二类形容词后面，其间不加“だ”。另外，“～か
　どうか”小句中的主语后面必须用“が”，而不能用“は”。
  （１）金さんは　中国人ですか。＋私は　知りません。
     →私は　金さんが　中国人か　どうか　知りません。（我不知道
金女士是不是中国人。）
     →私は　金さんが　中国人か　中国人ではないか　知りません。
（我不知道金女士是不是中国人。）
  ×私は　金さんが　中国人だ　か　どうか　知りません。

二、疑问词小句+か
将包含“何”“だれ”“どこ”等的疑问句，作为一个长句中的一部分
使用时，需将疑问词小句的动词、一类形容词的敬体形变为简体形，再
加“か”。
  （１）鍵が　どこに　あるか　教えてください。（请告诉我钥匙在
哪儿。）
  （２）昨日　何を　食べたか　忘れました。（忘记昨天吃什么
了。）
  （３）どの　料理が　辛いか　知りません。（不知道哪道菜辣。）
与上面的“～か　どうか”相同，“か”前面出现名词或二类形容词
时，“～か　どうか”直接接在名词或二类形容词后面，其间不



加“だ”。
この　歌が　誰の　歌か　知っていますか。（你知道这是谁的歌
吗？）

课后练习：
今パソコンを使っている人は　だれ　ですか。
小野さんが中国へ行く日は　いつ　ですか。
それは　どこ　で撮った写真ですか。
昨日聞いたCDは　どんな　ですか。
今年JC企画に入った人の名前は　なん　と言いますが。

だれ
いつ
どこ
どんな
何　なん
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1.22 《森さんは毎晩テレビを見る》

すきーじょう　場
送別会　そうべつかい
都合　つごう　方便；情况
　都合がいいですか。
予定　よてい
玩具　おもちゃ
火事　かじ
期間　きかん
　期間がどのぐらいですが。
転勤　てんきん
携帯　けいたい
バドミントン　badminton　羽毛球
ラケット　racket　球拍
奥さん　おくさん
歌手　かしゅ
大統領　だいとうりょう

やる　【他动1】 やります　做，干

嬉しい　【形1】 うれしい
悲しい　【形1】 かなしい
眠い　　【形1】 ねむい

重い　【形1】 おもい
　軽い　【形1】 かるい
　できるだけ軽くなります。



急　【形2】 きゅう

まあまあ【副】大致，还算
あんまり【副】太，非常，过于

ごめん【叹】抱歉，请原谅

清水　しみず

~以外　いがい・~方　かた

动词有敬体形和简体形，其变化如下：

时态 肯定/否定 敬体 简体

现在/将来 肯定 行きます（い
きます）

行く（いく）

否定 行きません 行かない（な
い形）

过去 肯定 行きました 行った（た
形）

否定 行きませんで
した

行かなかった

动词的简体形变化比较特殊，如下表所示：

敬体 あります ありませ
ん

ありまし
た

ありませ
んでした



简体 ある ない あった なかった

  王さんは来週日本に行きます。（小王下周去日本）
  -> 王さんは来週日本に行く。
  朝ご飯はもう食べました。（已经吃过早饭了）
  -> 朝ご飯はもう食べた。
  お酒は飲みません。（不喝酒）
  -> お酒は飲まない。
  彼女に会いませんでした。（没见到她）
  -> 彼女に会わなかった。

イ形容词作谓语时的简体形

时态 肯定/否定 敬体 简体

现在/将来 肯定
忙しいです
（いそがしい
です）

忙しい（いそ
がしい）

否定

忙しくないで
す
忙しくありま
せん

忙しくない

过去 肯定 忙しかったで
す

忙しかった

否定

忙しくなかっ
たです
忙しくありま
せんでした

忙しくなかっ
た

  この鞄は非常に安いです。（这个包很便宜）



  -> この鞄は非常に安い。
  図書館はあまり遠くありません。（图书馆不是很远）
  -> 図書館はあまり遠くない。
  昨日の映画は面白かったです。（昨天的电影很有意思）
  -> 昨日の映画は面白かった。
  先週はあまり忙しくありませんでした。（上周不是很忙）
  -> 先週はあまり忙しくなかった。

ナ形容词作谓语时的简体形

时态 肯定/否定 敬体 简体

现在/将来 肯定 有名です 有名だ

否定

有名ではない
です
有名ではあり
ません

有名ではない

过去 肯定 有名でした 有名だった

否定

有名ではなか
ったです
有名ではあり
ませんでした

有名ではなか
った

  その先生はとても親切です。（那位老师很热心呢）
  -> その先生はとても親切だ。
  この機械の操作は簡単ではありません。（这个机器的操作不简单）
  -> この機械の操作は簡単ではない。
  昔、この辺りには地下鉄がなくてとても不便でした。（过去这边没
有地铁，很不方便）
  -> 昔、この辺りには地下鉄がなくてとても不便だった。



  20年前はここはあまり賑やかではありませんでした。（20年前，这
里还不是很热闹）
  -> 20年前はここはあまり賑やかではなかった。

名词作谓语时的简体形

时态 肯定/否定 敬体 简体

现在/将来 肯定 学生です（が
くせいです）

学生だ（がく
せいだ）

否定

学生ではない
です
学生ではあり
ません

学生ではない

过去 肯定 学生でした 学生だった

否定

学生ではなか
ったです
学生ではあり
ませんでした

学生ではなか
った

  鈴木さんは大学の三年生です。（铃木是大三学生）
  -> 鈴木さんは大学の三年生だ。
  彼は学生ではありません。（他不是学生）
  -> 彼は学生ではない。
  彼女は看護婦でした。（她曾经是护士）
  -> 彼女は看護婦だった。
  ここは昔学校ではありませんでした。（过去这里不是学校）
  -> ここは昔学校ではなかった。

小句　けど　小句　[转折]　[铺垫]



“けど”连接两个句子，表示转折，起着把两个句子归纳成一个句子的
作用，用于口语。

  昨日の試験、どうだった？（昨天的考试怎么样啊？）
  ――ちょっと　難しかったけど、まあまあ　できたよ。（有点难，不
过都做出来了。）

另外，“けど”还有不表示转折而表示铺垫的用法。
  来週　送別会を　するけど、都合は　どうかな？（下星期要开个欢
送会，你时间方便吗？）

（第十六课） 小句が，小句[转折]
表示两个小句的转折关系时，用助词“が”。意思相当于汉
语“但是”“可是”。
（１）3か月パソコンを勉強しましたが、まだあまりできませ
ん。（我学了3个月电脑，但还不太会用。）
（２）このレストランはおいしいですが、ちょっと高いです。
（这家餐厅的饭菜好吃，但是有点贵。）

が　更正式一些
けど　口语一些
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1.21 《私は すき焼きを 食べた ことが あります》

言葉　ことば　语言
連休　れんきゅう
終わり　おわり　结束
休憩時間　きゅうけいじかん
京劇　きょうげき
切符　きっぷ　票
体　からだ　身体
地震　じしん
泥棒　どろぼう　小偷
駐車場　ちゅうしゃじょう
駐車場に車が2台あります。

渡す　渡します　【他动1】 わたす　渡して　交给
     この資料は課長に渡したほうがいいですよ。

遅れる　遅れます　【自动2】 おくれる　遅れて　迟到
考える　考えます　【他动2】 かんがえる③　考えて　考虑
調べる　調べます　【他动2】 しらべる③　調べて　调查
　辞書で調べる。

着る　着ます　【他动2】 きる　着て　穿
　何を着たほうがいいですか。

予約します　【动3】 よやくする 　予約して
　ホタルを予約したほうがいいですよ。

感謝します　【动3】 かんしゃする　 感謝して



　謝る　【动1】あやまる③　谢罪，道歉

運動します　【动3】 うんどうする　 運動して
洗濯します　【动3】 せんたくする　 洗濯して
報告します　【动3】 ほうこくする　 報告して

危ない　【形1】 あぶない
　危ないですから、やめてください。

それとも　【连】还是，或者

そんなに　那么
~過ぎ　すぎ

何度も　多次
何度か　不是太确定的几次
一度も　一次也没
一度だけ　一次

动词的“た形”
一类动词：
う、つ、る为结尾的，去掉う、つ、る＋った
  例：
    買う→買った
    立つ→立った
    終わる→終わった

ふ、ぶ、む、ぬ为结尾的去掉む、ぬ、ぶ＋んだ
  例：
    飲む→飲んだ
    死ぬ→死んだ
    飛ぶ→飛んだ



く、ぐ将结尾く、ぐ 分别变成いた、いだ
  例：
   書く→ 書いた
   泳ぐ→ 泳いだ

以す为结尾的す→した
  例：
    話す→話した

二类动词直接去る加た

三类动词：
    する→ した
    来る（くる）→ 来て（きた）

动[た形]　ことがあります
表示过去的经历。大致相当于汉语的“曾经～过”。
通常用于至少半年以前发生的事情，而在叙述“昨天”等离现在很近的
以前的经历时，不能使用用本句型。
本句型既可用于叙述经历的时间，次数，也可只用于谈及某种经历。其
否定形式是“动词た形+ことがありません”。
强调完全没有某种经历时，有时候可以加“一度も”。
疑问的表达形式是“动词た形+ことがありますか”。
疑问句一般只问有无某种经历。
回答时，可以重复问句中的部分词语，也可以只说“はい、ありま
す”“いいえ、ありません”。
而不能说“ はい、ことがあります”“ ことがありません”。
  （１）私はすき焼きを食べたことがあります。（我吃过日式牛肉火
锅。）
  （２）北京へ行ったことがありますか。（你去过北京吗？）
  ——いいえ、一度も行ったことがありません。（没有，一次也没有
去过。）
  ——いいえ、ありません。（不，没有。）



动[た形]　後で、～
表示一个动作在另一个动作之后发生时，使用这个句型。
  （１）会社が終わった後で、飲みに行きます。（公司下班后去喝
酒。）
  （２）映画を見た後で、食事をしました。（看完电影后吃了饭。）
这个句型也可以以“名词+の+後で”的形式使用。

注意：第20课我们学过了“～前に”（第20课语法解释4），“～
前”的后面必须是“に”，而“～後”的后面必须是“で”。
“～前に”前面的动词形式必须是“基本形”，而“～後で”前面的动
词形式必须是“た形”。

动[た形]　ほうがいいです
本句型用于在两种事物中进行选择时。否定表达形式为“动词ない形
+ほうがいいです”。
当建议对方做理想的动作，行为时，句尾多加“よ”。
  （１）もっと野菜を食べたほうがいいですよ。（还是多吃点蔬菜好
啊。）
  （２）そんなに慌てないほうがいいですよ。（别那么慌张啊。）
  （３）ホテルを予約したほうがいいですか。（饭店还是先预约为好
吗？）

第18课：
一类型/二类型　ほうが いいです
比较两个以上事物的性质，认为其中一个比较好时，可用“一类
形容词+ほうがいいです”， “二类形容词+な+ほうがいいで
す”的形式，表示自己的选择或向别人提议。
  （１） 旅行の荷物 は 軽い ほうがいいです。
  （２） 部屋 は 広い ほうかいいです。
  （３） 公園 は 静かな ほうがいいです。

动ましょうか[提议]



用于提议对方和自己一起做某事或向对方提议自己为对方做某事。
第17课学过的“～ませんか”“～ましょう”只表示提议对方和自己一
起做某事（第17课语法解释4），而“～ましょうか”则另外还有向对
方确认自己的提议是否可行的意思。
因此，翻译时一般在其后加“好吗？”之类的词语，使语调柔和。
  （１）何か食べましょうか。（吃点什么吗？）

参考：回答时，如本句型的意思为甲向乙提议为对方做某事时，则乙
说“お願いします”。
如本句型的意思为甲向乙提议双方一起做某事时，则乙说“はい、そう
しましょう”或“いいですね”。
反对或拒绝提议时则说“～ないでください”或“いいえ、ちょっと
～”。
  （１）荷物を持ちましょうか。（我来帮你拿行李吧？）
  ——はい、お願いします。（好的，拜托你了。）
  （２）窓を閉めましょうか。（关上窗子好吗？）
  ——いいえ、閉めないでください。（不，请别关。）
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1.20 《スミスさん は ピアノ を 弾くこと が できます》

趣味　しゅみ① 　爱好（长期的兴趣爱好）
特技　とくぎ①　特长，拿手的技术
興味　きょうみ①　兴趣（一般提临时性的有兴趣）
夢　ゆめ　梦；理想

ギター　吉他
胡弓　こきゅう　胡琴
書道　しょどう　书法
釣り　つり　钓鱼
ドライブ　drive　 兜风

編み物　あみもの②　编织；编织品
手作り　てづくり② 　手工做，自己做，制

中華街　ちゅうかがい
中華料理　ちゅうかりょうり
ギョーザ　饺子
皮　かわ
春節　しゅんせつ
獅子舞　ししまい③

寮　りょう　宿舍
洗濯機　せんたくき
シャワー　shower　 淋浴
お腹　おなか　肚子
授業　じゅぎょう　授课，上课
資料　しりょう①　



フランス語　法语
小説　しょうせつ
海岸　かいがん
冬休み　ふゆやすみ
キャンプ　camp　 野营

皆　みんな　大家
自分　じぶん　自己
全員　ぜんいん

弾く　弾きます　【他动1】ひく　弾いて　弹奏
空く　空きます　【自动1】すく　空いて　出现空隙或者空隙变大；
职位等出现空缺；有空，有空闲；
　部長のポストが空く。部长的职位出现空缺

登る　登ります　【自动1】のぼる　登って　上，登，攀登；逆流而
上，上溯；上升；达到，高达。

集める　集めます　【他动2】あつめる　集めて　收集
浴びる　浴びます　【他动2】あびる　浴びて　淋；浇
　シャワーを浴びる。淋浴

ごちそうする　ごちそうします　【他动3】　请客
　客にごちそうする。请客人吃饭

帰国します　【自动3】きこく

特に　とくに　【副】

お腹がすきます。【惯用句】　肚子饿

名[人]　は　动[基本形]　ことができます
“动词基本形+ことができます”表示能力。在回答别人的询问时，肯



定的情况下可以单用“できます”，否定的情况下可以单用“できませ
ん”。
  （１）スミスさんはピアノを弾くことができます。（史密斯先生会
弹钢琴。）
  （２）森さんは中華料理を作ることができますか。（森先生会做中
国菜吗？）
    ——はい、できます。（是的，会做。）

名　は　动[基本形]　ことです
当谓语部分的内容是一种动作，行为时使用这个句型。
  （１）私の趣味は切手を集めることです。（我的爱好是集邮。）
  （２）王さんの特技は胡弓を弾くことです。（小王的特长是拉胡
琴。）
  （３）森さんの夢は外国で働くことです。（森先生的理想是在外国
工作。）
  参考：“动词基本形+こと”可以起到和名词同样的作用。因此，也可
以用名词或名词短语来代替。名词短语指下面例子中的“車の運転”这
种形式。
  （１）小野さんは車を運転することができません。（小野不会开
车。）
  （２）小野さんは車の運転ができません。（小野不会开车。）

动[基本形]　前に、～
表示一个动作在另一个动作之前发生时，使用这个句型。
  （１）こちらへ来る前に電話をかけてください。（来之前请打个电
话。）
  （２）毎日寝る前にシャワーを浴びます。（每天睡觉前淋浴。）
  这个句型也可以以“名词+の+前に”的形式使用。
  （１）会議の前に資料をコピーします。（开会之前复印资料。）

疑问词+か
疑问词“いつ”“どこ”“だれ”等词后续“か”，表示“某时”“某
地”等意思。



  （１）部屋にだれかいますか。（房间里有人吗？）
  （２）部屋にだれがいますか。（房间里有谁？）
  “いつか”“どこか”“だれか”“何か”等本身并不表示疑问的意
思，所以可用于陈述句。
  （１）冬休み、どこかへ行きたいです。（寒假想去个什么地方。）
  （２）おなかがすきましたね。何か食べましょう。（肚子饿了吧。
吃点东西吧。）

～よね　
第4课和第8课分别学习了主次“ね”和“よ”。这两个助词组成“よ
ね”，表示提出自己的意见，以征求对方的同意。
当说话人确信对方和自己的意见，想法完全相同时，只用“ね”，而说
话人对自己的意见，想法没有足够的把握时用“よね”。
  （１）手作りのギョーザの皮はおいしいですよね。（自己擀的饺子
皮可好吃了。）
  （２）この傘は森さんのですよね。（这把伞是森先生的吧？）
  （３）小野さんもいっしょに行きますよね。（小野女士也一起去
吧？）
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1.19 《部屋の かぎを 忘れないで ください》

品物　しなもの
お皿　おさら
ごみ　垃圾
　～を～に入れる
　ごみをごみ箱に入れる。

初心者　しょしんしゃ
　私は日本語の初心者です。

上級者　じょうきゅうしゃ③
達人　たつじん
高級　こうきゅう
上級クラス　じょうきゅうクラス
英会話　えいかいわ

コース
スキー
レポート
パスポート

のど　喉咙
　のどか渇きましたから、水を飲みたい。

触る　触ります　【自动1】 さわる　触って　碰，触
　品物に触らないでください。

脱ぐ　脱ぎみます　【自动1】ぬぐ①　脱いで　脱



転ぶ　転びます　【自动1】ころぶ　転んで　摔，摔倒；跌倒

渇く　渇きます　【自动1】かわく②　渴；渴望
　乾く　干
　洗濯物が乾いた。洗的衣服干了

治る　治ります　【自动1】なおる　治って　痊愈，医好
滑る　滑ります　【自动1】すべる　滑って　滑，滑行
呼ぶ　呼びます　【他动1】よぶ　呼んで　呼喊
返す　返します　【他动1】 かえす①　返して　归还

手伝う　手伝います　【他动1】てつだう③　手伝って　帮忙
　 李さんを手伝 わなければなりませか。

運ぶ　運びます　【他自动1】はこぶ　運んで　搬运
　荷物を運ぶ。搬运行李

無くす　無くします　【他动1】なくす　無くして　丢，丢失
　万年筆を無くす。把钢笔弄丢了

落とす　落とします　【他动1】おとす②　落として　 掉，使落下
置く　置きます　【他动1】おく　置いて　放置
払う　払います　【他动1】はらう　払って　支付
立つ　立ちます　【自动1】たつ①　立って　站，立

忘れる　忘れます　【他动2】わすれる　忘れて　忘记
　傘を忘れた。伞忘拿了。

慌てる　慌てます　【自动2】あわてる　慌てて　慌张，惊慌，着急
　慌てないで、落ち着いて考えなさい。别慌，请冷静的想

捨てる　捨てます　【他动2】すてる　捨てて　扔，扔掉
　ごみを捨てる。扔掉垃圾



残業します　【自动3】ざんぎょう　加班
心配します　【动3】しんぱい　担心
　心配をかける。 请你担心了

本当　ほんとう【形2】　真的，真正

早く　はやく【副】早点儿
やっと　【副】（经过努力）好不容易，终于
だいぶ　【副】很，相当地
初めて　はじめて　【副】第一次

たち　~（你，我，他，朋友...）们

「动」ない形
一类动词变ない形时，将词尾　う　段假名变成相应的　あ　段假名，
再加上ない；要注意的是以　う　结尾的动词要把变成　わ　再加上な
い
二类动词变ない形时，去掉词尾　る　再加上ない
三类动词しる变成变しない，来る变成来ない（こない）
另外，动词ある的ない形是ない

分类 词例 ない形

一类动词 買う 買わない

行く 行かない

話す 話さない

待つ 待たない



死ぬ 死なない

呼ぶ 呼ばない

読む 読まない

帰る 帰らない

二类动词 起きる 起きない

食べる 食べない

三类动词 勉強する 勉強しない

来る　くる 来ない　こない

动ないで　ください
表示否定的命令时，使用“～て　ください”的否定形式。其构成方式
为“ない形+で+ください”。
  （１）部屋のかぎを忘れないでください。（请别忘了房间钥匙。）
  （２）この部屋には入らないでください。（请不要进入这个房
间。）
  （３）無理をしないでください。（请不要勉强。）

动なければ　なりません
表示必须。
接续方式是将动词“ない形”中的“ない”换成“なければ　なりませ
ん”。
也可以用“ないと　いけません”的形式代替“なければ　なりませ
ん”。
  （１）李さんは今日早く帰らなければなりません。（小李今天必须
早点回家。）



  （２）この薬は毎日飲まなければなりません。（这个药必须每天
吃。）
  （３）すぐに書類を送らないといけません。（得马上把文件寄出
去。）
  （４） すぐに書類を送らないといけませんか。（得马上把文件寄出
去吗？）

动なくてもいいです
表示不做某事也可以，意思相当于なければ　なりません的否定。
接续方式是将动词“ない形”中的“ない”换成“なくてもいいです”
  （１）明日は残業しなくてもいいです。（明天不加班也行）
  （２）靴を脱がなくてもいいですか。（不脱鞋子也可以吗？）

名1　が　名2　です
表示作为话题的“名词2”是什么时，用“名词2は名词1です”的形
式。
这里“名词2”是旧信息。同样的内容也可以用“名词1が名词2”的形
式来表示。
在这个句型里“名词1”仍然是新信息，“名词2”仍然是旧信息。新信
息做主语时用“が”来表示。
  （１）山田先生はどの方ですか。（山田老师是哪位？）
  ——山田先生はあの方です。（山田老师是那位。）
  ——あの方が山田先生です。（那位是山田老师。）
  （２）吉田課長はいますか。（吉田科长在吗？）
  ——わたしが吉田ですが…。（我就是吉田……）
  （３）あなたのかばんはどれですか。（你的包是哪一个？）
  ——これがわたしのかばんです。（这个是我的包。）

参考：叙述直接观察到的某事情，而不是作为话题在谈论这个事物时，
使用“名词が动词”的形式。因为这里也同样是新信息在做主语。
  （１）子供が公園で遊んでいます。（孩子在公园里玩儿。）
  （２）バスが来ました。（公共汽车来了。）



注意：“何”“だれ”“どこ”“いつ”等表示疑问的词做主语时不能
用“は”，只能用“が”。因为这些词不能表示旧信息。
  （１）だれがいますか。　“×　だれはいますか。”
  （２）どこが痛いですか。　“×　どこは痛いですか。”
  （３）何が好きですか。　“×　何は好きですか。”



笔记本： 标日学习

创建时间： 2017/7/3 12:51 更新时间： 2017/8/8 14:31

作者： Anson Ye

标签： します, なる, ほうがいいです, 成为

1.18 《携帯電話 は とても 小さく なりました》

おと　一般指物体发出的声音
こえ　一般指人或动物发出的声音

空気　くうき

息子　むすこ
娘　むすめ
お嬢さん　おじょうさん

医者　いしゃ
社会人　しゃかいじん
旅行ガイド　りょこう
学者　がくしゃ

割引　わりびき
定価　ていか
半額　はんがく
値段　ねだん

シャツ　shirt
スカート　skirt

色　いろ
赤　あか
青　あお

お正月　おしょうがつ



時間　じかん
将来　しょうらい
　将来性　しょうらいせ〇　前途
準備　じゅんび
病気　びょうき

なる　なります【自动1】　变，当，变成，成为
開く　開きます　【他动1】あく　開いて
　アが開く　门开着

似合う　似合います　【自动1】にあう②　合适，般配
　彼女は黒がよく似合う。她穿黑色很相配

うるさい【形1】闹，使人心烦

間もなく　まもなく　【副】
もう直ぐ　もうすぐ　【副】
更に　さらに　【副】
さあ　【副】

できるだけ　尽量，尽可能
まとめて　一下子，一起，汇总，汇集
今らか　いまから　从现在起

一类形　なります
日语的一类形容词表示静止的状态，通常不表示变化。
但是，可以用“一类形容词+なります”的形式来表示性质或状态的变
化。
其构成方式是把一类形容词的词尾“い”变成“く”，再加“なりま
す”。

一类形容词 くなる



温かい 暖かくなる

小さい 小さくなる

安い 安くなる

  （１）だんだん暖かくなります。（天气渐渐转暖。）
  （２）携帯電話は小さくなりました。（手机变小了。）
  （３）パソコンは安くなりました。（个人电脑便宜了。）

一类型　します
  “一类形容词+します”用于因主语的意志性动作，作用而引起事物发
生变化的场合。
其构成方式是把一类形容词的词尾“い”变成“く”，再加“しま
す”。

一类形容词 くする

大きい 大きくする

冷たい 冷たくする

  （１）テレビの音を大きくします。（把电视机的声音开大一点
儿。）
  （２）ジュースを冷たくします。（把果汁冰镇一下。）

二类型/名　になります
和本课“语法解释1”的情况相同，用“二类形容词/名词+に　なりま
す”的形式来表示性质或状态的变化。



二类形容词・名词 になる

元気 元気になる

医者 医者になる

  （１）もう元気になりました。（已经恢复健康了。）
  （２）息子は医者になりました。（儿子当医生了。）
  （３）来年社会人になります。（明年将成为社会的一员。）
  二类型/名　なりたいです
  想成为...

二类型/名 にします
和本课“语法解释2”的情况相同，这个句型表示因主语的意志性的动
作，作用等而引起事物发生变化。

二类形容词・名词 にする

きれい きれいにする

禁煙 禁煙にする

  （１）部屋をきれいにしてください。（请把房间打扫干净。）
  （２）会議室を禁煙にします。（会议室里禁烟。）

参考：
在餐馆里回答服务员的点餐询问时，可以使用“～に　します”这一形
式。
例如：“カレーにします（我要咖喱饭）”“コーヒーにします（我要
咖啡）”。这是把自己决定的事情告诉对方的一种表达方式。
  （１）日本でいちばん高い山は富士山です。（日本最高的山是富士
山。）



  （２）一年でいちばん寒い月は2月です。（一年当中最冷的月份是2
月份。）

一类型/二类型　ほうが いいです
比较两个以上事物的性质，认为其中一个比较好时，可用“一类形容词
+ほうがいいです”， “二类形容词+な+ほうがいいです”的形式，
表示自己的选择或向别人提议。
  （１） 旅行の荷物 は 軽い ほうがいいです。
  （２） 部屋 は 広い ほうかいいです。
  （３） 公園 は 静かな ほうがいいです。

名  と 名  どちら 形・名 ですが
  （１）日本語と英語とどちらが難しいですか。（日语和英语，哪个
难学？）
   ―日本語のほうが難しいです。（日语难学。）
  （２）コーヒーと紅茶とどっちが好きですか。（咖啡与红茶，更喜
欢哪个？）
   ―紅茶のほうが好きです。（更喜欢红茶。）
   ―どちらも好きです。（哪个都喜欢。）
询问的范围为两种事物时，无论是人是物还是时间，都可以使用“どち
らが”。
但询问的范围为三种以上的事物时，则不能使用“どちら”。

自动词和他动词
日语的动词可分为自动词和他动词。最典型的他动词具有主语作用于宾
语而使其发生变化的含义，其宾语用“を”表示。
自动词是不带宾语的动词，表示不考虑外力影响的情况下，主语自主地
进行动作，或自然地发生变化，其主语用“が”表示。
另外，如下所示，日语的一部分自，他动词在词形上有对应关系。
  （１）窓があきました。（窗子开了。）
  （２）（李さんが）窓を開けました。（小李打开窗户了。）
  （３）タイムサービスが始まります。（时段廉价销售就要开始
了。）



  （４）（デパートが）タイムサービスを始めます。（百货公司开始
时段廉价销售。）

参考：
第14课我们学习了表示“经过”“离开”的助词“を”。
当自动词表示移动行为时，移动的“经过点”和“起点”用助
词“を”表示（第14课语法解释5）。
这里的“を”不表示宾语。另外，本课“语法解释1～4”中学习的“～
なります”是自动词，“～します”是他动词。



笔记本： 标日学习

创建时间： 2017/6/26 13:02 更新时间： 2017/7/24 19:57

作者： Anson Ye

标签： たい, ほしい, 想要

1.17 《わたし は 新しい洋服 が ほしい です》

洋服　ようふく
セーター　sweater　毛衣
ノートパソコン
バイク　bike摩托车

お汁粉　おしるこ②　年糕小豆汤
天ぷら　てんぷら

初詣　はつもうで
健康　けんこう
恋愛　れんあい
ドラマ　drama

相手　あいて　伙伴；共事者。对方；对手
恋人　こいびと
先輩　せんぱい
男性　だんせい
外国人　がいこくじん
夏　なつ

始める　始めます　【他动2】はじめる　初めて　开创，创办；开始
　仕事を始める。开始工作

連絡する　連絡します　【动3】れんらく

欲しい　ほしい　【形1】　想要
立派　りっぱ　【形1】　美观；杰出



今度　こんど　【副】　下次；这回
ぜひ　【副】　一定
そろそろ　【副】　快要
まず　【副】　先，首先

~中に　じゅうに

名　が　欲しいです
表示欲望时，使用“名词1は名词2が　欲しいです”这一表达形式。
“名词1”是欲望的主体，“名词2”表示欲望的对象。
　わたしは新しい洋服　が　欲しいです。（我想有套新西服。）
　（あなたは）何　が　欲しいですか。（你想要什么？）
　—新しいパソコン　が　欲しいです。（想要新的电脑。）

名　を　动ます形去ます　 たいです
表达相当于汉语“想～”的意思时，使用“名词1は名词2を　～たいで
す”。
“名词1”是愿望的主体，“名词2”表示希望进行动作的对象。
“たい”前接动词“ます形”去掉“ます”的形式。
使用“欲しいです”或“～たいです”的时候，如果是陈述句，则第一
人称“わたし”是主语。
如句子是疑问句则第二人称“あなた”是主语。
这两种情况的主语都可以从句子的前后关系中判断出来，因此常常省
略。
　（わたしは）映画　を　見たいです。（我想看电影。）
　今日はお酒　を　飲みたくないです。（今天不想喝酒。）
　（あなたは）何　を　したいですか。（你想做什么？）
　—何　も　したくありません。（什么都不想做。）

注意：
如“わたしはお茶が飲みたいです”所示，“たい”的对象有时不
用“を”，而用“が”表示。但“欲しい”的对象只能用“が”来表



示。
　水　を　飲みたいです。（我想喝水。）
　水　が　飲みたいです。（我想喝水。）
　水　が　欲しいです。（我想喝水。）

参考：
全面否定“名词＋を＋动词”时，使用“疑问词＋も＋动词否定形
式”。全面否定“名词＋に/から/と＋动词”时，在这些助词后面
加“も”成“疑问词＋にも/からも/とも＋动词否定形式”。全面否
定“名词＋へ＋动词”时，既可以使用“疑问词＋も＋动词否定形
式”，也可以使用“疑问词＋へも＋动词否定形式”。
　だれに会いたいですか。（你想见谁？）
　—だれにも会いたくないです。（谁也不想见。）
　どこへ行くたいですか。（你想去哪儿？）
　—どこへも行きたくないです。（哪儿也不想去。）

动ませんか
动词的否定形式“～ません”加上表示疑问的“か”，表面上是一种疑
问形式，但其语法功能是表示提议。
　いっしょにお茶を飲みませんか。（一起喝茶好吗？）
　少し休みませんか。（休息一下怎么样？）
　明日故宮へ行きませんか。（明天去故宫怎么样？）

动ましょう
把动词“ます形”的“ます”换成“ましょう”，可表示提议。
　ちょっと休みましょう。（休息一下吧。）
　そろそろ行きましょう。（咱们快走吧。）
　いっしょにお茶を飲みましょう。（一起喝茶吧。）
　参考：“ましょう”的礼貌程度没有“ませんか”高。

疑问词＋でも
表示在任何情况下事态都相同时，使用“疑问词＋でも”。
　李さん、何を食べたいですか。（小李，你先吃什么？）



　―何でもいいです。（什么都行。）
　いつでも電話をしてください。（请你随时打电话。）
　―だれでも分ります。（谁都明白。）
注意：
汉语的“疑问词＋都”肯定，否定时都可以使用，如“谁都明白”“谁
都不明白”，但日语中用于肯定和否定的形式不同。
肯定时，用“だれでも分ります”而不能说成“≠だれも分ります”。
反过来，表示否定时，用“だれも分りません（谁都不明白）”而不能
说成“≠だれでも分りません”。
参考：
“いつも”表示“常常，经常”的意思，而“いつでも”是“无论任何
时候”的意思。
两者之间的区别在于“いつでも行きます”的意思是“随时去”或“有
必要的话任何时候都去”，而“いつも行きます”的意思是“经常
去”或“没有不去的时候”。

ね[缓和语气]
第4课我们学习了表示确认的“ね”（第4课“语法解释
4”），“ね”也有舒缓自己的心情或想法并将之传达给对方的用法。
如本课应用课文的“まず恋人が欲しいですね（我想先找一个男朋
友）”以及“まじめで優しい人がいいですね（办事认真，温柔体贴的
人呗）”就属于这种用法。
日本料理で何がいちばん好きですか。（你最喜欢吃什么日本菜？）
—そうですね。やっぽりお寿司ですね。（嗯……还是最喜欢寿司。）



笔记本： 标日学习
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作者： Anson Ye
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1.16 《ホテルの部屋 は 広くて明るい です》

操作　そうさ
機械　きかい

旅行会社　りょこうがいしゃ
航空会社　こうくうがいしゃ
営業部　えいぎょうぶ
アイティー産業

製品　せいひん　产品
建築家　けんちくか
設計　せっけい
デザイン
形　かたち　造型，形状，形式
最新　さいしん

ネクタイ
財布　さいふ
革　かわ　皮革
布　ぬの
水筒　すいとう
緑　みどり

足　あし
指　ゆび　手指，指头
　指す　【动1】さす①　指向；指明；朝向
目　め
鼻　はな



顔　かお
頭　あたま

間違い　まちがい
　 間違う　 意味を間違う
問題　もんだい
広告　こうこく
看板　かんばん
展示場　てんじじょう

入場料　にゅうじょうりょう
サービス
天井　てんじょう　天花板；顶点
警備　けいび①
クリスマスツリー
オーストラリア人

皆さん　みなさん
子　こ
横　よこ

持つ　持ちます　【他动1】もつ①　有，拥有，持有
住む　住みます　【自动1】すむ①　住，居住
知る　知ります　【他动1】しる〇　认识，知道，了解
直す　直します　【他动1】なおす②　改，修改，改正
　時計を直す。修理钟表
　文章を直す。修改文章

片づける　片づけます　【他动2】かたづける④　收拾，整理
　部屋を片づける。整理房间

練習します　【动3】れんしゅう
結婚します　【动3】けっこん



　結婚しません　表示不想结婚可能永远不想结婚的意思
　結婚していません 表示当时没结婚不代表以后永远不结婚
安心します　【动3】あんしん

明るい　あかるい　【形1】明亮，开朗
長い　ながい　【形1】
短い　みじかい　【形1】
軽い　かるい　【形1】
優しい　やさしい　【形1】和蔼，温和，体贴
細い　ほそい　【形1】
太い　ふとい　【形1】粗，胖
黒い　くろい　【形1】黑，黑色
ユニーク　unique　【形2】
安全　あんぜん　【形2】
派手　はで　【形2】② 耀眼，花哨
地味　じみ　【形2】朴素，质朴
厳重　げんじゅう　【形2】森严；严格
真面目　まじめ　【形2】认直，严肃
大切　たいせつ　【形2】重要，珍贵
複雑　ふくざつ　【形2】复杂，繁杂

ちゃんと　【副】好好地，的确，完全
まだ　【副】还，尚
すぐ　【副】马上，立即
ずいぶん　【副】相当，非常，很

ほら　【叹】你看，瞧

頭がいい　あたまがいい　聪明

我慢　がまん　忍耐，自制；原谅；克服，让步
忍ぶ　しのぶ　【动1】程度比がまん高的忍受，一般忍受痛苦耻辱之
类的



寄る　【动1】顺便去
　学校の帰りに本屋へ寄る。
ついでに　【副】顺便
　散歩のついでに、お菓子を買ってきた。

しかし　但，然而
でも　但，可是

一类形て一类形[并列]
两个以上一类形容词并列使用时，使用一类形容词的“て形”。一类形
容词的“て形”是将词尾“い”变为“くて”。

一类形容词 て形

明るい 明るくて

新しい 新しくて

  （１）ホテルの部屋は広くて明るいです。（宾馆的房间又宽敞又明
亮。）
  （２）この本は安くておもしろいです。（这本书又便宜又有意
思。）
  （３）このりんごは大きくて、甘くて、おいしいです。（这个苹果
又大又甜，很好吃。）

“[一类形容词]て[一类形容词]”也可以用来修饰名词。
軽くて暖かいコートを買いました。（买了一件轻巧而暖和的大衣。）

二类形で二类形[并列]
两个以上二类形容词并列使用时，使用二类形容词的“て形”。二类形
容词的“て形”是“二类形容词＋で”的形式。



一类形容词和二类形容词也可以连接使用。

二类形容词 て形

簡単 簡単で

親切 親切で

賑やか 賑やかで

  （１）このコンピュータの操作は簡単で便利です。（这台电脑用起
来既简单又方便。）
  （２）森さんは親切で優しいです。（森先生为人热情而和蔼。）
  （３）この公園は静かで広いです。（这个公园安静而宽敞。）

名で名[并列]
两个以上的名词并列使用时，用“[名词1]で[名词2]”的形式。
  （１）スミスさんは旅行会社の社員で、営業部の部長です。（史密
斯先生是旅行社的职员，营业部部长。）
  （２）この機械は日中電気の製品で、中国製です。（这台机器是日
中电器公司的产品，是中国制造的。）

动ています[结果状态]
“～～～ています”除了表示第15课所学的正在进行的意义（第15课语
法解释1）以外，还可以表示动作结束后留下的结果状态。
  （１）森さんは車を持っています。（森先生有辆车。）
  （２）私は北京に住んでいます。（我住在北京。）
  （３）田中さんを知っていますか。（认识田中先生吗？）
注意：对用表示结果状态的“～～～ています”提问的句子做否定回答
时，使用“～～～ていません”。
但是，对“知っていますか”做否定回答时必须使用“知りません”。
  （１）車を持っていますか。（有车吗？）



  ——いいえ、持っていません。（不，没有。）
  （２）田中さんを知っていますか。（认识田中先生吗？）
  ——いいえ、知りません。（不，不认识。）

小句が，小句[转折]
表示两个小句的转折关系时，用助词“が”。
意思相当于汉语“但是”“可是”。
  （１）3か月パソコンを勉強しましたが、まだあまりできません。
（我学了3个月电脑，但还不太会用。）
  （２）このレストランはおいしいですが、ちょっと高いです。（这
家餐厅的饭菜好吃，但是有点贵。）

まだ+动（否定）
表示还没达到所询问的内容的程度。
相当于汉语的“还没（有）”。
  何年ぐらい日本語を勉強しましたか。
  ——二年勉強しました。でも、まだあまりできません。
  （学了几年日语？——学了两年，但还不太会。）

此外，对用“もう”提问的句子做否定回答时，使用“まだ～～～てい
ません”的表达形式。
  小野さんはもう結婚していますか。
  ——いいえ、まだ結婚していません。
  （小野女士，你已经结婚了吗？——不，还没结。）
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1.15 《小野さん は 今新聞 を 読んで います》

ボート　 boat
ベンチ　bench
市役所　しやくしょ
　区役所　くやくしょ②
携帯電話　けいたいでんわ
禁煙　きんえん
風邪　かぜ
　風邪を引く
熱　ねつ　发烧
睡眠　すいみん
お風呂　おふろ
薬局　やっきょく
クーラー　冷空调cooler
火　ひ　火を点ける（つける）、電気をつける
気　き
打ち合わせ　うちあわせ　事先商量，碰头，商洽
無理　むり　勉强，难以办到

駐車禁止　ちゅうしゃきんし
立入禁止　たちいりきんし
火気厳禁　かきげんきん
撮影禁止　さつえいきんし

乗る　乗ります　【自动1】 のる
　タクシーに乗って家に帰る。乘出租车回家

使う　使います　【他动1】 つかう



　目を使う仕事。用眼的工作
座る　座ります　【自动1】 すわる

入る　入ります　【自动1】 はいる①
　教室に入る。进教室

申す　申します　【他动1】 もうす①

取る　取ります　【他动1】 とる①
　塩を取ってください。请把盐递给我

歌う　歌います　【他动1】 うたう

伝える　伝えます　【他动2】 つたえる　传达，转告，转达；告诉，
告知。;传授。;让，让给；传，传给。;传。;传，传导
　命令を伝える。传达命令

止める　止めます　【他动2】 とめる　停，止，停止；止，堵，憋，
屏，关，关闭；戒掉，让其停止
　通行を止める。禁止通行

温かい　あたたかい　【形1】
大丈夫　だいじょうぶ　【形2】
だめ　【形2】

十分　じゅうぶん【副】
もちろん【副】
ゆっくり【副】

もしもし【叹】
いえ【叹】

お大事に　おだいじに　请多保重



いけません　不行，不可以
かまいません　没关系，不要紧
まだです　还没有，仍然...没有
気をつけます　きをつけます　注意
無理をします　むりをします　勉强
睡眠をとります　すいみんをとります　睡觉
お風呂に入る　おふろにはいる　洗澡
シャワーを浴びる　冲淋

动て　います [正在进行]
表示动作或变化正在进行时，使用“动词て形＋います”。
  （１）小野さんは今新聞を読んでいます。（小野女士现在正在看
报。）
  （２）森さんは今仕事をしています。（森先生正在工作。）
  （３）太郎さんはコーヒーを飲んでいます。（太郎在喝咖啡。）

动ても　いいです
表示许可时，使用“动词て形＋いいです”。
  （１）家で仕事をしてもいいです。（在家里工作也可以。）
  （２）ここで写真を撮ってもいいですか。（这儿可以拍照吗？）
  ——いいですよ。（可以。）
  （３）家に帰ってもいいですか。（可以回家吗？）
  ——はい、帰ってもいいです。（是的，可以回家。）
答句中的“はい、帰ってもいいです”常常简略说成“はい、いいで
す”。
表示说话人的许可时，使用“いいですよ”。在句尾加“よ”可以使语
气变得柔和。这里的“よ”须读升调。
注意：这种表达方式一般不用于尊长，因为那样显得很傲慢。

动ては　いけません
表示禁止时，使用“动词て形＋は＋いけません”。
  （１）飛行機の中でタバコを吸ってはいけません。（飞机上不能吸
烟。）



  （２）教室でものを食べてはいけません。（教室里不能吃东西。）
  （３）この部屋に入ってはいけませんか。（不能进这个屋子吗？）
——はい、入ってはいけません。（是的，不能。）
——いいえ、入ってもいいです。（不，可以进。）
注意：对尊长一般不用“～てはいけません”而使用“～ないでくださ
い”。

名[附着点]に　动
表示人或物体的附着点，即人或物体停留在交通工具或椅子上等时，附
着点用助词“に”表示。
  （１）小野さんは公園でボートに乗りました。（小野女士在公园里
划了船。）
  （２）李さんは電車に乗りました。（小李上了电车。）
  （３）この椅子に座ってください。（请坐在这把椅子上。）
  （４）李さんはかばんに書類を入れました。（小李把文件放在包里
了。）
注意：这种情况绝对不能用“を”表示。“≠電車を乗ります。”“≠
自転車を乗ります。”

名[目的地]に　动
第6课我们学习了表示移动行为的目的地的助词“へ”（第6课语法解释
1）。
移动行为的目的地既可以用“へ”表示，也可以用“に”表示。
  （１）李さんは病院に行きます。（小李去医院。）
  （２）李さんは家に帰りました。（小李回家了。）

参考：“に”和“へ”
“に”的用法有：
表示存在的场所，如“公園にベンチがあります。（公园里有长
椅。）”（第4课语法解释1）
表示时间，如“５時に帰ります。（5点回家。）”（第5课语法解释
3）
表示动作的对象，如“友達に会います。（和朋友见面。）”（第8课



语法解释4）
表示移动行为的目的，如“本を買いに行きます。（去买书。）”（第
13课语法解释5）
表示附着点，如“車に乗ります。”（本课语法解释4）。
这些用法不能用“へ”来替换，只有表示“行きます”“来ます”“帰
ります”等典型的移动动词的目的地时，“に”和“へ”才可以通用。
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1.14 《デパート へ いって 買い物しました》

船便　ふなびん
書類　しょるい　文件，资料
原稿　げんこう
記事　きじ①　消息
メモ

駅前　えきまえ
橋　はし
角　かど
横断歩道　おうだんほどう
右　みぎ
左　ひだり
交差点　こうさてん
道　みち

ドア
電気　でんき
太極拳　たいきょくけん
朝ご飯　あさごはん
晩ご飯　ばんごはん
バーベキュー　BBQ

通る　通ります　【自动1】とおる①　通过，经过
　自動車が橋を通る。车子过桥
急ぐ　急ぎます　【自动1】いそぐ② 　急，匆忙
飛ぶ　飛びます　【自动1】とぶ　飞，飞行
死ぬ　死にます　【自动1】しぬ　



待つ　待ちます　【他动1】まつ　等待，等候
　バスを待つ。等巴士
売る　売ります　【他动1】うる②　卖，销售
　安く売る。便宜卖

話す　話します　【他动1】話す②　说话，说
渡る　渡ります　【自动1】わたる　过（桥，河），穿过（马路）
　川を渡る。过河

下ろす　下ろします　【他动1】おろす②　取，缺货
選ぶ　選びます　【他动1】えらぶ②　挑选，选择
　10個の中から1個を選ぶ。十个中选一个

消す　消します　【他动1】けす　关（灯），消除，支除
歩く　歩きます　【自动1】あるく②　步行，行走
曲がる　曲がります　【自动1】まがる　拐弯，曲折
　直角に曲がる。直角转弯
洗う　洗います　【他动1】あらう　洗，洗涤
　野菜を水で洗う。用水洗菜

出る　出ます　【自动2】でる①　离开
　部屋を出る。出房间
出かける　出かけます　【自动2】でかける　外出，出外
　買い物に出かける。出去买东西

開ける　開けます　【他动2】あける　开，打开，开启
　戸を開ける。开门
過ぎる　過ぎます　【自动2】すぎる②　过
見せる　見せます　【他动2】みせる②　结～看；出示
　ネクタイを見せてください。请把领带拿给我看看
点ける　つけます　【他动2】つける ②　开（灯）
降りる　降ります　【自动2】おりる②　下（车，山）



　山を降りる。下山
　飛行機から降りる。下飞机

買い物します　【动3】 かいものします
卒業します　【动3】そつぎょうします
食事します　【动3】しょくじします
整理します　【动3】せいりします
コビーします　【动3】　复印

暗い　【形】くらい　黑暗，昏暗
大変　【形】たいへん　够受的；不得了

なかなか　【副】　相当，很，非常
こう　【副 】　这样，如此
そう・ああ　【副 】　那样
後で　【副 】あとで　过会儿

それから　【连】然后

动词的“て形”
一类动词：
う、つ、る为结尾的，去掉う、つ、る＋って
  例：
    買う→買って
    立つ→立って
    終わる→終わって

ふ、ぶ、む、ぬ为结尾的去掉む、ぬ、ぶ＋んで
  例：
    飲む→飲んで
    死ぬ→死んで
    飛ぶ→飛んで



く、ぐ将结尾く、ぐ 分别变成いて、いで
  例：
   書く→ 書いて
   泳ぐ→ 泳いで

以す为结尾的す→して
  例：
    話す→話して

二类动词直接去る加て

三类动词：
    する→ して
    来る（くる）→ 来て（きて）

动て　动[相继发生]
表述两个以上的动作依照时间顺序相继发生时，可以使用“动词て形
+动词”的形式来表示。
（１）昨日　デパートへ　行って、買い物しました。（昨天去商场买
东西了。）
（２）家へ　帰って、宿題を　します。（回家，然后做作业。）
（３）図書館へ　行って　本を　借りて、家へ　帰ります。（去图书
馆借书，然后回家。）

动てから　动[相继发生]
表述两个以上的动作依照时间顺序相继发生时，也可以使用“动词て形
＋から＋动词”的表达形式。
其语义和“动词て形＋动词”基本相同，但“てから”不能在一个句子
中反复使用两次以上。
（１）李さんは　毎晩　ラジオを　聞いてから　寝ます。（小李每晚
听了收音机后睡觉。）
（２）昼ご飯を　食べてから、出かけます。（吃了午饭后出门。）



（３）家へ　帰ってから、もう　一度　日本語の　勉強を　します。
（回家后，再学一遍日语。）

动て　ください
请求某人做某事时使用“动词て形＋ください”。
（１）ここに　住所と　名前を　書いて　ください。（请在这里填写
住址和姓名。）
（２）この　荷物を　航空便で　送って　ください。（请用航空方式
寄这件包裹。）
（３）角を右に曲がってください。（请拐角儿处右转。）

名[场所]を　动[经过][离开]
用助词“を”表示，常用的动词有“通ります”“渡ります”“過ぎま
す”等。
此外，“を”与动词“出ます”“卒業します”等搭配使用时，表示离
开的场所。
（１）この　バスは　駅前　を　通ります。（这趟公共汽车经过车站
一带。）
（２）この　道を　まっすぐ　行って、橋　を　渡って　ください。
（顺这条路一直走，再过那座桥。）
（３）李さんは　毎朝　7時に　家　を　出ます。（小李每天早晨7点
离开家。）
（４）わたしは　来年　大学　を　卒業します。（我明年大学毕
业。）
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1.13 《机の上 に 本 が 三冊 あります》

荷物　にもつ
葉書　はがき
切手　きって
引き出し　ひきだし
アルバム
ガレージ
修理　しゅうり
居酒屋　いざかや
焼き鳥　やきとり
唐揚げ　からあげ
肉じゃが　にくじゃが
ボーリング
髪　かみ
象　ぞう
昼　ひる
ほか

かかる　かかります【自动1】　 花费
　金がかかる。费钱
咲く　咲きます【自动1】さく　 花开
泳ぐ　泳ぎます【自动1】およぐ　 游泳
遊ぶ　遊びます【自动1】あそぶ　 玩，玩耍
吸う　吸います【他动1】すう　 吸（烟）
切る　切ります【他动1】きる①　 剪，切，割

大体　だいたい【副】　 大约，大概，大体
とりあえず【副】　 暂且



名[数量]+动
（１）卵を　一個　食べます。（吃一个鸡蛋。）
（２）本を　二冊　買いました。（买了两本书。）
（３）緑茶を　三杯　飲みました。（喝了三杯绿茶。）
（４）教室に　学生が　四人 います（教室里有四个同学。）
（５）ガレージに　車が　五台　あります。（车库里有五辆车。）
（６）引き出しに　鉛筆が　十本　あります。（抽屉里有十支铅
笔。）
（７）切手を　何枚　買いましたか。（买了多少张邮票。）

注意
询问数量时，在“何”的后面加量词，如“何個（多少个）”“何本
（多少根）”“何冊（多少本）” 等。这里的“何”必须读作“な
ん”。
总体来看，日语的量词比汉语的量词搭配范围更广泛，因而其用法相对
简单些。如指动物时，大动物用“頭”，小动物用“匹”，没有汉语中
的“条”“只”等。
（１）この　動物園には　象が　二頭　います。（这个动物园内有两
头大象。）



（２）友達に　猫を　一匹　もらいました。（从朋友那里得到一只
猫。）

名[时间]+动
表示时间数量的词语和动词一起使用时，说明动作、状态的持续时间。
这时候表示时间数量的词语后面不能加“に”。
（１）李さんは　毎日　七時間　働きます。（小李每天工作7小
时。）
（２）昼　一時間　休みます。（中午休息1小时。）
（３）森さんは　九時間　寝ます。（森先生睡9小时。）

名[时间]に　名[次数]+动
表示在一定时间内进行若干次动作时，使用这个句型。
（１）李さんは　一週間に　二回　プールへ　行きます。（小李一周
去游泳池游泳两次。）
（２）この　花は　二年に　一度　咲きます。（这种花每两年开一
次。）

动词的“ます”形
第5课 “语法解释2”中学习了动词。我们把“働きます”“休みま
す”“起きます”“寝ます”等形式称做动词的“ます”形。
这些动词的“ます”形去掉“ます”的形式，即“働き”“休み”“お
き”“ね”等形式在以后的各种句型讲解中会经常用到，请大家注意。

名[场所]　动词ます形去掉ます　に　行きます/ます
（１）午後　郵便局　へ　荷物を　出し　に　行きます。（下午去邮
局寄包裹。）
（２）小野さんは　プール　へ　泳ぎ　に　行きます。（小野女士去
游泳池游泳。）
（３）李さんは　わたしの　家　へ　遊び　に　来ました。（小李来
我家玩了。）

名[数量]+で



用于不称重量而以数个的方式售物。
（１）この　ケーキは　三個で　五百円です。（这种蛋糕3个500日
元。）
不过，数量是1个时，不加“で”。
（２）この　ケーキは　一個　二百円です。（这种蛋糕1个200日
元。）

【参考】数词和量词
日语中，数的数法有两种：
一种是依据汉字的发音的数法，即“いち、に、さん、し、ご…”
另一种是日本独特的说法，即“ひ、ふ、よ、いつ、む、なな、や、こ
こ、とお”。
数词与量词的读法，由于组合不同有时候会发生变化。
“～台”“～枚”“～番”等属于读法不会发生变化的类型。
“～個”“～回”“～階”等与数字“１、６、８、１０”结合，数字
读音会发生促音变。
“～本”“～杯”“～匹”与数字“１、３、６、８、１０”结合，数
字与量词的读音都会发生变化。
※：“7人”也可以读作“しちにん”。
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1.12 《李さん は 森さん より 若い です》

季節　きせつ
冬　ふゆ
春　はる
梨　ナシ
蜜柑　ミカン
焼酎　しょうちゅう
日本酒　にほんしゅ
紅茶　こうちゃ
ウーロン茶
緑茶　りょくちゃ
人気　にんき
席　せき
種類　しゅるい
背　せ
最近　さいきん

降る　降ります【自动1】ふる　下（雨，雪），降（雨，雪）
　雨が降る。下雨

若い　【形1】わかい　 年轻
暖かい【形1】あたたかい　 暖和，温暖
涼しい【形1】すずしい　 凉爽
速い　【形1】はやい　 快
大好き【形2】だいすき　 非常喜欢

一番　いちばん【副】最，第一
ずっと【副】~得多



やはり・やっぱり【副】仍然，还是

名1 + は + 名2 + より + 一类形 / 二类形です
比较“名词1”和“名词2”，“名词1”比“名词2”更具有形容词所表
示的性质时使用这个句型。
  （１）李さん は 森さん より 若いです。（小李比森先生年轻。）
  （２）中国 は 日本 より 広いです。（中国比日本辽阔。）
  （３）上海 は 北京 より にぎやかですか。（上海比北京热闹吗？）
程度的差异较大时用副词“ずっと”加以强调。
  （１）中国 は 日本 より ずっと 広いです。（中国比日本辽阔很
多。）

名1 + より + 名2 + の ほうが + 一类形 / 二类形です
比较“名词1”和“名词2”，“名词2”比“名词1”更具有形容词所表
示的性质时使用这个句型。
  （１）日本 より 中国 の ほうが 広いです。（与日本相比，中国更辽
阔。）
  （２）北京 より 東京 の ほうが 暖かいです。（与北京相比，东京更
暖和。）
  （３）大阪 より 東京 の ほうが にぎやかですか。（与大阪相比，东
京更热闹吗？）

名1 + は + 名2 + ほど + 一类形く ないです / 二类形では ありませ
ん
比较“名词1”和“名词2”，“名词1”比“名词2”更不具有形容词的
性质时使用这个句型。
句尾必须使用否定形式。
  （１）東京の 冬 は 北京の 冬 ほど 寒く ないです。（东京的冬天没
有北京的冬天那么冷。）
  （２）神戸 は 大阪 ほど にぎやか では ありません。（神户没有大
阪那么繁华。）
  （３）わたしの 部屋 は 王さんの 部屋 ほど きれい では ありませ



ん。（我的房间没有小王的房间那么整洁。）

名1 + の 中で + 名2 +が 一番 + 一类形 / 二类形です
             なか               いちばん
在某个范围内，表示“名词2”最具有形容词的性质时使用这个句型。
“名词1”为表示“名词2”所属范围的名词。
  （１）スポーツ の 中で サッカー が いちばん おもしろいです。
（在各种体育活动中，足球最有意思。）
  （２）日本料理 の 中で 寿司 が いちばん おいしいです。（日式饭
菜中，寿司最好吃。）

名1 + と + 名2 + と + どちらが + 一类形/二类形ですか
询问两种事物当中哪一种更具有形容词的性质时使用这个句型。
“どちら”是二者选一时使用的疑问词。
回答时使用“～の　ほうが…”。
如果两者程度相当，则使用“どちらも　～です”。
“どちら”在口语中有时说成“どっち”。
  （１）日本語　と　英語　と　どちらが　難しいですか。（日语和
英语，哪个难学？）
     ―日本語　の　ほうが　難しいです。（日语难学。）
  （２）コーヒー　と　紅茶　と　どっちが　好きですか。（咖啡与
红茶，更喜欢哪个？）
     ―紅茶の　ほうが　好きです。（更喜欢红茶。）
     ―どちらも　好きです。（哪个都喜欢。）
询问的范围为两种事物时，无论是人是物还是时间，都可以使用“どち
らが”。但询问的范围为三种以上的事物时，则不能使用“どちら”。

どの + 名／いつ／どれ／だれ／何が + いちばん + 一类形/二类形で
すか
询问三个以上事物当中哪一个更具有形容词的性质时，根据所询问对象
的不同，需区别使用几种疑问词；
是人则使用“だれが”，
是物则使用“どの　～が”“どれが”或者“何が”，



是时间则使用“いつが”。
  （１）この　中で　どの　料理　が　いちばん　おいしいですか。
     ―この　料理　が　いちばん　おいしいです。
    （在这些菜当中，哪个菜最好吃？——这个菜最好吃。）
  （２）季節の　中で　いつ　が　いちばん　好きですか。
     ―わたしは　春　が　いちばん　好きです。
    （四个季节当中，你最喜欢哪个？——我最喜欢春天。）
被选择的事物已见于上下文或存在于眼前时，使用“どの　～
が”或“どれが”，反之则使用“何が”。
  （１）リンゴ　と　ナシと　バナナの　中で　どれが　いちばん　
すきですか。（苹果、梨和香蕉当中你最喜欢什么？）
  （２）果物の　中で　何が　いちばん　好きですか。（水果当中你
最喜欢什么？）
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1.11 《小野さん は 歌 が 好き です》

歌　うた    歌，歌曲
カラオケ（からおけ） 卡拉OK
ロック（ろっく）  摇滚
パップス（ぽっぷす）    流行音乐
クラシック（くらしっく）    古典音乐
ピアノ（ぴあの）    钢琴
え    画
英語　えいご
スペイン語（すぺいんご）    西班牙语
スポーツ（すぽーつ）    体育
水泳　すいえい    游泳
ゴルフ（ごるふ）  高尔夫球
運転　うんてん    开车

飲み物　のみもの    饮料
食べ物　たべもの    食物
お酒　おさけ    酒
肉　にく
野菜　やさい    蔬菜
果物　くだもの    水果
フルーツ（ふるーつ）    水果
向日葵　ひまわり
バラ    蔷薇，玫瑰
コンピュータ　computer
窓　まど    窗，窗户

結婚式　けっこんしき



写真展　しゃしんてん
旅館　りょかん
別荘　べっそう    别墅
模様　もよう    花纹，纹案
外国　がいこく
会議　かいぎ
足　あし

僕　ぼく
俺　おれ

分かる　分かります　【自动1】わかる②    懂，明白
　友だちの住所が分かる。

迷う　迷います　【自动1】まよう②  　犹豫，难以决定
　道に迷う

できる　できます　【自动2】    会，能；完成

閉める　閉めます　【他动2】しめる②    关闭，关门
　ドアを閉めます

疲れる　疲れます【自动2】　つかれる③　疲倦，疲惫
　体が疲れる。身体疲倦

散歩する　散歩します【动3】　さんぽ

怖い【形1】こわい    害怕的，恐怖的
赤い【形1】あかい    红的
痛い【形1】いたい    疼的

只能用来表示别人，并且不能表示学业
上手【形2】じょうず　 擅长的，高明的，水平高的



下手【形2】 へた　 不高明的，水平低的

可用来表示自己，并且可以表示学业
得意【形2】 とくい　 擅长的，高明的，水平高的
苦手【形2】にがて　 不擅长的，不善于的

よく【副】　 经常，常常
時々【副】ときどき　 有时，时不时
たまに【副】偶尔，很少
よく行きます　 经常去
時々行きます　 有时去
たまに行きます　 很少去

また【副】    还，再，又
また 行きます  再去

どうして【副】    为什么
だから/ですから【连】    所以，因此
結構です　けっこうです    不用，不要
気に入ります　きにいります    喜欢，中意

名1 + は + 名2 + が + 一类形/二类形 です
“好きです” “嫌いです” “怖いです”等表达情感的形容词可以
以“[名词1]は [名词2]が [一类形容词/二类形容词] です”的句型使用。
“名词1”表示情感的主体，“名词2”表示情感的对像。

  （１）小野さん は 歌 が 好きです。（小野女士喜欢唱歌。）
  （２）王さん は 肉 が 嫌いです。（小王不喜欢吃肉。）
  （３）林さん は 犬 が 怖いです。（林先生害怕狗。）

名1 + は + 名2 + わかります/できます



“分かります” “できます” “上手です” “下手です” “苦手で
す”等有关能力的词语也可以以“[名词1]は [名词2] が [动词]ます/ [一
类形容词/二类形容词] です”的句型使用。
  （１）スミスさん は 韓国語 が 分かります。（史密斯先生懂韩
语。）
  （２）わたし は コンピュータ が できません。（我不会用电脑。）
  （３）小野さん は 料理 が 上手です。（小野女士擅长做饭。）

名 + や + 名
第4课我们学习了相当于汉语“和”“跟”意义的助词“と”。
助词“や”与“と”一样，也且于连接名词，两者的差异在于“と”用
于列举所有的项目，而“や”用于只列举许多项目中的两项，相当于汉
语的“～呀～什么的”。
并且“や”常常和“など”呼应使用，构成“や…など”。
  （１）吉田さんは 時々 中国や 韓国へ 行きます。（吉田先生有时去
中国呀韩国什么的。）
  （２）森さんは サッカーや 野球が 好きです。（森先生喜欢足球呀
棒球什么的。）
  （３）わたしは お店で 野菜や 果物などを 買いました。（我在店里
买了蔬菜呀水果等等。）

“～から”和“だから”[原因、理由]
说明原因、理由时用助词“から”。
“から”位于陈述原因、理由的小句的句尾。
通常是在说明原因、理由之后再陈述结论，但有时也可以先陈述结论再
说明原因、理由，不过无论是哪一种情况，“から”都须接在表示原
因、理由小句的句尾。构成复句的句子我们称之为小句。
  （１）森さんは お酒が 好きですから、毎日 飲みます。（森先生喜
欢喝酒，每天喝酒。）
  （２）寒いですから、まどを 閉めます。（因为太冷了，我要把窗户
关上。）
  （３）窓を 閉めます。寒いですから。（我要把窗户关上，因为太冷
了。）



“だから”是表示原因、理由的连词，意思相当于汉语的“所以”，其
比较礼貌的说法是“ですから”。助词“から”构成表示原因、理由小
句的一部分，而连词“だから”独立使用在结果的句子前面。
  （１）金さんは やさいが 嫌いです。だから あまり 野菜を 食べませ
ん。（金女士不喜欢蔬菜，所以不怎么吃。）
  （２）あしたは 休みです。ですから、こどもと 動物園へ 行きま
す。（明天休息，所以我跟孩子去动物园。）

频率的副词
“いつも” > “よく” > “時々” > “たまに” > “あまり” >
“全然” 等是表示频率的副词。
“あまり”“全然”后面须接否定形式。

　　　　　频率：ーーーーーーーーーーーーーーー１００％
　　　　　いつもーーーーーーーーーーーーーーー
　　　　　　よくーーーーーーーーーーーーー
　　　　　　時々ーーーーーーーーーー
　　　　　たまにーーーーーー
　あまり～ませんーー
　全然～ません

  （１）わたしは たまに コンサートへ 行きます。（我偶尔去听听音
乐会。）
  （２）李さんは 時々 映画を 見ます。（小李有时看电影。）
  （３）田中さんは あまり 横浜へは 行きません。（田中先生不太去
横滨。）

どうしてですか
询问事由时使用“どうしてですか”，相当于汉语中“为什么”。回答
时在谓语后面加“から”。
  僕は 来月 また ここへ 来ますよ。（我下个月还来这里。）
  ——どうしてですか。（为什么？）



  ——ここで 友達の 結婚式が ありますから。（因为朋友要在这里举
行结婚典礼。）
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1.10 《京都の紅葉 は 有名 です》

紅葉　もみじ
故郷　こきょう
通り　とおり  大街
町　まち  街道
所　ところ　场所
お店　おみせ    商店
人形　にんぎょう  玩偶
作品　さくひん
彫刻　ちょうこく
自動車　じどうしゃ　 汽车
道具　どうぐ　 工具
魚　さかな
お菓子　おかし
物　もの　私の物
季節　きせつ　シーズン
修学旅行　しゅうがくりょこう
観光客　かんこうきゃく
買い物客　かいものきゃく　 顾客
作家　さっか
部長　ぶちょう
課長　かちょう
社長　しゃちょう
平日　へいじつ　 平时非工作日
日　ひ    日子
生活　せいかつ
世界　せかい
晴れ　はれ
雨　あめ



曇り　くもり
後　のち　 晴れのち雨
雪　ゆき
雪が降る
雨が降る

汚い【形1】きたない    脏的

以下省略了2类形空词结尾的だ
きれい【形2】    漂亮的
有名　【形2】ゆうめい
にぎやか【形2】　 热闹的，繁华的
しずか　【形2】　 安静的
暇　【形2】ひま　 空闲的
親切【形2】しんせつ　 热情的
好き【形2】すき　 喜欢的
嫌い【形2】きらい　 讨厌的
便利【形2】べんり　 便利的
不便【形2】ふべん　 不方便的
元気【形2】げんき　 健康的，有精神的
簡単【形2】かんたん　 简单的
ハンサム【形2】　 英俊的，帅的
イケメン【形2】　 高帅富

どんな【疑】    什么样的，怎样的
どんな人ですか　怎么样一个人呢？

副词一般接动词
どう【副】    怎样，如何
どう食べますが

いかが【副】    怎样，如何（礼貌）



いろいろ【副】【形2】    各种各样
でも　【副】    可是，不过
しかし【副】    可是，不过
そして【副】    而且，于是

ところで【连】    （转换话题）哎

あれえ【叹】咦~

名词 + は + 二类形 + です/でした

京都の 紅葉は 有名です。
この通りは静かです。
       とおり

名词 + は + 二类形 + では ありません/では ありませんでした

この町はにぎやかでした。  这个城市很热闹之前

名词 + は + 二类形 + な + 名 + です

奈良は静かな町です。  奈良是安静的城市
なら    しずか  まち
奈良は にぎやかな 町ではありません。 奈良不是个热闹的城市

どんな + 名词

横浜はどんな 町ですか  横滨是什么样的城市
よこはま        まち
とても にぎやかな町です  非常热闹的城市

張さんは どんな ひとですか。小张是什么样的人



親切な ひとです。是个很热情的人

参考“何の”和“どんな”：
  “何の”有询问内容和材料两种用法。
  例１：何の 本ですか。 自動車の 本です。 （什么书？――关于汽车的
书。）〈询问内容〉
  例２：何の 料理ですか。 魚の料理です。 （什么菜啊？――鱼）〈询
问材料〉
   “どんな”只用于询问性质。
  例１：どんな 本ですか。 おもしろい 本です。 （什么样的书？――非
常有趣的书。）
  例２：どんな 料理ですか。 ちょっと からい 料理です。 （什么样的
菜？――有点儿辣的菜。）

どう ですか/でしたか  ...怎样

昨日のパーティーはどうでしたか  昨天的聚会怎样
きの
とても よかったです

この料理はどうですか

ても 但是

私の部屋は狭いです。でも、きれいです。
我的房间很狭小，但，干净的

そして 而且
私の部屋は狭いです。そして、汚いです。
                                                きたない
我的房间很狭小，而且，脏的
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1.9 《四川料理 は 辛い です》

眺め　ながめ③　景色

一类形容词  用于说明事物的性质、状态。

肯定 否定

现在/将来 ～い ～くない

过去 ～かった ～くなかった

现在/将来 高い　＝　たかい 高くない

过去 高かった 高くなかった

常用的一类形容词

新しい
あたらしい
新的

古い
ふるい
旧的

熱い
あつい
热的

冷たい
つめたい
冷的

高い
たかい
高的

低い
ひくい
矮的

暑い
あつい
(天)热的

寒い
さむい　
(天)冷的

高い 安い 多い 少ない



たかい
贵的

やすい
便宜的

おおい
多的

すくない
少的

難しい
むずか
难的

易しい
やさしい
容易的

広い
ひろい
宽广的

狭い
せまい
窄的

大きい
おおきい
大的

小さい
ちいさい
小的

遠い
とおい
远的

近い
ちかい
近的

いい
好的

悪い
わるい
坏的

楽しい
たのしい
愉快的

つまらない
无聊的

名词 + は + 一类形容词 です

このお茶は熱いです。
　　　　　あつい
あのスープは冷たいです。
　　　　　　つめたい
今日は寒くない。
　　　さむい

このほんはたかくありません。 + ありません 礼貌体

旅行は楽しかったです。
　　　たのしい

昨日は寒くなかったです。
昨日は寒くありませんでした。+ ありません 礼貌体



一类形容词 + 名词
青い海

あまり + 一类形容词/动词否定     不怎么...

あもり寒くない 不怎么冷
あまり食べません 不怎么吃
このスープはあまり熱くないです

とても / たいへん ＞ 少し / ちょっと ＞ あまり～ない ＞全然～ない

とても高い  很贵
たいへんたかい  非常贵

少し高い  有点贵(比如：>100块)
すこし

ちょうと高い  稍微有点贵(<100块)

例：この料理はとてもおいしいです。
試験は全然難しくありません。

あまり     不（太）～，不很～
全然　    根本（不）～，完全（不）～
ぜんぜん

あまり分かりません　不太明白
全然分かりません  完全不明白

多い　 /　少ない



おおい /　すくない
特别的形容词，不能放在名词前面，只能放在副词位置

公園 に 人 が 多い います。公园里有许多人。

子供用の椅子  小孩用的椅子
　　よう
男性用の鞄  男性用的包
だんせい

否定疑问句
熱くないですか  不热吗？

ちょうど  刚刚好～，正好～
今ちょうど１２時です。 现在正好12点。

お湯=热开水
おゆ

みす=凉水
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1.8 《李さん は 日本語 で 手紙 を 書きます》

手段/材料 + で + 动词
表示手段材料
 例：日本語で手紙を書きます。
         用日语写信

～に + あいます（见到谁）
 例：駅で先生に会いました。

～よ（提醒、告知、轻微的警告）
 用于提醒对方注意他不知道、不了解的事情。
例：李さん、最近太りますよ。

～もう（已经）+ 动词
 例：先生はもう帰りました。
        もう食べました。

       さっき         /　たったいま + 动词　刚刚~
十多分钟左右的 / 几分钟左右的

森さんはたったいま帰りました = 森先生刚刚回去

名1+ は + 名2 + に + 物品名 + を + あげます
名1 给 名2 物品名

物品移动的方向可以是：
第一人称 --->第二人称
第一人称 --->第三人称
第二人称 --->第三人称



第三人称 --->第三人称

敬语程度从低到高：やる——あげる——さしあげる

根据名2，动作接受者的地位高低来使用。动作接受者地位越高，后面
动词敬语程度越高。

比如：
わたし は 花 に 水をやります。
わたし は 弟 に プレゼントをあげます。
わたし は 先生 に お土産を差し上げます。

当动作发起方（名1）是我方人员（如亲戚等）时，立场和动作发起者
是“我”一样。如：

わたしは先生にお土産をさしあげます。
弟は先生にお土産をさしあげます。

名1+ は + 名2 + に/から + 物品名 + を + もらいます
名1 从 名2那 得到 物品名

物品移动的方向可以是：
第三人称--->第三人称（我方人员）
第三人称--->第二人称
第三人称--->第一人称
第二人称--->第一人称

もらう——いただく
当动作发出者 名2 的地位比名1要高的时候，后面的动词使用 いただ
く，表示尊敬。
当两者地位一样，或者名1 地位高于名2 时，使用もらう。

如：



わたしは友達からペンをもらいました。
わたしは先生からペンをいただきました。

当名1作为第三人称，是我方人员的时候，地位和“我”的地位一样。
遵循前面的敬语原则。

どうですか 怎样？
如何？

お願いします＝
おねがいします

拜托了

わかりました 明白了

よかったです 太好了



笔记本： 标日学习

创建时间： 2015/1/14 15:30 更新时间： 2017/8/8 14:49

标签： で, を, 何

1.7 《李さん は 毎日コーヒー を 飲みます》

名词 + を + 动作（表示动作作用对象）
            o
后面的动词通常为他动词。
例：李さんは毎朝 パン を 食べます。= 小李每天早上吃面包。

部屋を掃除します
毎晩１０時から１１時まで音楽を聴くます

見る みる
作る つくる
祈る いのる

花を見る = 赏花。
詩を作る = 写诗。
君の成功を祈る = 祝你成功。

名词场所 + で + 动作（表示动作发生的场所）
                  de
例：公園 で 散歩します。= 在公园散步。
       李さんは図書館で日本語を勉強します。

「に」和「で」的区别：

「に」 表示动作或者事物存在的场所。
「で」 表示动作移动发生的场所。

比如：
先生はいす に 座っています。= 老师坐在椅子上。



（坐在椅子上是不移动的，这个坐的结果存续着。）

先生は教室 で 授業をします。= 老师在教室上课。
（老师在上课，上课这个动作是移动的，所以用で表示动作移动变化的
场所。）

名词 + か + 名词（表示选择）

例：パン か うどん を 食べます。
吃面包或者面条。

名词+ を + ください（表示点菜买东西等。）
           o     kudasai

例：すみません、その青いペンをください。
不好意思，那支蓝色的笔。

ください = 请～

何

なに と 何と何お買いますか　您买什么和什么？

が あそこに何かありますか　那里有哪些？

を 何を食べますか　吃什么？

も 何も食べません　什么也不吃

で 何で会社べ行きますか　怎么去公司？



なん の それはなんの本ですか　这是什么书？

森さんは何時に来ますか　森先生几点来？
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1.6 《吉田さん は 来月中国 へ 行きます》

名词场所 + へ + 动词 （表示方向）
                  e

行く -> 行きます = 去
いく
i  ku     i  ki masu

帰る -> 帰ります = 回
かえる
kae ru  kae ri masu

来る -> 来ます = 来
くる　    きます

例：どこ へ 行きますか？　你去什么地方？
中国 へ 出張しました。

昨日は友達 と 一緒に 図書館 へ 行きました。
昨天和朋友一起去图书馆。

昨日は何時にデパート へ 帰りましか。うん、確か11時ごろです。
昨天几点回到公寓？嗯，大概11点左右。

「へ」 表示移动动作的目的地，更侧重方向，往那边（去等）。
「に」 表示动作的目的地。更侧重达到的目的地，不侧重方向。
后续 「行きます」「帰ります」等有方向性的动词时可以互换，但是后
续目的性的比如 「着きます」达到等动词时则只能用 「に」。



船 が 港 に 着く。
轮船进港。

昨日
きのう

友達
ともたち

着きます
つく

一緒に = 一起 (副词)
いっしょに

真っ直ぐ = 笔直，径直 (副词)
まっすぐ

確か = 大概，似乎 (副词)
たしか

名词场所 + から + 动词 （表示移动的起点）
                  kara
例：あの方はどこから来ましたか。 = 他从哪儿来?
             kata

名词人 + と + 动词 （连接共同做某事的对象）
               to
例：小野さんは友だちと帰りました。 = 小野和她朋友一块回的。

名词交通工具 + で + 动词 （表示交通手段）
                         de
例：自転車で家へ帰ります。= 骑自行车回家。



     私はバスでお家へ帰ります

名词场所 + から + 名词场所 + まで + 动词 （表示移动的范围）
　               kara                     made
例：李さんは駅からアパートまで歩いて行きます。

に/で/と/へ/から/まで ＋ は
表示对比
「は」可以和 に/で/と/へ/から/まで 等助词一起使用，在这些助词的
基础上强调对比。
例：わたしの部屋には電話がありません。

いらっしゃいませ
欢迎光临

失礼します ＝ しつれいします
告辞了我先走了

失礼しました ＝ しつれいしました
打扰了失礼了

ただいま
我回来了

おかえり
您回来啦

お邪魔します ＝ おじゃまします
打搅了

～をください
～给我
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1.5 《森さん は 七時に 起きます》

今～時～分です
ima  ji    fun
表示现在的时间。双方交谈的都是现在的时间时，「今」可以省略。询
问具体时间用 「何時」，具体时间前可以加上「午前・午後」。
例：今、午後４時１６分です。

今
いま

時
じ

分
ふん

明日  = 明天
あした
ashita

昨日 = 昨天
きのう
kinou

动词 + ます /  动词 + ません （现在，将来）
           masu               masen

动词 + ました / 动词 + ませんでした （过去）
           mashita             masendeshita



～ます      ～ません       ～ました       ～ませんでした
働き ます   働き ません   働き ました    働き ませんでした
休み ます   休み ません  休み ました    休み ませんでした
起き ます   起き ません   起き ました    起き ませんでした
寝  ます     寝  ません     寝  ました     寝  ませんでした
あり ます    あり ません    あり ました    あり ませんでした

例：
森さんは 毎日 働き ます
田中さんは 明日 休み ます
田中さんは 今日 働き ません
森さんは 明日 休み ません
森さんは 先週 休み ました
わたしは 昨日 働き ませんでした

働く
はたらく

休む
やすむ

起きる
おきる

寝る
ねる

疑问句要在句尾加 か
例：
田中さんは 明日 働きます か
李さんは 先週 休みましたか



时间名词 + に + 动词（表示具体时间）
    ni
注：「今・昨日・今日・明日・毎日・去年・来年」等词后面不加
「に」。星期后可以加「に」，可不加「に」。
例：学校は朝８時半に始まります。

今 = 现在
いま

一昨日 = 前天
おととい

昨日
きのう

今日 = 今天
きょう

明日
あした

明後日 = 后天
あさって

ーーー

毎日
まいにち

毎朝
まいあさ

毎晩



まいばん

ーーー

先週 = 上周
せんしゅう

今週
こんしゅう

来週
らいしゅう

再来週 = 下下周
さらいしゅう

ーーー

去年
きょねん

来年
らいねん

时间名词 + から + 时间名词 + まで + 动词（表示某动作发生在某个
期间之内）
                  kara　                   made

例：
わたしは ９時 から ５時 まで 働きます
森さんは 月曜日から 水曜日まで 休みました

这两个助词「から」「まで」也可以单独使用。



例：わたしは朝９時から午後６時まで働きます。

月曜日 = 周一
げつようび
getsuyoubi

水曜日 = 周三
すいようび
suiyoubi

～いつ + 动词 + ますか（询问某动作事态进行的时间）
    i tsu               mashika
询问具体时间时在时间词语后面「に」，比如：何時に、何曜日に……
询问时在句末加疑问助词「か」。
询问持续性事态或者动作的开始结束时间，用如「何時から」「何曜日
まで」的形式。
例：会議はいつまでですか？

～は（表示对比）

例：小野さんは今日は休みです。 （是今天休息，不是明天后天）

动词的活用

（一）动词分类

1类动词：五段动词
2类动词：一段动词
3类动词：サ变动词；カ变动词

① 五段动词：（一类动词）
解析：动词词尾只有一个假名，词尾是「う」段的9个假名中的其中一
个。



如：言う 書く 流す 待つ 死ぬ 及ぶ  読む 取る 防ぐ

② 一段动词：（二类动词）
解析：词尾有两个假名构成，即「い」/「え」段假名+る 。
如：起きる 落ちる 応じる 試みる 食べる 教える 受ける 立てる

注意：其中我们要注意有部分动词，虽然词尾只有一个假名，但是却是
一段。
如：見る 出る いる（在） 得る（獲る） 似る（煮る） 経る（へる） 
寝る 等。
对于这些动词，我们以记忆为主，因为也比较少。

③ サ变动词：（三类动词）
词干+する 如：勉強する 結婚する
カ变动词：来る （只有来る 一个）

（二）动词ます形

解析：动词ます形是从原形变换而来，而不是由ます形推断原形。这个
一定要记住。

语法规则：

五段（一类）动词：把词尾由ウu段变为イi段+ます
一段（二类）动词：去掉词尾るru+ます
サ变动词（三类）：把する变成 し+ます
くる   ：把くる变成き+ます

例如：書く——書きます     話す——話します
          寝る——寝ます     食べる——食べます
          勉強する——勉強します  来る——来ます
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1.4 《部屋 に 机 と いす が あります》

～あります/～います
   a ri masu     i  masu
表示事物存在时，最常用的谓语：
～あります 用于花、草、桌子等不具有意志的事物。
～います 用于具有意志的人、动物或昆虫等。

ある　あります　ありません
いる　います     いません

1.名[场所] + に + 名[物/人] +  が + あります / います。
例：部屋に机があります。 = 房间里有桌子
       heya ni tsukue ga arimasu
       ここ本があります。 = 这里有书
       kokohon ga arimasu
       庭に何がありますか。 = 院子里有什么?
       niwa ni nani ga arimasuka

       部屋に猫がいます。 = 房间里有只猫
       heya ni neko ga imasu
       あそこに誰がいますか。 = 那里有谁?
       asoko ni dare ga imasuka

部屋 = 屋子,房间
へや
heya

机 = 桌子,书桌
つくえ
tsuku e



庭
にわ
niwa

猫
ねこ
neko

2.名[物/人] + は + 名[场所] + に + あります/ います。
例：いすは部屋にあります。= 椅子在房间里
       isu wa heya ni arimasu
      本は部屋にあります。= 书在这儿
      図書館はどこにありますか。= 图书馆在哪儿?
      吉田さんは庭にいます。 = 吉田先生在院子里
      子供は公園にいます。= 孩子在公园
      犬はどこにいますか。狗在哪儿?

いす = 椅子
i  su

本 = 书
ほん
hon

図書館
としょかん
to sho ka n

吉田
よしだ
yoshida

子供 = 孩子



こども
kodomo

犬 = 狗
いぬ
inu

公園
こうえん

3.～は + どこに + ありますか / いますか ＝ ～はどこですか
      wa   dokoni    arimasuka   imasuka         wadokodesuka
例：林さんはどこにいますか。
hayashi-san wa doko ni imasu ka

注意：第一个句型和第二句型不可以弄混。一个是某地有某物，一个是
某物在某地，助词的使用是不一样的。

名词 + と + 名词
           to

用于两个名词之间表示并列。“和”。
例：居間にテレビとビデオがあります。= 起居室里有电视机和录像机
      ima ni terebi to bideo ga arimasu

居間 = 起居室
いま
i ma

名词 + の + 上   /下   /前   /後ろ  /隣     /中   /外
          　うえ /した /ぜん /うしろ /となり /なか /そと
            　　　ue/shita/zen/ushiro/tonari/naka/soto

表示具体的方位。



例：机の上に猫がいます。= 桌子上面有只猫
       tsukue no ue ni neko ga imasu
      

猫
ねこ
neko

注意：
如果是大家都知道的方位，比如在房间里面，冰箱里面，方位名词是可
以省略的。
如果是需要说明的比如桌子上面（下面），椅子（前面后面）这种的话
必须加上具体的方位。

～ね
    ne
表示像听话人征求同意认可等。
例：今日はいい天気ですね。

疑问词 + も + 动(否定)（全面否定）
   　　　mo
例：教室にだれもいません。= 教室里一个人都没有

教室
きょうしつ
kyo u shi tsu
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1.3 《ここ は デパート です》

ここ/そこ/あそこ + は + 名词 + です
koko/soko/asoko
(地点场所指示代词，一般用于指代地点或场所)
这里/那里/那里是~（位置关系和これ/それ/あれ/どれ 一样。）
例：ここは学校です。= 这里是学校
例：あそこは学生食堂です。= 那儿是学生食堂

学校
がっこう
gakkou

学生
がくせい
gakusei

食堂
しょくどう
shoku dou

名词 + は + 名词场所 + です
表示“名词”存在于“名字[场所]”
例：
食堂 は デパートの7階 です。
しょくどうはデパートのななかいです。
shodou wa depaato no nanakaidesu

トイレはここです。= 厕所在这里
toire wa kokodesu



小野さん は 事務所 です。

事務所
じむしょ
jimusho

名词 + は + どこ + ですか
wa dokodesu ka
…在哪里。
例：郵便局 は どこ ですか。

郵便 局
ゆうび ん きょく
yuu bi n kyoku

名词 + も + 名词 + です
   mo  desu
(.……也……)
例：田中さんは先生です。私 も 先生です。

多个体言并列时，可用「も」来提示，表示这些体言都共同符合后项谓
语的描述。
～も～も～も～肯定结句，表示 无论……都……（几者都）
例：この本もあの本も私のです。

名词 + は + 名词 + ですか，名词 + ですか
    wa   desuka      desuka

回答不用はい/いいえ。
例：ここ は 図書室 ですか，食堂 ですか。
——（そこは）食堂です。



図書室  
としょしつ
to shoshitsu

食堂  
しょくどう
shoku dou

名词 + は  いくらですか  询问价钱
   wa i kuradesu ka

例：この本はいくらですか
——２２０円です。

日曜日＝にちようび   星期天

月曜日＝げつようび  星期一
火曜日＝かようび
水曜日＝すいようび
木曜日＝もくようび
金曜日＝きんようび

土曜日＝どようび  星期六
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1.2 《これ は 本 です》

これ / それ / あれ + は + 名词 + です

kore  / sore  / are       wa   desu
(事物性指示代词,一般用于指代物或事)这个/那个/那个

これ 距离说话人近,听话人远的物体
それ 距离说话人远,听话人近的物体
あれ 距离说话人和听话人都远的物体

何 ですか / 誰 ですか
なん ですか / だれ ですか
nan desuka / dare desuka
特殊疑问句
例：これは何ですか。——それは本です。
例：あの人は誰ですか。——田中さんです。

普通＝ふつう だれですか

礼儀＝れいぎ どなたですか

尊敬＝そんけい どちら様ですか

田中
tanaka

先生(男女通用)
さん
san



彼は30何歳ですか。= 他三十几了？

何歳ですか。
nansai

この/その/あの  名词 + は + 名词 + です
(连体词，具体指代内容是由后项连接的体言所决定。可指代事物、地
点、人物、方向等)
位置关系和 これ/それ/あれ/どれ一样。

例：この本は彼の本です。
例：あの辞書は英語の辞書です。=那本词典是英语词典

辞書
じしょ
jisho

は どれ/どの ～ですか
    dore/dono
在三个以上的事物中，不能确定是哪一个时用的疑问词，哪个?
单独使用：どれ
修饰名词：どの

森さんのかばんはどれですか = 森先生的包是哪个?
小野さんの机はどの机ですか = 小野女士的桌子是哪一张?

かばん = 包
kaban

机 = 桌子
つくえ
tusku e



数字
れい / ぜろ = 0
rei     zero

いち = 1     じゅう = 10
i chi            juu

に = 2     にじゅう = 20
ni            ni juu

さん = 3     さんじゅう = 30
san             san juu

し / よん = 4     よんじゅう = 40
shi  yon            yon juu

ご  = 5     ごじゅう = 50
go            go juu

ろく = 6     ろくじゅう = 60
roku          roku juu

しち / なな = 7     ななじゅう = 70
shichi  nana         nana juu

はち = 8     はちじゅう = 80
hachi          hachi juu

く / きゆう = 9     きゆうじゅう = 90
ku  kiyuu            kiyuu juu

ひゃく = 100



hyaku

せん = 1000
万 ＝ まん
十万 ＝ じゅうまん
百万＝ひゃくまん
千万＝せんまん
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1.1 《李さん は 中国人 です》

～は～です
    wa  desu
例：私は留学生です。(现在肯定时)判断句，表示前者是后者
例：明日は日曜日です。(将来肯定时)所描述的情况是确定事实

我 你 他

一般用语 私＝わたし

あなた (第一
次见面可用，
之后用有点暧
昧感)

男性 僕＝ぼく 彼＝かれ

女性 あたし 彼女＝かのじ
ょ

俗语

君＝きみ
お前＝おまえ 
（很熟的人之
间才能用）

一般 ～さん

尊敬 ～様＝さま

男性 ～君＝くん



女人之间或叫小孩 ～ちゃん

それ = 它
sore

学生
がくせい
gakusei

留学生
りゅうがくせい
ryuugakusei

明日
あす
asu

日曜日=星期天
にちようび
nichiyoubi

～は～ではありません　　　口语化：～は～じゃない
wa      dewa a rimase n
例：私は留学生ではありません。(现在否定时)表示说话人在说话所描
述的“前者不是后者”
例：明日は金曜日ではありません。(将来否定时)所描述的是将来的，
但不受说话人主观意志或客观环境影响的具有否定意义的情况

金曜日=星期五
きんようび



kinnyoubi

～は～ですか
   wa   desuka

例：王さんは日本人ですか。(一般疑问句)什么是什么吗？
さん=先生
san

回答通常用「はい」肯定，「いいえ」否定来起句。
例：王さんは留学生ですか。
       はい、そうです \ いいえ、ちがいます。
        ha i    sodesu   \  ie         chigaimasu

～の～
no

前者包含后者，是后者的拥有者。
例：王さんは東京大学の留学生です。

表示前者是后者的具体内容。
例：これは英語の新聞ではありません。
　　これは日本語の雑誌です。

英語
えいご
ei go

新聞
しんぶん
sinnbunn

雑誌



ざっし
zasshi

表示前者是后者的出处。
例：あれは日本の車です。

車
くるま
kuruma


