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新标准日本语初级下册笔记

1.48 《お荷物は私がお持ちします》---敬语、自谦
1.47 《周先生は明日日本へ行かれます》---敬语、尊他
1.46 《これは柔らかくて、まるで本物の毛皮のようです》---ようです、みたいです、らし
い、間に、までに
1.45 《少子化が進んで、日本の人口はだんだん減っていくでしょう》---し、ば...ほど
1.44 《玄関のところにだれかいるようです》--ようです、みたいです、らしい、～過ぎる
1.43 《陳さんは息子をアメリカに留学させます》---使役形、させる、させてください、～や
すい・にくい
1.42 《テレビをつけたまま、出かけてしまいました》---まま、はず、のに、せっかく
1.41 《李さんは部長にほめられました》---被动形、られる
1.40 《これから友達と食事に行くところです》---ところです、ばかり、～始める・出
す、～続ける、終わる
1.39 《眼鏡をかけて本を読みます》---て、ために、ていく・てくる
1.38 《戴さんは英語が話せます》---可能形、(え)ける、られる、できる、ように、ようにな
る、ようにする
1.37 《優勝すれば、オリンピックに出場することができます》---假定形、(え)ば、れば、な
ら、でも、とか
1.36 《遅くなって、すみません》---て、のに、ばかり、見える・聞こえる
1.35 《明日雨が降ったら、マラソン大会は中止です 》---たら、ても、だけ、しか、でも、
のとおりに
1.34 《壁 に カレンダー が 掛けてあります》---てある、ておく、てみる、ために
1.33 《電車ガ急に止まりました》---自动他动、そう
1.32 《今度の日曜日に遊園地へ行くつもりです》---つもり、ことにする、ことになる、そ
う、てほしい
1.31 《このボタンを押すと 電源が入ります》---と、ことがある、形容词的副词性
1.30 《もう 11時だから 寝よう》---意志形、(お)う、よう、と思っている、ので
1.29 《電気 を 消せ》---命令形、(え)、ろ、しろ、なさい、という
1.28 《馬さん は 私に地図 を くれました》---くれる、てあげる、てくれる、てもらう
1.27 《子供の時、大きな地震がありました》---とき、ながら、でしょう
1.26 《自転車に2人で乗る のは 危ない です》---のは、のを、だろう、でしょう、かもしれ
ません
1.25 《これ は 明日会議 で 使う資料です》---小句
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1.48 《お荷物は私がお持ちします》

明日　みょうにち　（礼貌）
明日　あす　（新闻和书面）
昨日　さくじつ　（礼貌）
この度　このたび　（礼貌）
私　わたくし　（礼貌）
私ども　わたくしども　（礼貌）
社　しゃ　公司
～者　もの　～人；～的人（礼貌）
弊社　へいしゃ
新車　しんしゃ
傷　きず　瑕疵；创伤
指導　しどう
お釣り　おつり　找的零钱
応接室　おうせつしつ
案内状　あんないじょう　通知，请帖
入学案内　にゅうがくあんない　入学指南

進める　【他动2】すすめる　推进，使前进

期待する　きたい
世話する　せわ　帮助；照顾

貴重　【形2】きちょう

少々　【副】しょうしょう　稍稍，一点儿
ただ今　【副】ただいま　这会儿，方才；马上，立刻
突然　【副】とつぜん
実は　【副】じつは　其实，实际上

いつもお世話になっております。



申し訳ございません。

自谦语
自谦语是通过压低说话人自身或说话人一方的形式表示敬意的表达方
式。如果别人谈到自己的家人或自己公司的上级时，也使用自谦语。

お＋ 一类动／二类动　します
ご＋ 三类动的汉字部分 します
“お＋一类动词／二类动词的ます形去掉ます＋します”“ご＋三类动
词的汉字部分＋します”是自谦语中用得最多的一种表达形式，如“お
話します”“ご連絡します”。一类动词和二类动词的“ます形”去
掉“ます”以后只有一个音节的动词以及三类动词“来ます”和“しま
す”不能用于这种形式。

  お荷物は私がお持ちします。您的行李我来拿
    私が駅までをお送りいたします。我送你去车站
  明日午後私はご連絡いたします。明天下午我来联系你
  昨日メールをお送りしたんですが…。
  --ええ、拝見しました。先ほど返事をお出ししました。
  昨天，我给您发了邮件。--是的，已经拜读了。刚刚给您发了回信

自谦语的特殊形式
和尊他语一样，一些动词的自谦语也有特殊形式。



  明日、私がそちらへ伺います。明天我去您那儿拜访
  中国の北京から参りました。我从北京来
  コピーは私がいたします。复印的事我来做
  黄教授に論文を見ていただきました。我请黄教授给我看了论文
  案内状、拝見いたしました。开业通知，我们已经拜读了
参考：“知りません”的自谦语是“存じません”。

动 ていただけますか　[请求]
“～ていただきます”用于请求对方为自己做某事时要变成“～ていた
だけますか”的形式。这里的“～ていただけます”是“～ていただき
ます”的可能形式。“～ていただけますか”的更礼貌的形式是“～て
いただけませんか”。
  この服、ちょっと小さいので、取り替えていただけますか。这件衣
服小了点儿，能给我换一下吗？
  この服、ちょっと小さいので、取り替えていただけませんか。这件
衣服小了点儿，能给我换一下吗？
  教えていただけますか。您能教我一下吗？
  教えていただけませんか。您能教我一下吗？



  私は書いた手紙を見っていただきませんか。请看一下我写的信
  日本語でこの文章を訳していただけませんか。请用日语翻译一下

动 させていただきます
使用频率较高，自谦程度高于“お／ご～します”。其构成方式为在动
词使役形式的“て形”后面加“いただきます”。
  早速、資料を届けさせていただきます。我这就把资料给您送过去
  明日、もう一度連絡させていただきます。请允许我明天再跟您联络
一次
非常礼貌的请求对方允许自己做某事时，可以使用“～させていただけ
ますか”和“～させていただけませんか”两种形式。
  頭が痛いんですが、帰らせていただけますか。我头疼，能允许我回
去吗？
  来週の水曜日、休ませていただけませんか。下个星期三，我想休息
一下，行吗？

  第43课：
  动词－させてください
  请求别人允许自己做某事。
  需要特别强调说话人时可以说「わたしに」「わたしを」，一般则把
说话人省去。
    申し訳ありませんが、今日は少し早く帰らせてください。对不起，
今天请允许我早一点回去
    ぜひ、この仕事を私にやらせてください。请一定让我来做这件事
    このパソコンを使わせてください。这台电脑请让我使用

ございます／ 名 でございます
“あります”的更为礼貌的说法是“ございます”。“～です”的更为
礼貌的说法是“～でございます”。
  すみません、この近くにコンビニがありますか。请问，这附近有便
利店吗？
  --はい、ございます。ホテルの前の道を右に行かれますと、左にご
ざいます。有。沿着宾馆前面的路向右走，便利店在左边



  社長、１つお伺いしたいことがございます。经理，我有一个问题向
您请教一下
  はい、ＪＣ企画上海事務所でございます。喂，您好。这里是JC策划
公司上海事务所
  あのう、お客様、おつりでございます。对不起，这是找您的钱

作业：
在________上填入恰当的词语，完成会话。
[例] 中国のどちらからいらっしゃいましたか。——北京から参りまし
た。
（１）明日、家にいらっしゃいますか。——はい、________。
（２）どうぞ、お茶を召し上がってください。——ありがとうござい
ます。________。
（３）誰がくださいましたか。——長島さんに________。
（４）明日２時に来てください。——はい。２時に________。
答案：
（１）おります（２）いただきます（３）いただきました（４）参り
ます／伺います

表达及词语讲解：
１. 动词以外的敬语形式
第47课学习了表示尊他的动词形式，本课学习了表示自谦的动词形式。
在使用敬语的时候，不只是动词，同一个句子里的一部分名词、形容词
有时也要使用相应的敬语形式。下面是一些常用的名词和形容词的敬语
形式。

１）尊他语
在名词和形容词前家“お”或“ご”。日语固有词前一般家“お”，汉
字词前一般加“ご”。
名词：
お食事　饭　　　お荷物　行李　　　ご利用　利用
お手紙　信　　　お客様　客人　　　ご家族　家人
形容词：



お忙しい　忙　　　お元気　精神、精力充沛
お若い　年轻　　　お暇　　闲暇

  一度お会いしたいんですが、明日はお忙しいでしょうか。我想见您
一面，您明天忙吗？
  家を建てられたそうですね。お若いのに、立派ですね。听说您盖自
己的房子了。您还这么年轻，真能干啊
  ご両親はお元気ですか。您父母亲身体好吗？
  お暇なら、ちょっと手伝っていただきたいんですが。您如果有空的
话，想请您帮个忙

２）自谦语
下面是一组普通说法和自谦语的对应形式。
　普通说法　　　　　　自谦语　　　　普通说法　自谦语
　　わたし　　　　私わたくし）　　　会社　　　社
　わたいたち　　私わたくし）ども　　人　　　　者

  私、李秀麗と申します。我叫李秀丽
  こちらは私どもの新しい製品でございます。这是我们的新产品
  帰ったら、すぐ社の者に資料を送らせます。回去以后，马上让公司
的人给您寄资料

２. “明日みょうにち）”和“昨日さくじつ）”
“明日”有“あした”“あす”“みょうにち”三种读法。“あし
た”最随便，“あす”较郑重，“みょうにち”郑重程度最高，商业用
语中常常与敬语形式呼应使用。
“昨日”也有“きのう”和“さくじつ”两种读法，“さくじつ”是比
较郑重的说法。

３. 何のお構いもしませんで[寒暄语 ⑨]
客人离开时，主人往往要说一些没能好好招待之类的话，这时候，常用
的一句是“何のお構いもしませんで招待不周）”，表示没能好好招
待、非常抱歉的心情。
同样的内容也可说成“何のお構いもできませんで招待不周）”。



  〔客人甲）要走时〕
甲：そろそろ失礼いたします。どうもお邪魔いたしました。
乙：何のお構いもしませんで。我该告辞了。真是打搅了。——招待不
周，请原谅
  〔上周拜访过乙的甲再次见到乙时表示感谢〕
甲：先日はいろいろとごちそうになりました。どうもありがとうござ
いました。
乙：いいえ、何のお構いもできませんで。前几天承蒙款待，非常感
谢。——哪里，招待不周，非常抱歉

４. 右も左も分かりません
表示新到一个地方，对周围的情况一点儿也不了解。应用课文中，第一
天到上海事务所上班的山田，在自我介绍以及寒暄中用以表示自己对工
作环境不熟悉。

  大学を卒業したばかりで、右も左も分かりませんが、一生懸命頑張
りますので、ご指導よろしくお願いいたします。
  我刚刚大学毕业，什么都不懂，但我会努力工作的，请多多指教

  日本に着いたばかりで、まだ右も左も分かりませんが、どうぞよろ
しくお願いいたします。
  我刚到日本，还什么都不懂呢，请多关照

５. おります／～ております
“います”的更谦和的说法是“おります”。相应的“～ています”的
更为谦和的说法是“～ております”。

  午後はずっと社におりますが…。下午我一直在公司

  ご両親はどちらにいらっしゃいますか。
  --両親は名古屋におります。
  您父母亲在什么地方？ --我父母在名古屋

  いつもお世話になっております。承蒙多方关照



  吉田課長にお会いしたいんですが。
  --申し訳ございません。吉田はただ今外出しております。
  我找吉田科长。--非常抱歉。吉田刚才出去了
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1.47 《周先生は明日日本へ行かれます》

下見　したみ　视察
スタッフ　staff
お子さん　おこさん　您的孩子

－－－尊他－－－
召し上がる　めしあがる　吃，喝
ご覧になる　ごらんになる　看，读
おっしゃる　说，讲
いらっしゃる　去，来，在
おいでになる　去，来，在
なさる　做，干
くださる　给
－－－－－－

直行する　ちょっこう

先ほど　さきほど

ご存じです　ごぞんじです

敬语
敬语用于对会话中涉及的人物或者听话人表示敬意。现代日语的敬语可
粗略地分为以下三类：
尊他语：用抬高会话中的人物或听话人一方的方式表示敬意。
自谦语：用压低说话人自身或说话人一方的主式表示敬意。
礼貌语：通过使用～です，～ます等礼貌的说法，表示对听话人的敬
意。



动られます
动词的被动形式也可作为尊他语的一种。
  周先生は明日日本へ行かれます。周老师明天去日本
  今朝何時に起きられましたか。今天几点起床的？
  部長は毎朝公園で散歩されるそうです。据说部长每天在公园散步

　被动形式
　动词变形：
　一类动词（五段动词）：动词う段变あ + れる
　二类动词（一段动词）：去掉词尾る + られる
　三类动词（サ变カ变）：する―される；来る―来（こ）られる

お+一类动／二类动になります
尊他语的另一种表达形式是“お+动词的ます形去掉ます+になりま
す”.
  お客様はもうお帰りになりました。客人已经回去了
  お食事はもうお済になりましたか。你已经用过饭了吗？
  旅行の日程はもうお決めになりましたか。旅行日程你已经定下来了
吗？
  あの仕事について、お決めになりましたか。关于那个工作你决定好
了吗？

お+一类动／二类动ください
ご+三类动的汉字部份ください
劝说听话人做有益于听话人或有益于公共利益的事情。
  どうぞお座りください。请坐
  エスカレーターをご利用ください。请利用电梯
  こちらのドアからお入りください。请从这个门进去

尊他语的特殊形式



  先生、何を召し上がりますか。先生你吃点什么
  もう、その資料をご覧になりましたか。你看了那份资料了吗？
  小野さん、木村部長、何時に戻るっておっしゃいましたか。
  木村部長ですか。先ほど戻るっていらっしゃいましたよ。
  小野，木村部长说几点回来？部长刚才已经回来了呀。

词语与用法说明：
１.～ていらっしゃいました
是「～ています、ていきます、てきます」的敬语形。
２.～てくださって
気にいってくださって（满意就好）课文中表示一种对总经理欣赏自己
选定的事务所表示感谢的含义。它是てくれて的礼貌说法。
注意：「～てくれます、～てくださいます」必须在得过别人的恩惠，
从而想人感谢对方的场合下用，否则不自然。
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1.46 《これは柔らかくて、まるで本物の毛皮のようです》

毛皮　けがわ
本物　ほんもの　真货
柄　がら　花纹，花样
レモン
味噌汁　みそしる
お祭り　おまつり
オートバイ
インタビュー
プラン

頭痛　ずつう
　少し頭痛がする。有些头痛

寒気　さむけ①　寒气，寒战
吐き気　はきけ③　恶心，想要呕吐
家事　かじ①　家务
面接　めんせつ
出来事　できごと　事情，事件
意見　いけん
開設　かいせつ
候補地　こうほち　候选地
周り　まわり　一带，周围
明るさ　あかるさ　明朗，快活
におい　味道，气味
石鹸　せっけん　肥皂
香水　こうすい
ラン
末　すえ　末尾，末了
初め　はじめ　最初
半月　はんつき　半月，半个月
モデル　模特



警察官　けいさつかん
お相撲さん　おすもうさん
歌舞伎役者　かぶき　やくしゃ
水泳選手　すいえい　せんしゅ

済む　【自1】すむ①　结束，完了

積もる　【自1】つもる②　堆积；积攒
　雪が3メートル積もった。

　積もる　【他1】估算，估计；推测

過ごす　【他1】すごす②　度过；生活
　楽しい夏休みを過ごす。度过愉快的暑假

微笑む　【自1】ほほえむ③　微笑
　運命の女神は彼女に微笑んだ。命运的女神向她微笑

伸ばす　【他1】のばす②　伸开，放长，拉直；延长
　腰を伸ばす　直起腰
　針金を伸ばす　把铁丝拉直
　髪を伸ばす　把头发留长

済ませる　【他2】すませる③　搞完，办完
　夕食を済ませる。吃完晚饭

枯れる　【自2】れる　枯萎；干燥
　木が枯れる。树木枯萎
　花は水をやらないと枯れる。花不浇水就枯萎

発送する　はっそう　发送，寄送
緊張する　きんちょう

爽やか　【形2】さわやか②　清爽，爽快



まるで【副】　好像，就像
いかにも【副】　典型的；实在；的确

この頃　このごろ　最近，近来，最近时期
事務所探し　じむしょさがし　寻找事务所

名＋の／动（简体形）ようです
名　／动（简体形）みたいです
第44课学习了“～ようです”“～みたいです”表示推测的用法，除了
表示推测以外，这两个形式还可以用来表示比喻。

表示比喻时多与副词“まるで”呼应使用。
  ベッドの下に猫がいるようです。床下面好像有只猫
  これは柔らかくて、まるで本物の毛皮のようです。这个软软乎乎
的，好像真皮一样
  まるでヨーロッパの町並みを見ているようですね。真像看到了欧洲
的街道
  この野菜、まるで果物みたいですね。这种菜好像水果一样
  李さんは学生のようです。小李像学生一样
  牛肉を食べているようです。像在吃牛肉一样
  これはまるで本物のようです。这像真的一样

除了用于句尾以外，经常以“～ような／みたいな＋名词”或“～よう
に／みたいに＋动词／形容词”的形式来修饰名词、动词或形容词。
  まるでテレビのドラマのような出来事ですね。真好像是电视剧里发
生的事情一样
  鳥のように空を飛んでみたいなあ。我想像小鸟一样在天空飞翔
  先生みたいに上手に日本語が話せるようになりたいです。我想像老
师那样流利地说日语
  李さんのようなプレゼントが欲しいです。想要像小李一样的礼物
  李さんのような仕事をやりたいです。想做像小李一样的工作



名1＋らしい＋名2
第44课学习了“～らしい”表示推测的用法。“～らしい”还可以
用“名词 １＋らしい＋名词２”的形式，即接在“名词１”后表示“名
词２”具有“名词１”的典型特征。
这种情况下多与副词“いかにも”呼应使用。
  この着物はいかにも日本らしい柄ですね。这件和服的花纹是典型的
日本式
  今日は春らしい天気です。今天像是春天的天气
  ナンキン路はいかにもシャンハイらしい所ですよ。南京路是上海最
具代表性的地方

参考：如果“名词１”与“名词２”为同一个名词时，意思是“真正意
义上的～”“像样的～”。
  仕事らしい仕事はしたことがありません。我没干过像样的工作
  このごろ忙しくて、食事らしい食事をしていません。最近很忙，没
正经吃过一顿饭

名 [时间]までに
“時間＋まで”表示动作持续的最后时间，如“３時までレポートを書
きます（报告写到 3 点）”，意思是写的动作持续到３点。
而在形式上与此相似的“時間＋までに”，则表示某种事态发生或完成
的期间的终点，如“３時までにレポートを書きます（3 点以前完成报
告）”表示完成报告的截止时间是 3 点。

  明日の９時までにこの書類を完成させなければなりません。明天９
点之前必须完成这份工作
  今月の末までに、新しい家を見つけたいです。在月底之前我想找到
一处新房子
  来月の初めまでに事務所開設の準備を済ませたいです。下个月初之
前，要完成开设事务所的所有准备工作

名＋の＋間／間に
动（简体形）＋間／間に



“～間”表示某种行为或事态持续的时间段，如“学校が休みの間、ア
ルバイトをします（学校放假期间，我打工）”表示打工所持续的时间
段。
“～間”多与副词“ずっと”一起使用。
“～間に”表示某种行为或事态发生或完成的时间范围，如“学校が休
みの間に、アルバイトをします（学校放假期间，我想打工）”表
示“打工”这一行为将发生在假期内。

  学校が休みの間、アルバイトをするつもりなんだ。我打算在学校放
假的时候打工
  部屋の中を見ている間、ずっと外で車の音がしていましたよ。我们
在看房间里面的时候，外面一直是过车的噪音
  わたしが留学している間に、家の周りもずいぶん変わりました。我
留学期间，我家那一带发生了很大的变化
  子供が寝ている間に、部屋を掃除しました。趁孩子睡觉的时候，我
打扫了房间

名のような + 味／におい + がします
感觉到某种味道或气味时用“味／においがします（有味道／气
味）”。
  この牛乳、変な味がするけど、いつ買ったの？这牛奶有股怪味儿，
你什么时候买的？

在这种表达的基础上，前面再加上本课所学的表示比喻的“～ようで
す”，就成为“～のような味／においがします”的形式。
  この野菜、レモンのような味がしますね。这菜有股柠檬的味道
  このスープは、日本のみそ汁のようなにおいがします。这汤有股日
本酱汤的味儿

除了“味／におい”之外，表示听觉的，如“声／音”，表示感觉的，
如“感じ（感觉）”等也用“～がします”的形式，即“声／音／感じ
がします（有声音／感觉）”。
  外で子供の声がします。外面有孩子们的声音



  外でずっと車の音がしていましたよ。外面一直有汽车的声音
  ここには昔来たことがある感じがします。我觉得以前来过这里

注意：这里的“～します”绝对不能说成“～あります”即“✕におい
があります”“✕声があります”。
参考：另外，表示身体状况的词语也可以加在“がします”的前面使
用，如“頭痛がします（头疼）”“寒気がします（感到发冷）”。
  さっきから、ちょっと吐き気がするんです从刚才开始，觉得有点儿
恶心

表达及词语讲解：
１. 済ませたい
“済ませます”是他动词，意思是“结束某件事”。与此对应的自动词
是“済みます”，意思是“事情结束”。
  来月の初めまでには、事務所開設の準備を済ませたいです。
  下个月初之前，要完成开设事务所的所有准备工作

  事務所開設の準備が済みました。开设事务所的准备工作完成了
  外で食事を済ませました。我在外面吃完饭了
  食事はもう済みました。已经吃完饭了

２. ～んじゃないですか　[婉转陈述意见的表达②]
第43课学习了“～のではないのでしょうか”，这里的“～んじゃない
ですか”和“～のではないのでしょうか”意思基本相同，也是一种婉
转陈述意见的表达，不过其礼貌程度比“～のではないのでしょう
か”略低一些。
  ここ、いいんじゃないですか。这儿不错呀
  さっきのはもっと広かったんじゃないですか。刚才那家不是更大
吗？
  最近、あの人暇なんじゃないですか。我想最近他有空，你说呢？

３. いかにも
表示特别像某种样子或浓厚的具有某种性质，多与“～らしい”呼应使



用。“～らしい”有表示推测和表示典型性两种用法，与“いかに
も”呼应使用时，只能表示典型性。
  うちの子供は将来宇宙飛行士になりたいんだって。--いかにも子供
らしい夢ね。
  我的孩子说，将来想成为一名宇航员。--真是名副其实的孩子的理想
啊

  じゃあ、南京路に行きましょう。いかにも上海らしい所ですよ。
  那么，去南京路吧。那儿的确是上海最具代表性的地方

  眼鏡をかけているあの人は、いかにも大学の先生らしいです。
  戴眼镜的那个人真像大学老师

作业：
将下面的句子译成日语。
１）这个软软乎乎的，好像真皮一样。
２）这件和服的花纹是典型的日本式。
３）我留学期间，我家那一带发生了很大的变化。
答案：
１）これは柔らかくて、まるで本物の毛皮のようです。
２）この着物はいかにも日本らしい柄ですね。
３）わたしが留学している間に、家の周りもずいぶん変わりました。



笔记本： 标日学习

创建时间： 2017/10/12 15:14 更新时间： 2017/11/13 13:28

作者： Anson Ye

标签： し, ば...ほど

1.45 《少子化が進んで、日本の人口はだんだん減っていくでしょう》

少子化　しょうしか
人口　じんこう
平均年齢　へいきんねんれい

交通　こうつう
便　べん　方便，便利

アクセス　access　连接，衔接
リニアモーターカー　磁悬浮列车

市内　しない
田舎　いなか
中心地　ちゅうしんち
近代化　きんだいか
現代人　げんだいじん
時間帯　じかんたい　时间段
調子　ちょうし　情况，状况；势头
よさ　长处，好处
部屋代　へやだい　租金

森林　しんりん
地球　ちきゅう
平均気温　へいきんきおん
地球温暖化　ちきゅうおんだんか

冷凍食品　れいとうしょくひん

高齢者　こうれいしゃ
喫煙者　きつえんしゃ
旅行者　りょこうしゃ



利用者　りようしゃ

悩み　なやみ　烦恼

町並み　まちなみ　市容，街道；街景
売り上げ　うりあげ　销售额，营业额
憧れ　あこがれ　憧憬

進む　【自1】すすむ　加重，前进
磨く　【他1】みがく　擦，刷
　歯を磨く 刷牙
曇る　【自1】くもる　天阴

似る　【自2】にる　像，相似
　娘は母親によく似ている。女儿很象妈妈
　彼らは性格がよく似ている。他们性格很相似

ライトアップする light up 景观照明
普及する　ふきゅう
雨宿りする　あまやどり 避雨

ひどい【形1】残酷，过分；激烈
手軽　【形2】てがる 简便，简单，轻便
急速　【形2】きゅうそく 迅速，快速

以前　【副】いぜん
どんどん【副】连接不断地，接二连三的
ますます【副】越来越，更加
なんか【副】 有点，总觉得，有些，好像
年々　【副】ねんねん 逐年，每年

軽い物　かるいもの 清淡的或少量的食物

动て　いきます／きました[持续][变化]



在第39课学过“动词て形+いきます／きます”表示空间移动的用法，
今天主要学习其表示从基准时间观察的动作（一直持续或性质，状态）
的变化的用法。
动作的持续或性质，状态的变化在基准时间以前时用“～てきまし
た”，在基准时间以后时用“～ていきます”。

  少子化が進んで、日本の人口（じんこう）はだんだん減って（へ
る）いくでしょう。孩子减少现象日益加剧，日本的人口将会越来越少
吧
  最近、中国へ旅行に行く日本人が増えてきましたね。最近，到中国
旅行的日本人多起来了
  会社の売上が上がってきました。公司的营业额一直在上升
  休みの時間が減ってきました。休息的时间减少了
  頑張っていきます。一直努力下去
  進んでいきましょう。继续做下去
  これからもふえていくでしょう。以后会继续增加下去吧
  雨が降って来たので、服を入れてください。下雨了，把衣服收进来

动+てきました[出现]
除这外句型还有表示某种状态的开始或者出现，不过，只限于前面接动
词的非意志型。
  ずっと本を読んでいたので、目が疲れてきました。一直在看书，眼
睛累了
  お母さん、雨が降ってきたよ。妈妈，下起雨来了
  眠くなってきました。想睡觉了
  雪が降ってきました。下雪了
  コーヒーが出てきました。咖啡煮好了
  人が入ってきました。有人进来了

小句１し、小句２し、小句３
表示“并列的叙述几个事项”，し前面可以是简体型，也可以是敬体
型。另外，“小句1，小句2”的主语が多用も代替。



  休みだし、天気もいいし、どこかに出かけませんか。今天休息，天
气也不错，去哪儿玩儿玩儿吧？
  にぎやかだし、高いビルが多いし、なんか東京に似ていますね。又
繁华，高层建筑又多，总觉得有点儿像东京啊！
  李さんは頑張っているし、能力もあるし、いい人ですね。小李又努
力又有能力，是个好人
  牛丼は手軽だし、うまいし、よく食べます。牛肉饭又便宜又好吃，
我经常吃
  この辺は交通の便もいいし、家賃も安いし、住みやすい。这一带交
通又方便，房租又便宜，很适合居住
  仕事が大変ですし、給料も安いし、やめましょうか。工作又累工资
又低，辞了吧

动／形＋ば 动／形＋ほど +小句
表示：某性质的程度与其相关的动作，性质成正比关系。
  商品は安ければ安いほど売れるんでしょう？商品越便宜越好卖吧？
  住めば住むほど上海のよさが分かりますよ。越住越能体会到上海的
好
  結婚式のスピーチは、短ければ短いほどいいと言われていますね。
大家都说结婚典礼上的致辞越短越好
  頑張れば頑張るほど、成績がよくなります。越努力成绩越好
  食べれば食べるほどおいしいです。越吃越好吃
  声は高ければ高いほど、元気が出てきます。声音越大越能打起精神

*如果是形容词的话有两种接续：“词干+なら+词干+なほど”或
者“词干+であれば+词干+なほど”。
  静かなら静かなほど勉強にいいです。越安静越有利于学习
  静かであれば静かなほど勉強にいいです。越安静越有利于学习

で／へ／から／まで／と＋の　
接续：“の”后面接名词。
意义：译成汉语分别为“在…地方进行的”，"用...做的”，“给/寄往/
通向...的”“来自...的”，“同...进行的”等等。



例：
  ①職場でのつきあい。（在职场上的交往。）
  ②京都へのバス。（开往京都的巴士。）
  ③ふるさとからのあいさつ。（来自家乡的问候。）
  ④成功までの道。（通向成功的道路。）
  ⑤先生との交流。（和老师的交流。）



笔记本： 标日学习

创建时间： 2017/10/10 17:19 更新时间： 2017/11/13 13:29

作者： Anson Ye

标签： みたいだ, ようだ, らしい, 過ぎる

1.44 《玄関のところにだれかいるようです》

社員旅行　しゃいんりょこう
新入社員　しんにゅうしゃいん
会議場　かいぎじょう
国際会議　こくさいかいぎ
ビアガーデン
大型スーパー
湖　みずうみ
パトカー　police car
サイレン　siren 警笛
アニメ
パワー　power 能力，力量
心　こころ
態度　たいど
性格　せいかく
評判　ひょうばん　评价，评论
行列　ぎょうれつ
容器　ようき
内容　ないよう
乗り物　のりもの　交通工具

汗　あせ①
　冷や汗をかく。出冷汗

倍　ばい

縦　たて①
　縦に書く 竖着写

中国全土　ちゅうごくぜんど



長期予報　ちょうきよほう
笑い　わらい

暑さ　あつさ
美しさ　うつくしさ
面白さ　おもしろさ
大きさ　おおきさ
高さ　たかさ
深さ　ふかさ
長さ　ながさ
広さ　ひろさ
太さ　ふとさ
重さ　おもさ
厚さ　あつさ
速さ　はやさ
便利さ　べんりさ
複雑さ　ふくざつさ
美味しさ　おいしさ
重要さ　じゅうようさ
甘さ　あまさ

広がる　【自1】ひろがる　蔓延，拓宽
戻る　【自1】もどる②　返回
驚く　【自1】おどろく③　惊呀，吃惊

しゃれる【自2】别致，兴趣；打扮漂亮

実感する【他3】じっかん

深い　【形1】ふかい②　深的
おとなしい④　【形1】　温顺的，安详的，性格稳重的
恥ずかしい　【形1】はずかしい④　害羞的，难为情的
珍しい　【形1】めずらしい④　新奇，新颖；珍奇；罕见

豪華　【形2】ごうか①
好調　【形2】こうちょう　顺利，情况良好
控え目　【形2】ひかえめ　保守，客气，谨慎，节制。;少
好評　【形2】こうひょう



大事　【形2】だいじ　重要，宝贵

かなり①【副】相当
結構　【副】けっこう很，相当

おかげさまで【惯用句】 托您的福。
何と言っても　【副词】 なんといっても　不管怎说，毕竟，终究

小句(简体形)ようです
名+の+ようです
表示根据说话人感知的某种情况进行推测。
  ベッドの下に犬がいるようです。床下面好像有只狗
  部屋の外に人がいるようです。屋外好像有人
  玄関のところにだれかいるようです。门厅那里好像有人
  エンジンが故障したようです。好像是发动机出了故障
  あのテレビは壊れたようです。那个电视机好像坏了

前面接名词时，用“名词+の+ようです”的形式。
  遠くから何か飛んできます。飛行機のようですね。
  --そのようですね。
  什么东西从远处飞了过来，好像是飞机  --好像是

形一直接接续
  店の前には行例ができています。あの店の料理はおいしいようで
す。那个饭店前面排起了长队，看起来菜的味道不错

形二な接续
  先週行った公園は静かなようです。上周去的公司好像很安静

小句(简体形)みたいです
名+の+みたいです
形1形2+みたいです
与～ようです基本相同，表示根据说话人感知的某种情况进行推测。但



小句(简体形)みたいです。不能用于书面语。
  小野さんは森さんが好きみたいです。小野好像喜欢森先生
  雨が止んだ（やむ）みたいです。雨好像停了
  皆コートを着ています。外は寒いみたいです。大家都穿着外套，外
面好像很冷

  补充：
  ように・ような
  みたいに・みたいな
  な接名词
  に接动词
    李さんのようなプレゼントが欲しいです。
    李さんのみたいなプレゼントが欲しいです。喜欢小李那样的礼物
    鳥のように空で飛びたいです。我想像小鸟一样在天空中飞
    人がおおぜいです。何（なに）があったようです。好多人，好像有
什么事

小句（简体形）らしいです
らしいです可以表示根据观察到的情况进行推测，也可以用来婉转地叙
述听来的消息。
  今度の社員旅行は韓国へ行くらしいです。下次的全社旅行好像是去
韩国
  李さんは頭が痛いらしいです。小李好像头痛
  電気が消えているので。李さんは出かけたらしいです。灯关着，小
李好像出去了

  补充：
  ...らしい...  像...的...
    中国語らしい日本語です。像中文一样的日语
    今まで仕事らしい仕事したことがありません。到现在为止没有做过
像样的工作
    食事らしい食事を食べたことがありません。没有像样的吃过饭

动词、一类形、二类形+過ぎる



表示某种动作或事物的性质等超过了正常的量或程度。
  昼ご飯を食べ過ぎました。午饭吃多了
  このスープは熱すぎませんか。这汤是不是太烫了?
  食べ過ぎて、お腹が痛くなりました。吃过头了，肚子痛了
  今朝は寝過ぎて、会社に遅刻してしまいました。今早睡过头了，去
公司迟到了
  この服は高過ぎて、買いません。这件衣服太贵了，不买了
  暑過ぎて、エアコンをつけてもいいですか。太热了，能开空调吗
  暑過ぎて、エアコンをつけてもらっていいですか。太热了，能帮我
开下空调吗

作业：
将（）中的词语变成适当的形式完成会话。
【例】甲：あっ、あそこに立っているのは（佐藤さん—>佐藤さん
の）ようです。
　　　乙：そうですか。でも、佐藤さんはもっと背が高いと思います
が。
（１）甲：今年もボーナスは増えないでしょうね。
　　　乙：いや、それが（増えます—>）らしいですよ。
（２）甲：足が（痛いです—>）そうですね。
　　　乙：ええ、昨日山で少し（歩きます—>）過ぎます。
（３）甲：コピー機が（新しくなりました—>）らしいですね。
　　　乙：ええ、今度のは操作がすごく（簡単です—>）ようです。
答案：
（１）増える  （２）痛　　歩き  （３）新しくなった　　簡単な

表达及词语讲解：
１、試験に合格しました。
意思是“考试考中了”，这里的“に”表示“成功”或“失败”的对
象。

２、おかげさまで
用于对对方的关心，惦念表示感谢时，可以只用“おかげさまで”也可
以后续一些其他句子。



  風邪はいかがですか。
 ええ、おかげさまで、元気になりました。

３、何と言っても
表示从多种因素中着重选择一种。原意是“不管别人怎么说”。应用课
文中的“何と言ってもおいしさです”表示“不管怎么说首先是要好
喝”。
  ご主人のどこが好きですか。
  何と言っても、まじめで優しいところです。

作业：
将下面的句子翻译成日语。
（１）门厅那儿好像有人
（２）下次的全社旅行好像是去韩国。
（3）午饭吃多了。
答案：
（１）玄関のところにだれかいるようです。
（２）今度の社員旅行は韓国へ行くらしいです。
（３）昼ご飯を食べ過ぎました。
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1.43 《陳さんは息子をアメリカに留学させます》

お手伝い　おてつだい　帮忙，帮助
乗り換え　のりかえ　换车，换乘
考え　かんがえ　想法，思想
女性向け　じょせいむけ　女性专用
申し出　もうしで　申请，提议
感じ　かんじ　感觉
多く　おおく　多，多数
部下　ぶか
監督　かんとく　教练，领队
選手　せんしゅ　运动员，选手
消費者　しょうひしゃ
案内役　あんないやく　向导，导游
親　おや　双亲，父母

アルファベット　alphabet　英语字母
イメージ　image　形象，印象
インパクト　impact　冲击力，力量感
ガラス　glas　玻璃，玻璃杯

気分　きぶん　情绪，（身体）舒服（与否）
親近感　しんきんかん
品質　ひんしつ
物価　ぶっか
免税店　めんぜいてん
説明書　せつめいしょ
塾　じゅく
例文　れいぶん　例句



会場　かいじょう
設備　せつび
洗濯物　せんたくもの　洗的衣服
もの　东西，事物
字　じ
妻　つま
我々　われわれ　【代】我们

引っ張る　【他1】ひっぱる③　拉，拽

浮かぶ　【他1】うかぶ　想起，浮，浮现
　木の葉が水に浮かぶ。树叶在水上漂浮
　いい考えが浮かぶ。浮现出 （想出）一个好主意

使役形
使役的基本意义是：按照某人的命令或指示，另一个人去行动。
也可以用于表示强制、命令、指示、放任、允许等。对平辈或者晚辈使
用。

一类动词：把词尾从「う」段变成同行的「あ」段加「せる」
例：読む―＞読ませる；行く―＞行かせる；買う―＞買わせる
　　笑う―＞笑わせる；喜ぶ―＞喜ばせる

二类动词：去「る」加「させる」。
例：食べる―＞食べさせる；開ける―＞開けさせる

三类动词：来る―＞来（こ）させる
三类动词：する―＞させる；留学する―＞留学させる

发起者 は 执行者 を 自动词 させる
  母は子供を庭で遊ばせます。妈妈让孩子在庭院里玩
  先生は学生（がくせい）を休ませません。老师不让学生休息



发起者 は 执行者 に 名词 を 他动词 させる
  先生は学生に単語（たんご）を覚えさせます。老师让学生背单词
  李さんは私に日本語で手紙を読ませます。小李让我用日语读信
  部長は私に日本語でレポートを書かせます。部长让我用日语写报告

动词－させてください
请求别人允许自己做某事。
需要特别强调说话人时可以说「わたしに」「わたしを」，一般则把说
话人省去。
  申し訳ありませんが、今日は少し早く帰らせてください。对不起，
今天请允许我早一点回去
  ぜひ、この仕事を私にやらせてください。请一定让我来做这件事
  このパソコンを使わせてください。这台电脑请让我使用

动词ます形去ます + やすい／にくい
表示事物的某种性质。
动词－やすい 表示事物有“易于…”的倾向；动词－にくい 表示事物
有“难于…”的倾向。
  このペンはとても書きやすい。这支笔很好写
  この町は物価も安く、人も親切で住みやすいところです。这个城市
物价不高，人也热情，是个容易生活的地
  あの人の話は発音が不明瞭「ふめいりょう」でわかりにくい。那个
人的发音不清楚，很难懂
  人前ではちょっと話しにくい内容なのです。这是在人前很难启齿的
话
  この文章は分かりにくいです。这文章很难理解
  運動している人は太れにくいです。运动的人不容易胖
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1.42 《テレビをつけたまま、出かけてしまいました》

責任者　せきにんしゃ③　负责人
同僚　どうりょう　同事
観客　かんきゃく　观众
空腹　くうふく

換気　かんき
　窓をあけて換気をする。打开窗户换换空气

留守　るす①　看门；不在家
　家を留守にする。家里没有人

講堂　こうどう　礼堂，大厅
昼間　ひるま　白天
日程　にってい
次回　じかい①

目覚まし　めざまし②　叫醒；闹钟
アラーム　alarm 闹钟

企画案　きかくあん④
お返事　おへんじ　回信
行先　いきさき　去的地方；目的地

預かる　【他1】あずかる③　保管，收存
気づく　【自1】きづく②　发觉，发现
冷やす　【他1】ひやす②　冰镇，冷却
思い出す　【他1】おもいだす④



告げる　【他2】つげる③　说，告诉
冷える　【自2】ひえる②　变冷，感觉凉
信じる　【他2】しんじる③　相信，信任
折れる　【自2】おれる②　折，断；拐弯

出勤する　【自】しゅっきん　上班
セットする　【他】セット　set　设定，设置
検討する　【他】けんとう　讨论

正しい　【形1】ただしい③　正确，对

当然　【形2】とうぜん　当然，应当
確か　【形2】 たしか①　确实，确切；大概
丈夫　【形2】 じょうぶ　牢固，结实
早速　【形2】【副】 さっそく　迅速，火速 ；立刻，马上

直接　【副】ちょくせつ
きっと【副】一定

だって【连】可是，但是

るすにします　无人在家

小句１（动词 た 形／ない 形）まま小句２
名　　　　　＋の＋まま小句　
表示将理应改变的状态保持着去进行另外的动作。
“まま”前为肯定形式时用“动词 た 形＋まま”，“まま”前为否定
形式时用“动词 ない 形＋まま”。

  テレビをつけたまま、出かけてしまいました。（开着电视就出门
了。）
  李さんはコートを着たまま、ベッドで寝てしまいました。（小李穿



着外套就躺在床上睡了。）
  馬さんは行き先を告げないまま、家を出てしまいました。（小马没
有说去哪里就离开了家。）

前接名词时，用“名词＋の＋まま”的形式
  わたしたちは空腹のまま、出発しました。（我们空着肚子就出发
了。）

注意：“まま”前不能用敬体形。
  ✕ テレビをつけましたまま、でかけてしまいました。

小句１（简体形） のに、小句２
表示在“小句 1”的情况下发生的“小句 2”的情况不符合常识常理。
如果“小句 1”为二类形容词小句和名词小句时，要用“二类形容词／
名词＋な＋のに”的形式。

  目覚ましをかけておいたのに、今朝は起きられませんでした。（尽
管上了闹钟，今天早上还是没起来。）
  今日はこんなに寒いのに、森さんは寒くないと言いました。（今天
尽管很冷，森先生却说不冷。）
  この家は駅から近くて便利なのに、買う人がいません。（这个房子
离车站近而方便，却没有人购买。）
  田中さんは作家なのに、読書が嫌いです。（田中先生尽管是作家却
讨厌读书。）
  森さんは昨日病気だったのに、出勤しました。（森先生昨天生着病
却去上班了。）

注意：“のに”前一般不用敬体形。
  ✕ 電源を入れましたのに、動きませんでした。。

“〜が”、“〜けど”的意思与“〜のに”相近，但其前后的两个小句
独立性强，因此“小句１”句尾可以使用“〜です”“〜ます”“〜で
しょう”等形式，并且“小句２”可以为命令句。与此相反，“〜の



に”前后的两个小句独立性弱，因此“小句１”句尾不可以使用“〜で
す”“〜ます”“〜でしょう”等形式，并且“小句２”也不可以是祈
使、请求的句式。

  ❍ 寒いですが、換気のために窓を開けてください。（虽然寒冷，不
过为了换换空气，请打开窗户。）
  ✕ 寒いのに、換気のために窓を開けてください。

小句（简体形） はずです
表示根据某种理由做出某种推断。用于对所推测的内容非常有把握的情
况。
小句为二类形容词小句和名词小句时，分别使用“二类形容词＋な＋は
ずです”“名词＋の＋はずです”的形式。

  会議は５時までですから、もうすぐ終わるはずです。（会议５点钟
结束，应该快完了。）
  この映画は人気がありますから、観客は多いはずです。（这部电影
很受欢迎，看的人应该很多。）
  キムさんはこの大学の学生のはずです。（金女士应该是这所大学的
学生。）

由于“〜はずです”表示的是根据某种理由做出的判断，因此既可以用
于说话人自身经历过但记忆已经不十分准确，也可以用于实际情况与自
己的考虑不一致。
  たしか、書類は机の上に置いたはずです。（我记得文件应该是放在
桌子上了。）
  清水さんはまだ来ていませんが、今日は来るはずです。（清水先生
还没有来，不过今天应该会来。）

小句（简体形） はずがありません
“〜はずがありません”是“〜はずです”的否定形式，表示根据某种
理由做出某种否定性的推断，也可以说成“〜はずはないです”。
小句为二类形容词小句和名词小句时把其简体形的“た”换成“であ



る”，使用“二类形容词／名词＋である＋はずがありません”的形
式。

  張さんは入院中ですから、旅行に行くはずがありません。（小张在
住院，不可能去旅行。）〔听到了小张去旅行的传言〕
  ７月のオーストラリアは冬ですから、暑いはずがありません。（7
月的澳大利亚正好是冬季，不可能热。）〔被问到 7 月的澳大利亚是否
热〕
  太田さん、遅いですね。
   ーーええ。でも、太田さんは責任者ですから、遅れるはずはないん
ですが…。（太田先生真够晚的。——是啊。太田先生是负责人，不应
该迟到呀…）
  森さんはスキーがあんなに上手ですから、初心者であるはずがあり
ません。（森先生的滑雪技术那么好，不可能是初学者。）〔森先生自
称是初学者，但实际水平很高〕

作业：
在（　）填入“のに”或“ので”完成句子。
【例】夏休みな（ので）、学校へ行かなくていいです。
　　　夏休みな（のに）、毎日学校へ行きます。
（１）ここは禁煙な（　）、タバコを吸うことができません。
　　　ここは禁煙な（　）、タバコを吸っている人がいます。
（２）外がうるさい（　）、全然起きないでずっと寝ています。
　　　外がうるさい（　）、窓を閉めます。
（３）まじめに働くと言った（　）、雇いました。
　　　まじめに働くと言った（　）、すぐ辞めました。
答案：
（１）ので、のに  （２）のに、ので  （３）ので、のに

表达及词语讲解：

１. 目覚ましをかけます
“目覚まし”是“目覚まし時計（闹钟）”的省略说法。设定时间一般



说“目覚ましをかけます（上闹钟）”。
也可以说“目覚ましをセットします（上闹钟）”“アラームをセット
します（上闹钟）”。

２. おととい送ったんですものね
句尾形式“～ですもの”表示原因、理由。
一般用于关系密切的人之间。与“～ですから”相比，“～ですも
の”语气较弱。
主要用于表示与说话人本身相关的理由。
因此常常具有一种申明自己的行为是正当的语感。使用者多为女性。

应用课文中，小李认为自己一方确实已经寄出了文件，对方不可能没有
收到，因此使用了“おととい送ったんですものね（前天寄出去的
嘛）”。
◆ 〔田中（甲）跟女同事（乙）说话〕
　甲：今月から給料が上がったそうですね。（听说从这个月开始涨工
资了呀。）
　乙：こんなにたくさん仕事しているんですもの。当然でしょう。
（工作量这么大，当然（应该涨）啦！）

小孩子和部分女性使用“～ですもの”的简体形式“～だもの”时，常
发音为“～だもん”。与“～ですもの”“～だもの”相比，“～だも
ん”有一种撒娇的语感。
◆ 〔母亲（甲）问孩子（乙）〕
　甲：どうして宿題しないの？（为什么不做作业？）
　乙：学校にノートを忘れちゃったんだもん。（把作业本忘在学校了
嘛。）

３. せっかく～のに
第３９课学习了“せっかく（特意）”，本课学习其与“のに”呼应使
用的形式“せっかく～のに”。
“せっかく～のに”表示对自己或对方的付出没有得到相应的回报或没
有收到预期的效果而表示惋惜、遗憾的心情。



◆　せっかくアメリカに留学したのに、英語が上手になりませんでし
た。（煞费苦心去了美国留学，英语却没能学好。）
◆　せっかく教えてあげたのに、彼は全部忘れてしまいました。（特
意教了他，他却忘得一干二净。）
◆　せっかく来てくれたのに、留守にしてすみませんでした。（您特
意来一趟，我却不在，实在抱歉。）

４. こちらこそ
第１课学习了当对方说“どうぞよろしくお願いします（请多关
照）”时，应该紧跟着回应“こちらこそ”的说法。
应用课文中，太田向森道歉说“すみませんでした”之后，森回答
说“いえ、こちらこそ”。
这里的“いえ”是针对对方的道歉而说的，表示“不值得道歉”。
“こちらこそ”后面省略了“すみませんでした”，是就自己事先没有
联系好就贸然前去拜访表示歉意。

◆ 〔路上擦身而过碰着了肩〕
　あっ、すみません。（哎呀，对不起。）
　——いえ、こちらこそ。（哪里，是我不好。）

５. 早速（さっそく）
表示迅速进行某种行为的情况。
“すぐ”也具有相近的语义，但与“すぐ”相比，“早速”倾向于表示
说话人或听话人积极主动地开始行动，而不能用于客观描写。
应用课文中，太田说“早速、企画案を検討してみます（马上组织讨论
策划方案）”，给人一种态度积极，热情向上的感觉。

另外，“早速”在书信里有一种习惯用法，这时候的“早速”不能
用“すぐ”来代替。
◆　早速のお返事、どうもありがとうございました。（你这么快就给
我回信了，非常感谢。）
◆　早速ですが、次回会議の日程をお知らせします。（现在请允许我



通知您下一次会议的日程。）
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1.41 《李さんは部長にほめられました》

小鳥　ことり
万博　ばんぱく
遺跡　いせき
上司　じょうし

すり①　小偷
　泥棒　どろぼう

世代　せだい
市場　しじょう
調査　ちょうさ
出荷　しゅっか　上市，运出货物
成長　せいちょう
嵐　あらし
ダイナマイト　dynamite　炸药
ネーミング　名称，命名，取名
コストダウン　cost down　降低成本
低価格　ていかかく　低价
牛肉　ぎゅうにく

一昨年　いっさくねん　前年（书面写法）
　おととし（口语写法）

今後　こんご　今后
すべて【名・副】 　全部

びしょぬれ　落汤鸡，湿透，淋湿
　びしょぬれになった。淋了个透



魅力　みりょく　吸引力，魅力
汚職事件　おしょく　じけん　贪污事件
市場調査　しじょう　ちょうさ
交通事情　こうつう　じじょう　交通状况
合弁会社　ごうべん　がいしゃ　合资公司

叱る　【他1】しかる①　训，责备，斥责
噛む　【他1】かむ①　咬，嚼
誘う　【他1】さそう　邀请，约请
巻き込む　【他1】まきこむ③　卷入，卷进
至る　【自1】いたる②　到达，达到
見つかる　【自1】みつかる　找到，发现
　気に入った品が見つからない。找不到喜欢的东西

踏む　【他1】ふむ　踩，踏
　私は毎日、バスの中で足を踏まれっています。我每天在公交上被人
踩脚

図る　【他1】はかる②　谋求；考虑
見込む　【他1】みこむ②　预料，估计
　ドル高を見込んで外貨（がいか）預金（よきん）をする。预料到美
元升值而储备外币

盗む　　【他1】ぬすむ　盗取，偷盗
起こす　【他1】おこす②　叫醒，唤醒

褒める　【他２】ほめる②　表扬，赞扬
求める　【他２】もとめる③　要求；追求，寻求
いじめる【他２】欺负，虐待
ぶつける【他２】碰上，撞上；扔，投，掷

発見する　【他】はっけん
辞職する　【他】 じしょく



創立する　【他】 そうりつ　成立，创立
依頼する　【他】 いらい　委托，请求
発売する　【他】 はつばい　上市，发售，出售
開発する　【他】 かいはつ
製造する　【他】 せいぞう
管理する　【他】 かんり
実現する　【自他】 じつげん　实现
洗練する　【他】 せんれん　精炼，洗练
放送する　【他】 ほうそう　广播，播送
生産する　【他】 せいさん
翻訳する　【他】 ほんやく　翻译，笔译
発明する　【他】 はつめい

幅広い　【形1】はばひろい④　大幅（度），广泛
大幅　【形2】おおはば　大量
大量　【形2】たいりょう　大量

最も　【副】もっとも　最

参りました　まいりました　真糟糕，真倒霉

被动形

意义：表示做主语的人或事物承受某种动作或影响的表达方式。

动词变形：
一类动词（五段动词）：动词（ない形） + れる
二类动词（一段动词）：去掉词尾 る + られる
三类动词（サ变カ变）：する―される；来る―来（こ）られる

注意：和可能态一样，所有被动形式的动词，变形后都是二类动词（一
段动词）



举例：書く　－　書かれる　　急ぐ　－　急がれる　　死ぬ　－　死
なれる
　　　読む　－　読まれる　　遊ぶ　－　遊ばれる　　売る　－　売
られる
　　　買う　－　買われる　　待つ　－　待たれる　　話す　－　話
される
　　　食べる　－　食べられる　　立てる　－　立てられる
　　　発表する　－　発表される　来る　－　来られる

名は(名に)动（ら）れます
表示被动时，动作对象做主语，而动作主体用助词“に”表示。
  部長は李さんを褒めました（ほめる）。部长表杨小李了
  李さんは部長に褒められました。小李受到了部长的表杨

  森さんは小野さんに食事に誘われました。森先生被小野邀请去吃饭
了
  李さんは部長にほめられませんでした。小李没有被部长表杨
 
  私は部長に叱られました（しかる）。我被部长训了
  昨夜（ゆうべ）私は李さんに食事に誘われました（さそう）。昨晚
小李邀请我吃饭

名は名に名を动（ら）れます
物主做被动句主语，一般表示该中物的拥有者受到了某种麻烦或损失。
  森さんは馬さんのカメラを壊しました（こわす）。森先生把小马的
照相机弄坏了
  馬さんは森さんにカメラを壊されました。小马让森先生把照相机给
弄坏了

  李さんは昨日犬に手をかまれました。小李昨天被狗咬了手
  森さんは田中さんに本を汚されました。森先生让田中先生把书给弄
脏了



  私は泥棒に鞄を盗まれました（ぬすむ）。我的包被小偷偷了
  昨日私は犬に手を噛まれました（かむ）。昨天我的手被狗咬了
  私は子供に新しい服を汚されました（よごす）。我的新衣服被小孩
弄脏了

名は名に动（ら）れます
表示被害的被动句。
  小鳥が逃げ（にげる）ました。小鸟飞走了
  陳さんは小鳥に逃げられました。老陈的小鸟飞走了
  張さんは隣の人に夜遅く（よるおそく）まで騒がれました（さわ
ぐ）。邻居吵到很晚，小张(休息)受到了影响
  食事中，隣の人にタバコを吸われました。吃饭的时假，旁边有人抽
烟（我非常不愉快）

  昨夜友達に来られて、全然寝られませんでした。昨晚朋友来了，完
全没有睡
  （可能朋友来了我要去帮他们做做饭啦准备准备啦所以没有睡觉）
  李さんは犬に逃げられました。小李的狗逃掉了
  雨に降られて、濡れました（ぬれる）。下雨了，淋湿了
  李さんに休まれて、とても忙しいです。小李请假了，非常忙
  昨夜子供に泣かれて、全然寝られませんでした。昨晚小孩哭，完全
没睡
  たくさん社員は辞められて、困っています。大量的员工辞职了，非
常困扰
  電車に遅れられて（おくれる）、遅刻しています。电车来晚了，迟
到了

  友達に待たれて、申し訳ございません。让朋友等了，非常过意不去
  （让自己过意不去了也能算是一种间接受害）

名が/は动（ら）れます
事物做主语的被动句，主体一般是不确定的群体。
  ２０１０年の万博は上海で行われました。2010年的世博会在上海举



办
  駅前に高いビルが建てられます。车站附近建起了高楼

名は名によって动（ら）れます
事物做主语的被动句，主体是特定的。
  この車は日本の有名なデザインナーによって設計（せっけい）され
ました。这款车是由日本著名设计师设计的
  この本は山田先生によって書かれました。这本书是由山田先生所著

表达及词语讲解：

１、～とも
接在数量词后，表示该数量的全部。数量词一般在１０以内。超过10就
只要加も，基本课文C中的“２日とも”的意思是“两天都～”。
▲ ２日とも雨に降られて、大変でしたよ。（两天都下雨，糟透了。）
▲ 社員は３人いますが、今は３人とも出かけています。（工作人员共
有3个人，现在3个人都外出了。）

２、いやあ～
主要为男性使用。用于感到不好意思或情绪激动等。
▲ いやあ、参りましたよ。タクシーで帰ってきたんですが、渋滞に巻
き込まれて。（哎呀！真倒霉！我坐出租车回来的，路上给堵住了。）
▲ いやあ、小野さん、久しぶり。（哎呀，小野女士！好久不见。）

３、参りました（まいりました）
用于遇到困难或麻烦而感到苦恼。应用课文中，表示堵车后森十分疲惫
而苦恼的心情。
▲ 事故でもあったのかな、次の電車、なかなか来ないけど。
　　－－－ええ、参りましたね、会議が始まってしまいますね。（是
不是出了什么事故了？下一班电车还不来啊！--是啊，真糟糕！会议要
开了。）
▲ 参りましたよ。雨に降られて、びしょねれです。（真糟糕！被雨淋
成个落汤鸡了。）



４、巻き込まれて
“巻き込まれます”表示说话人被卷进某种不好的事情当中而受到了影
响。动词“巻き込む”多以这种被动形式使用。应用课文中指受到堵车
的影响。而“巻き込まれて”前面的消极事态用助词“に”表示。
▲ パリ行きの飛行機は大きな嵐に巻き込まれてしまいました。（飞往
巴黎的飞机被卷入了剧烈的暴风雨中。）
▲ あの会社の課長は汚職事件に巻き込まれて、辞職したそうです。
（据说那家公司的科长因卷入贪污事件而引咎辞职。）

５、外来词的造句方式及其使用效果
日 语中的外来词一部分是把外语中的词汇变成日语词。如“インク　
ink”“コンピュータ　computer”。对日本人来说，这样的外来词有
一种轻松、含 蓄、新颖的语感，因此能把说话人的意图有效地传达给对
方。另外，外来词由于用片假名书写，适当地夹杂在汉字和平假名书写
的文章中，能给人一种耳目一新的新 的印象。



笔记本： 标日学习

创建时间： 2017/9/14 13:14 更新时间： 2017/11/10 12:50

作者： Anson Ye

标签： ところ, ばかり, 出す, 始める, 続ける, 終わる

1.40 《これから友達と食事に行くところです》

モノレール　Monorail　单轨列车
オイル　oil　油，润滑油
ダンス　dance
時代　じだい
役者　やくしゃ　演员
娘　むすめ
子犬　こいぬ
劇場　げきじょう
試写会　ししゃかい　试映会
耳　みみ
奥　おく　里头，内部；深处
先日　せんじつ　前几天，前些天
コピー機　き　复印机

券　けん
最終便　さいしゅうびん　最晚航班
入場券　にゅうじょうけん
招待券　しょうたいけん
回数券　かいすうけん

向かう　【自动1】 むかう　往~去
そろえる③【他动2】 备齐，凑齐；使一致
漏れる　【自动2】もれる②　漏，泄露
　水が漏れる。漏水

もとめる③【他动2】　汇集；总结，整理



開通する　【自他】 かいつう
改築する　【他】 かいちく
　家を改築する。重建房子

完成する　【自他】 かんせい　完成，落成，竣工
　新校舎（こうしゃ）が完成した。新校舍已经落成

入社する　【自】 にゅうしゃ

お待たせしました　请您久等了

动  ところです
表示动作处于某种阶段。

（１）动（基本型） ところです（表示动作即将进行）
  これから友達と食事に行くところです 。我正要和朋友一起去吃饭
  これから出かけるところです。接下来正准备出门
  これから起きるところです。正准备起床
  これから会社へ行くところです。正准备去公司

（２）动+ ているところです （表示动作持续）
  本を読んでいるところです。正在看书
  交通事故について調べて（しらべる）いるところです。关于交通事
故，正在调查中

（３）动+ たところです　　（表示动作或事件刚刚结束)
经常与这两个副一块使用：
さっき【副】 刚刚（几分钟前）
たった今【副】 刚刚（几秒钟前）

  さっき、家に帰ったところです。刚刚到家
  さっき、出かけった（でかける）ところです。刚刚出门



  たった今、起きたところです。刚起床
  日本に着いた（つく） ところです。刚刚到日本

补充：
  ところに用法，ところへ也行，へ和に可以互换
    ご飯を食べるところに、友達は来ました。正要吃饭时朋友来了
    家を出ったところに，雨が降りました。刚离开家的时候下雨了
    こっそりしてトイレでタバコを吸って（すう）いるところに、先生
に見つかりました（みつかる） 。在厕所吸烟的时候被老师发现了

  ところを用法
  ところを和ところに的用法的意思都差不多，但ところを后面接这几
个词比较多：
    見つかる　【自动1】みつかる
    捕まる　【自动1】つかまる
    襲う　【他动1】 おそう

动た ばかりです
动作或事情刚刚结束，与“动 たところです”用法基本相同。
  このモノレールは去年開通したばかりです。（这条单轨铁路是去年
刚开通的。)
  私は先月中国に着たばかりです。我上个月刚来中国
  この本は昨日読んだばかりです。这本书我昨天刚看完
  私は月曜日日本へ帰ったばかりです。我周一刚回日本
  私は去年学校を卒業したばかりです。我去年才刚从学校毕业的

ばかり后面可以加です、也就是说可以把它当成一个名字来理解
  これは先月買ったばかりの本です。这是上个月刚买的书
  私は去年日本語を勉強したばかりなので、あまり上手ではありませ
ん。因为我去年才刚学的日语，还不擅长

注意：“～たばかりです”可以表示动作行为结束后经过了较长时间的
事态，



　　　“～たところです”一般用于表示动作行为结束后经过的时间极
短的事态。

补充：
动词原形 + ばかりです
表示朝着这个动作一直发展，一般都是不太好的发展
  課長の病気は悪くなるばかりです。课长的病一直在恶化
  近年（きんねん）日本の物価（ぶっか）は上がる（あがる）ばかり
です。近年日本的物价一直在上涨
  李さんの成績（せいせき）は悪くなるばかりです。小李的成绩一直
在变差

动词原形 + ばかりに...　导至...（不好的结果）
  あまり勉強しなかったばかりに、試験（しけん）が合格（ごうか
く）できませんでした。没怎么学习导到了考试没及格
  李さんは手術（しゅじゅつ）したばかりに、病気はひどく（ひど
い）なりました。小李因为手术，导至病变得更严重了

     （第三十六课语法）
     名词 + ばかり
     表示“只...”，“总是..."
       何で野菜ばかり食べているんですか。 你为什么只吃蔬菜
       今、ダイエット中なんです。 现在在减肥中
       林さんはカラオケで古い歌ばかり歌います。 小林去卡拉OK只唱
老歌
       彼はいつも文句ばかり言っている。他总是发牢骚
       うちの子は漫画ばかり読んでいる。我们家孩子总是看漫画
     动词 + て ばかり いる
     表示“都...”，“总是...”
       張さんは毎日お酒を飲んでばかりいます 。小张每天都喝酒
       森さんはいつも失敗してばかりいます 。小森总是失败
       あの子供は泣いて（なく）ばかりいます。那个小孩总是哭
       最近課長は怒て（おこる）ばかりいます。最近课长总是发怒



       最近家にいってばかりいます。最近总是呆在家

动ます去ます  始めます／出します
　　　　　始める（はじめる）／ 出す（だす）
表示动作或变化的开始。接续方式：动词ます型
区别：～始めま：一般用于表示动作,变化开始。
　　　～出します：偏重于表示突然出现了某种情况。
  この本は昨日読み始めたばかりです。这本书我昨天刚开始看
  雨が降り始めました。开始下雨了
  雨が降り出しましたから、早く帰りましょう。 因为突然下雨了，快
点回去吧
  彼が急に怒り出してびっくりしました。他突然发起火了，把人吓一
跳
  李さんは急に（きゅうに）泣き（なく）出しました。小李突然哭了

动ます去ます  続けます
　　　　　　続ける（つづける）
表示动作或状态不间断的持续。 接续方式：动词ます型。
  3時間歩き続けました。持续步行了3个小时
  昨日3時間も勉強し続けました。昨天学习了3个小时（数量和时间后
面加个も就能表示强调很多）
  昨夜（ゆうべ）八時間寝続けました。昨晚晚了8小时
  車のオイルが漏れ続けています。汽车的油一下在漏着

动ます去ます  終わります
　　　　　　終わる（おわる）
表示动作或行为的结束，用于该动作行为具有一定的量，而且即将结
束。接续方式：动词ます型。
  その本を読み終わりました。那本书看完了
  私は母が買った果物を食べ終わりました。我把妈妈买的水果吃完了
  先週もらった薬はもう飲み終わりました。上周拿到的药已经吃完了

变化后本身也是个动词，可以各种变化和接续



  先週卒業論文を書き終わったばかりです。上周刚刚才把毕业论文写
完
  この本を読み終わったばかりです。这本书我刚读完
  私は仕事をやり（やる）終わったばかりです。我刚把工作做完

作业：
在（）中填入一个平假名，完成句子。
【例】健康（の）ために、タバコ（を）やめました。

（１）壁（）カレンダー（　）掛けてあります。
（２）日本へ帰って（　）、中国語の勉強（）続けてください。
（３）荷物を運ぶ（　）に便利です。
（４）今日は特に道（　）込んでいますね。
（５）入り口のところ（　）李さんが立っているの（）見えますか。
（６）小野さんは一人（　）着物が着られますか。
（７）社長が来なけれ（　）、出発できません。

答案：

（１）に  が  （２）も  を  （３）の  （４）が  （５）に  が （６）
で （７）ば

表达及词语讲解：

１、お待たせしました。
お待たせしました（让你久等了）－－让别人等待后用语。
约会迟到时一般用：お待たせして、すみません。应用课文中的すみま
せん。お待たせして。是倒装形式。

森　：すみません。お待たせして。（对不起,让你们久等了)
小野：いいえ、私たちもちょうと前に着いたところです。（没关系，
我们也刚到)



（点菜后）
店員：お待たせしました。どうぞ。（让你久等了，请慢用)

２、チケット　と　券
チケット是外来词，现在用得较多。
券呢，多用来构成复合词，如：入場券等。

３、まだ耳の奥に音楽が残っています。(耳边还回响着音乐)
在日语中“耳边”不能说“耳のそば”。
正确的说法是：耳の奥。

作业：
将下面的句子翻译成日语。
（１）森先生正在整理会议资料。
（２）小李，这本书看完了吗？
——没有，昨天才开始看。

答案：
（１）森さんは会議の資料をそろえているところです。
（２）李さん、この本はもう読み終わりましたか。
——いいえ、昨日読み始めたばかりです。



笔记本： 标日学习
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1.39 《眼鏡をかけて本を読みます》

村　むら
稲　いね
霧　きり
門　もん
舞台　ぶたい
屋根　やね　屋顶，房顶
瑠璃瓦　るりがわら
黄色　きいろ
空　そら　天空
バック　back　背景
貸し切り　かしきり　包租
一般　いっぱん
祖母　そぼ
音楽会　おんがくかい
ジャズ　jazz
野外コンサート　やが　露天音乐会
円高　えんだか　日元升值
　円安　えんやす　日元贬值

輸出　ゆしゅつ　出口，输出
影響　えいきょう
資源　しげん
気温　きおん
沖　おき　海上，海心
海外　かいがい
クジラ



サメ
ユーフォー ＵFO

昔　むかし　以前
別名　べつめい
方　ほう　方面
道路工事　どうろこうじ
通勤ラッシュ　つうき　上下班高峰
通行禁止　つうこうきんし
遠く　とおく　远处，远方

見渡す　【他1】みわたす　眺望，远跳
続く　【自1】つづく　继续，持续
無くなる　【自1】なくなる　完，丢失
育つ　【自1】そだつ②　生长，成长

増える　【自2】ふえる②　增加，增多
連れる　【自2】つれる　带，领

欠席する　【自】けっせき　缺席
輸入する　【他】ゆにゅう　进口，输入

せっかく【副】　好（不）容易，特意
絶対　【副】ぜったい　绝对，一定
そうそう【叹】　是的是的

~リットル　~公升

小句1 て ＋ 小句2
小句1 ないで ＋ 小句2
表示进行“小句 2”的动作主体处于“小句 1”的状态时，“小句
1”句尾使用“动词 て 形”或“动词 ない 形＋で”。



  眼鏡をかけて本を読みます。戴着眼镜看书
  手を挙げて横断歩道を渡ります。举着手过人行横道
  今日は傘を持たないで出かけました。今天没有带伞就出门了
  李さんは傘を持って出かけました。小李带着伞出去了
  雨が降っているのに、李さんは傘を持たないで出かけました。下着
雨小李没带伞就出去了
  復習（ふくしゅう）しないで試験（しけん）に参加（さんか）しま
した。没有复习就去参加考试了
  砂糖を入れないでコピーを飲みました。不放砂糖就喝了咖啡
  明日原稿（げんこう）を読まないでスピーチをするつもりです。明
天我打算不看原稿演讲

“〜ないで”也可以说成“〜ずに”，“〜ずに”是古日语的残留形
式，多用于书面语。
  今日は傘を持たずに出かけました。（今天没有带伞就出门了。）

以前我们曾经学过“〜て”的 ① 表示动作相继发生；② 表示并列；③
表示原因、理由等连接动词的3种用法。在这些用法中，“〜て”前后
的主语可以不一致。然而，本课学习的表示动作主体状况的“〜て”，
其前后的主语必须一致。
 春が過ぎて、夏が来ました。（春天过去，夏天来了。）[动作相继发
生]
 李さんが来てくれて、わたしはうれしかったです。（小李来了，我非
常高兴。）[原因]

小句1（简体形）ために、小句2　②　[原因、理由]
名 ＋の＋ために、小句　　②　[原因、理由]
表示“小句 1”是“小句 2”的原因、理由。
“小句 1”表示的是非意志性的事态或状态。
“小句 1”为二类形容词小句时使用“二类形容词＋な＋ために”的形
式。
多用于书面语或比较郑重的场合。
  事故があったために、電車が遅れたん（おくれる）です。（由于发



生事故，电车晚点了。）
  明日マラソン大会があるために、この道路は通行禁止になります。
（明天有马拉松大会，所以这条路禁止通行。）
  この村は交通が不便なために、住んでいる人が少ないです。（这个
村子因为交通不便，居住的人很少。）
  会議があるために六時に出かけました。（因为有个会议，六点就出
门了）

前接名词时，用“名词＋の＋ために”的形式。
  道路工事（こうじ）のために、道がとても込んで（こむ）います。
（因为施工，道路非常拥堵。）

与“〜から”　“〜ので”　“〜て”相比，“〜ために”更多的用于
表示不情愿的事情的原因。
  ❍　部長になったから、給料が増えました。（因为单个部长所以工
资增加了。）
  ❍　部長になったので、給料が増えました。（因为单个部长所以工
资增加了。）
  ❍　部長になって、給料が増えました。（因为单个部长所以工资增
加了。）
  ✕　部長になったために、給料が増えました。

另外，“〜から”　“〜ので／んで”和“〜て”可以用来结句，
而“〜ために”没有这种用法。
  —　遅かったね。（你来晚了。）
  —　❍　うん、事故があったから。（嗯，出事故了。）
  　　❍　うん、事故があったんで。（嗯，出事故了。）
　  　❍　うん、事故があって。（嗯，出事故了。）
　  　✕　うん、事故があったために。

参考：第34课学习了“〜ために”表示目的的用法，表示目的时，“た
めに”前面为意志性动词的基本形，而且“小句 1”和“小句 2”的动
作主体相同。



  海外旅行をするために、貯金しています。（为了去海外旅游，一直
在攒钱。）

动 ていきます／きます
  行く　いく　いきます
  来る　くる　きます
“动词 て 形＋いきまう／きます”的形式有下面几种情况。

时间或空间的由近到远或由远到近。

时间上：
  これから毎日日本語を一時間勉強していきます。从现在开始每天学
习一小时日语
  毎日辛くて（つらい）暮らして（くらす）きました。每天艰辛的活
到现在
  こらから幸せに暮らしていってください。今后请幸福的活下去
空间上：
  李さんは歩いてきました。小李走过来了
  小鳥は飛んできました。小鸟向我飞来了
  小鳥は飛んでいきました。小鸟飞走了
  
  切符を買っていきます。去买票（不回来）
  切符を買ってきます。去买票（回来）
  切符を買ってきますから、ここで待って（まつ）ください。去买个
票就回，请在这等一下
  トイレへいってきます。我去下厕所就回来
  映画を見いてきます。我去看个电影就回来
  バスは走ってきました。BUS来了
  バスは走っていきました。BUS开走了

（1）“〜ていきます／きます”表示以说话人为起点的移动的方向
接在“帰ります”　“歩きます”　“走ります”　“泳ぎま
す”　“飛びます”　“乗ります”等表示移动的动词后面，“〜てい



きます”表示由近及远的移动，“〜てきます”表示由远及近的移动。
  李さんは急いで帰っていきました。（小李急急忙忙的回去了。）
  ずいぶんたくさん人が乗ってきましたね。（上来这么多人啊！）

（2）“〜ていきます／きます”表示一种独立的动作
　　　——“て”前面的动词也表示一种独立的动作
“〜ていきます／きますて”接在一部分动词后面时表示一种独立的动
作。“动词 て 形＋いきます／きます”分别表示两个相继发生的动
作。
  去年、日本で歌舞伎を見てきました。（去年，在日本看了歌舞
伎。）
  疲れているんでしょう？ちょっと休んでいきなさい。（累了吧？歇
会儿再走吧。）

（3）“〜ていきます／きます”表示一种独立的动作
　　　——“て”前面的动词表示动作主体的状况
“〜ていきます／きます”接在一部分动词后面时表示一种独立的动
作。“〜て”前面的动词表示“いきます／きます”的动作主体的状
况。这里的“〜て”即是本课“语法解释 1”里的“〜て”。
  子供を病院に連れて行きます。（带孩子去医院。）
  明日お弁当を持ってきてください。（明天请带盒饭来。）

（4）“〜てきます”表示循环性的动作
在口语中，“〜てきます”常常用于描述说话人或其他人去了一个地
方，然后又回到原来的场所的情况。
  ちょっと手紙を出してきます。（我去奇封信就回来。）
  ちょっと手を洗ってきます。ここで待っていてください。（我去洗
洗手就来。情在这里等我。）

作业：

将（　）中的词语变成适当的形式完成句子。
【例】そのニュースを（聞きます——聞いて）、びっくりしました。



（1）携帯電話で（話します——）ながら歩かないでください。
（2）寒いので、コートを（着ます——）出かけます。
（3）お弁当を（買います——）帰って、家で食べました。
（4）（飲みます——）だら乗るな。（乗ります——）なら飲むな。
（5）つまらない本です。——じゃあ、（読みません——）ことにし
ます。
（6）明日、ピクニッケに（行けません——）かもしれません。
（7）この薬を（飲みます——）ば、すぐ治りますよ。
（8）午前中に予約を（します——）こようと思います。

答案：

（1）話し （2）着て （3）買って （4）飲ん、乗る （5）読まない
（6）行けない （7）飲め （8）して

表达及词语讲解：

も　[超出预想]
助词“も”有时可用来表示数量比事先预想的或应有的多时的心情。应
用课文中在“２度（两次）”后面加“も”表示说话人觉得因为发生火
灾而烧过两次实在太多了。
  天安門は、火事のために２度も焼けたことがあるんですよ。（天安
门因为火灾烧毁过两次。）
  今日は３リットルも水を飲みました。（今天喝了足有 3 升水。）

遠く
第３１课学习了一类形容词词尾“い”变成“く”后可以用作副词，不
过“遠く”“近く”属例外。它们一般不用来修饰动词，而是用作名
词，分别表示“远处”“近处”的意思。
  今朝は霧がかかっているために、遠くまで見えないと思いますが。
（今天早上有雾，我想可能看不远。）
  近くに銀行はありませんか。（附近有银行吗？）



絶対
“絶対”既可以修饰否定的内容，也可以修饰肯定的内容。应用课文中
的“絶対来たい”里的“絶対”是用来修饰肯定的内容的。有时后面
加“に”成“絶対に”，但意思不变。
  わたしは映画を見て、絶対来たいと思っていたんです。（我就是看
了电影，才想一定来这儿看看的。）
  森さん、約束の時間は７時です。絶対に遅れないでくださいね。
（森先生，约好的时间是 7 点。请千万别迟到呀！）

せっかく
“せっかく～”译成汉语为“特意”“好不容易”等，其含义是对某种
行为或事态的价值应充分利用。应用课文中表示既然来了北京就应该充
分利用在北京逗留的时间参观一些地方。

“せっかく”一般用来修饰动词，但也有用在“です”前面的情况，
如“せっかくですから”“せっかくですが...”。当别人劝说自己做某
事时，接受其好意时用“せっかくですから”，拒绝时则用“せっかく
ですが...”。
  せっかく北京来て、ここを見ないで帰ることはできませんよ。（好
容易来到北京，不看看这儿是不能回去的。）
  コーヒー入れましたから、どうぞ。
  ーーせっかくですが、時間がないので、失礼します。（咖啡冲好
了，请。——谢谢，不过我没时间了，这就告辞了。）

作业：
将下面的句子译成日语。
（１）森先生带伞了吗？——没有。没带（就出去了）。
（２）因为（道路）施工，道路非常拥堵。
（３）去年，在日本看了歌舞伎。

答案：
（１）森さんは傘を持っていきましたか。
　　　ーーいいえ、持たないで出かけました。



（２）道路工事のために、道が込んでいます。
（３）去年、日本で歌舞伎を見てきました。



笔记本： 标日学习

创建时间： 2017/9/6 13:20 更新时间： 2017/10/12 15:49

作者： Anson Ye

标签： ように, ようにする, ようになる, 可能形

1.38 《戴さんは英語が話せます》

商品　しょうひん
ごみ箱　ごみばこ
コップ
ペットボトル
エンジン
タイヤ
路地　ろじ
日本食　にほんしょく
刺身　さしみ
棚　たな
畳　たたみ
着物　きもの
具合　ぐあい
平仮名　ひらがな

赤ちゃん　あかちゃん
半分　はんぶん　一半
最終　さいしゅう
試合　しあい
英字新聞　えいじ　しんぶん
衛星放送　えいせい　ほうそう
ストレス　stress
伝統的　【形2】でんとうてき

入り組む　【自1】 いりくむ③　错综复杂
　入り組んだ町並み（まちなみ）。 错综复杂的街道



減る　【自1】 へる　减少
　体重が３キロ減った。体重减了３公斤。

動かす　【他2】うごかす③　开动，移动，摇动
　机を動かす。搬动桌子

勝つ　【自1】 かつ①　取胜，获胜
　試合に勝つ。比赛获胜

通り抜ける　【自2】とおりぬける⑤　走得出去，穿过，通过
　 この路地は通り抜けられません。这条胡同穿不过去

感じる　【自2】かんじる
　冷たく感じる。觉得冷
　痛みを感じる。感到疼

取り替える　【他2】 とりかえる　更换，交换
　自動車の部品を取り替える。更换汽车的部件
　古い机を新しいものと取り替える。将旧桌子换成新的

徹夜する　【自】てつや　通宵，彻夜
　大みそかに徹夜する。大年三十晚上整夜不睡
　徹夜で勉強する。彻夜用功

火傷する　【自】やけど　烫伤，烧伤
　火傷しないように気をつけてください。注意别烫着了

なんだか【副】 　总觉得，总有点

この辺　このへん　这一带，这附近，这儿

急いで　いそいで　急急忙忙地，匆忙地
　急いで歩く。疾走



　急いで書く。快写
　急いで食べる。快吃
　急いでやってくれ。/快干

可能形
一类动词：基本形的最后一个音变成其え段上的音，再加上る。
如：かく——かける　　いそぐ——いそげる　　とぶ——とべる

二类动词：把基本形的る变成られる。
如：食べる——食べられる　　寝る——寝られる　着る——着られる

三类动词：
くる——こられる
する——できる

看一下下面的这个表格。第一行是“一类动词”，第二行是“二类动
词”，第三行是“三类动词”；

可能形式 可能形式 可能形式 可能形式

基本形 ない形 た形 なかった形

書ける 書けない 書けた 書けなかった

食べられる 食べられない 食べられた 食べられなか
った

来られる 来られない 来られた 来られなかっ
た

注意：用“～ことができます”时动词前面的助词不发生变化，但使用
可能形式时，动词前面的助词を变成が；
李さんは日本語を話すことができます。



李さんは日本語が話せます。

小句（基本／ない形） ように、小句
“ように”表示“为了使某种状态成立”的意思。
  よく見えるように、大きく書きました。（为了让人看得清楚，把字
写得大大的。）
  風邪を引かないように、気をつけています。（为了不感冒，一直注
意身体。）
  会議に間に合えるように、タクシーで会社へ行きました。
  お年寄りが使えるように、携帯（けいたい）電話が簡単（かんた
ん）になりました。
  転べないように、ゆっくり歩いて（あるく）ください。
  いつでも出かけるように、準備しています。

区别：
ように、ために，二者都表示“为……／为了……”，但其用法不同；
（1）ように前面一般是非意志性的变化或状态。动词一般为，可能形
态的基本形/ない型；
ために表示意志性动作的目的，因为通常接动词的基本形；
（2）ように前面的主语可以与后面的句子主语不一致.而ために前后句
子的主语必须一致。

前面控制不了的动作ように
前面控制得了的动作ために

小句（基本形/ない形） ようになります
表示能力，状态，习惯等变成了某种状态。
接续：非意志性动词的基本形／ない形；意志性动词的可能形式的基本
形／ない形
  けがが治って（なおる）、歩ける（あるく）ようになりました。
（伤已经痊愈，能够走路了。）
  平仮名を間違えない（まちがう）ようになりました。（已经不会搞



错平假名了。）
  私はピアノ弾ける（ひく）ようになりました。
  今私は日本語で手紙を書けるようになりました。
  私は刺身を食べられるようになしました。
  五十音図（ごじゅうおんず）を間違えないようになりました。

小句（基本形／ない形） ようにします
表示努力使某种行为，状况变成现实。
接续：一般接意志性动词的基本形／ない形
表示平时留心做某种已经成为习惯的行为时，常用“～ようにしていま
す”。
  陳さんは毎日、英字新聞を読むようにしています。（小陈坚持每天
看英语报纸。）
  毎朝、七時に起きるようにしています。（每天早上坚持7点钟起
床。）
  毎日仕事が終わてから、公園で散歩するようにしました。
  毎日起きてから、コーヒーを飲むようにしています。

总结：
1.「...ように」为了...
よく見えるように、大きく書きました。（为了能让人看得清楚，把字
写得大大的。）

2.「...ようになります」表示某种能力（状况，习惯）变成了某种状态
けがが治って、歩けるようになりました。（伤已痊愈，能够走路
了。）

3.「....ようにします」表示努力使某种行为（状态）变为现实
毎朝、七時に起きるようにしています。（每天早上坚持7点起床）

作业：
仿照例句，用其正确形式填（　　）内容
例：英語が（話します——話せます）



1．日本の新聞が（読みます——） 　
2．五百メートル（泳ぎます——）
3．歩いて（行きます——）　
4．写真が（撮ります——）
5．一人で着物が（着ます——）



笔记本： 标日学习

创建时间： 2017/9/1 14:57 更新时间： 2017/10/12 15:50

作者： Anson Ye

标签： でも, とか, なら, ば型, 假定形, 列举

1.37 《優勝すれば、オリンピックに出場することができます》

用事　ようじ
大会　たいかい
規模　きぼ
計画　けいかく
規則　きそく
費用　ひよう
塩　しお
メダル　medal
ソフト　software
川　かわ
鉄道　てつどう
全長　ぜんちょう
番号　ばんごう
単位　たんい
小さじ　こさじ
ボリューム　volume
直通列車　ちょくつう　れっしゃ
世界遺産　せかい　いさん
観光スポット　かんこう

超える　【他2】 こえる　超过
　能力（のうりょく）の限界（げんかい）を超える。超出能力所及
　危険（きけん）水位（すいい）を超える。超过危险水位

出場する　【他】しゅつじょう　参加，出场
　オリンピックに出場する。参加奥运会



つまみ食いする　【他】つまみぐい　偷吃
　公金（こうきん）を摘まみ食いする。吞没公款

換算する　【他】かんさん
　日本円を人民元に換算する。把日元换算成人民币

復習する　【他】ふくしゅう
成功する　【他】せいこう

弱い　【形1】よわい　弱，脆弱，柔弱
厳しい　【形1】きびしい　严厉，严格
贅沢　【形2】ぜいたく　奢望，奢侈，过分

こっそり【副】　偷偷地，悄悄地
　こっそりと近づく　悄悄地靠近

さすが【副】 　不愧是，果然
実際に【副】 　じっさいに　实地，实际上

~ちょっと
~以上　いじょう

「ば」型
表示假定条件，分为动词的「ば」型和形容词「ば」型；
变化规则：

五段动词 (１类动词）：把基本型的最后一个音变成相应的「え」段上
的音，再加上「ば」；
一段动词（２类动词）：把基本型的「る」变成「れば」；
カ变／サ变动词（３类动词）：把「くる」→「くれば」；「する」
→「すれば」。



类型 　　　　基本形 　　　　ば 形
五段动词（１类动词）
書く　　　 かく 　　　　    かけば
急ぐ 　　　いそぐ 　　　　いそげば
飛ぶ 　　　とぶ 　　　　　とべば
読む 　　　よむ　　　　　 よめば
死ぬ 　　　しぬ 　　　　　しねば
待つ 　　　まつ 　　　　　まてば
売る 　　　うる 　　　　　うれば
買う 　　　かう　　　　　 かえば
話す　　　 はなす　　　　 はなせば

一段动词（２类动词）
食べる 　　たべる　　　たべれば
見る 　　　みる 　　　　みれば
寝る 　　　ねる　　　　 ねれば

カ 变 / サ 变动词（３类动词)
来る　　　くる 　　　 くれば
する 　　　する　　　 すれば

形容词也有 ば 形，它的变化规则是：将形容词尾的 い 变为 ければ；
ない——なければ
楽しい——楽しければ

小句１ば、 小句２
表示小句２ 成立必须满足小句１的事态产生条件。
使用 “～ば ” 的句子，原则上句尾不能使用表示意志，希望命令， 请
求的表达方式。
不过，如果“小句１”的谓语为状态性谓语或者“小句１” 与 “ 小句
２” 的主语不同时，则不受上述条件限制。
  この大会（たいかい）で優勝（ゆうしょう）すれば、オリンピック
に出場（しゅつじょう）することができます。



  李さんに聞けば、分かりますよ。
  部屋がもう少し、広ければいいのですが。
  雨が降らなければ、ハイキングに行きましょう。
  雨が降れば、どこも行きたくないです。
  分かれなければ、私に相談してください。

（一）可以表示恒常条件。
这个时候可以和「と」互换。
恒常条件就是指只要具备了某种条件，就必然会产生某种结果。
即条件和结果的依存关系是恒定不变的。

例：春になると、花が咲く。一到春天，花就开。
　　春になれば、花が咲く。到了春天，花就开。

但是 「と」比「ば」更具有现代感，「ば」显得比较老旧。

（二）表示假设条件。
前项是假设的、尚未发生或实现的。后项是表示在这种假设条件下将会
产生的相应结果。
「ば」最适合用在表示谈话的焦点在前项和表示为了实现后项结果，需
要前项的最低限度条件。
例：
  A：どうすればこの料理を作れるんですか。（怎么才能做这道菜呢？
重点在前部分，怎么做。）
  B：この本に書いてあるとおりにすれば作れます。（照这本书上写的
做就能做。能做的最低限度是“照着书做”）

同样注意：「ば」表示假设条件时，原则上有句末限制。不可以接续意
志、命令、劝诱、请求、允许、愿望等主观意愿的表现形式。
例：
  テレビが始まれば見てください。　×

但是如果前项是状态性谓语（如形容词、状态动词、“名词+だ”等作



谓语）或前后项的主体不同时，无句末条件限制。
例：
  暑ければ、クーラーを入れてください。（如果热的话，请你开冷
气。前面是形容词。）
  行きたければ、どこへでも行きなさい。（如果想去的话，你哪儿都
可以去。前面是形容词词性的たい。） 
  詳しいことが分かれば、すぐ知らせいたします。（如果知道详情，
我会马上告诉你的。分かる状态性动词。）

小句１（简体形）なら、 小句 2
用于根据对方的言谈或交谈时的现场情况来陈述自己的意见或想法，以
及向对方提出要求或忠告，“小句２”为判断，命令，提议等表示说话
者主观立场的内容。
“小句１”为形容动词和名词时要在词干后加上 なら。
  天安門にいくなら、地下鉄が便利ですよ。（如果去天安门，坐地铁
很方便。）
  －今日は忙しいんですが。
  －忙しいなら、いかなくてもいいですよ。 ( 忙的话不去也行 )
  今夜、もし暇（ひま）なら、一緒に食事に行きませんか。
  －会議の資料はどこですか。
  －昨日のは知りませんが、今朝の会議の資料なら、机の上に置いて
おきました。
  彼が犯人でないなら、すぐ釈放（しゃくほう）してください。

（一） 表示假设条件。
「なら」的前项是说话人自己的假设，后项是根据这个进行的种种判
断，因此 「なら」后面可以接判断、命令提议等内容。
例：
  雨が降るならやめるはずだ。下雨的话就应当停止。
  こちらが東なら、そちらは南です。要是这边是东的话，那么那边就
是南。

（二）「なら」的典型用法。



接过对方的话题，后像是说话人对这一话题的判断、意见、建议和评
价。后项无句末限制，可以接判断、命令提议等内容。
例：
  A：電気製品を買いたいのですが。（我想买电器制品。）
  B：電気製品を買うなら、秋葉原の店が安いですよ。（要是买电器制
品的话，秋叶原的商店便宜。）
  A：そろそろ駅に行く時間ですか。（该是去车站的时间吧？）
  B：時間なら心配要りません。まだ間に合います。（要是说时间，不
用担心。还来得及。）

名词 でも 示例
用于举出几个选项中有代表性的一项，一般不用于表示过去时态的句
子。
  映画でも見に行きませんか。（去看电影怎么样？）
  運動でもしたらどうですか。（运动运动怎么样？）
  コーヒーでも飲みませんか。（喝点咖啡什么的怎么样？）
  ×　私は昨日喫茶店でコーヒーでも飲みました。

 名１ とか　 名２ とか
小句１ とか 小句２ とか
用于列举同样性质的例子。
  パーティーで、戴さんとか楊さんとか、いろいろな人に会いまし
た。（联欢会上，碰到了小戴，小杨等许多人。）
  コートとか靴とか、たくさん買いました。（买了外套 ，鞋等好多东
西。）
  先週は野菜とか果物とか、いろいろなものを買いました。
  海外旅行とか新し車を買うとか、いろんなことがしたいです。（海
外旅行啦，买新车啦，很多想做的事情）
  毎晩ご飯を作るとか服を洗う（あらう）とか、とても疲れました。
（每晚做饭洗衣服，非常累）

「とか～とか」和 「～や～など」的区别。
  ① 「とか～とか」可以连接小句和名词。「～や～など」只能连接名



词。
  ② 「とか～とか」只用于口语。「～や～など」口语和书面语都可以
使用。

作业：
１.将下列单词/短语 变假定ば型
（１）ゆうしょうする— —
（２） しゅつじょうする— —
（３）しゃくほうする— —　
（４）電気をつける— —
（５） うれしい — —
（６）めずらしい— —

答案：
ゆうしょうする ——優勝すれば
しゅつじょうする ——出場すれば
しゃくほうする ——釈放すれば
電気をつける    ——電気を付ければ
うれしい　　　——うれしければ
めずらしい　   ——珍しければ

表达及词语讲解：

１、条件表达方式小结

第31课学习了“～と”，第35课学习了“～たら”，本课学习了“～
ば”和“～なら”。在此我们将这些表达方式归纳、比较如下：

（１）“～たら”和“～ば”表示“如果”“要是”之类的假定条件
时，多用“～たら”或“～ば”。
“～たら”的使用条件没有限制，而“～ば”则不同。用“～ば”时，
当前面的小句表示动作或变化时，后面的小句则不能是“～たいで
す”“てください”等表示意志、请求的形式。



 ▲○ 雨が降ったら、窓を閉めてください。（要是下雨，请关窗户。）
　Ⅹ 雨が降れば、窓を閉めてください。

另外，当“～たら”后面的小句是过去形式时，表示发现了某种情况，
但“～ば”没有这种用法。
 ▲○ 窓を開けたら、富士山が見えました。（打开窗户，看到了富士
山。 ）
　Ⅹ 窓を開ければ、富士山が見えました。

小句为二类形容词小句和名词小句时，把其简体形“～だ”换成“～な
ら”。
 ▲ 明日晴れなら、わたしも行きます。（如果明天是晴天，我也
去。）

（２）～と。“と”用于前项一旦成立，后项就必然成为现实的复句
里。在这种复句里使用“～たら”也不算错，但是不够自然。
另外，“～と”的后面不能使用表示意志或请求的表达方式。

 ○ スイッチを押すと、電気がつきます。（一按开关灯就亮了。）
 △ スイッチを押したら、電気がつきます。（按了开关，灯就亮了。）
 ○ スイッチを押したら、すぐ部屋を出てください。（按了开关，请马
上离开房间。）
 Ⅹ スイッチを押すと、すぐ部屋を出てください。

此外，和“～たら”一样，“～と”也可以用于表示发现了某种情况，
这时后面句子的句尾使用过去形式。
 ○ 窓を開けると、富士山が見えました。（一打开窗户，就看到了富士
山。）

（３）～なら。“～なら”多用于以对方的某种意志或愿望为前提而提
出某种建议。
这种用法“～たら”“～ば”“～と”都不具备。



▲ 新鮮な魚を買いたんですが。（我想买新鲜的鱼……）
 ○ 魚を買うなら、駅前のスーパーがいいですよ。（买鱼的话，车站附
近的超市很好。）
 Ⅹ 魚を買ったら、駅前のスーパーがいいですよ。
 Ⅹ 魚を買うと、駅前のスーパーがいいですよ。
 Ⅹ 魚を買えば、駅前のスーパーがいいですよ。

不过如果前项不是交谈对方的意志或愿望，而只是其某种兴趣或嗜好
时，则“～なら”和“～たら”可以通用。
「看见朋友不吃蔬菜」
 ○ 野菜が嫌いなら、食べなくてもいいですよ。（不喜欢吃蔬菜的话，
不吃也可以。）
 ○ 野菜が嫌いだったら、食べなくてもいいですよ。（如果不喜欢吃蔬
菜，不吃也可以。）
 Ⅹ 野菜が嫌いだと、食べなくてもいいですよ。

２、買っちゃった

基本课文Ｄ中的“ちゃった”是第３３课学过的“～てしまった”的口
语形式，其语义与“てしまった”基本相同，但令人不愉快的语气
比“～てしまった”弱。
 ▲ 見ちゃった。今、こっそりつまみ食いしたでしょう。（看见了。
（你）刚才偷吃零食了吧？）
 ▲ あっ、財布を忘れちゃった。（啊！忘带钱包了。）

３、２時間ちょっとですね

意思是“两小时多一点儿”。“～ちょっと”常用于口语，除了可以接
在时间词后面之外，还可以接在各种数量词后面。
 ▲ 給料は１か月２５万円ちょっとです。（工资是每月25万日元多一
点儿。）
 ▲ 塩は小さじ２杯ちょっと入れます。（盐要加两小匙多一点儿。）



４、さすが
表示受到高度评价的人或物名符其实，确实如别人所评价的那样。
 ▲ さすが「世界遺産」です。（不愧是“世界遗产”。）
 ▲ 東大合格ですか。さすが加藤さんの息子さんですね。（考上了东
大呀？不愧是加藤先生的公子。）
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1.36 《遅くなって、すみません》

最初　さいしょ　开始的时候，最初
　そのことは最初から知っていた。那件事我从最初就知道了

出身　しゅっしん　出生地
工場　こうじょう③
煙突　えんとつ　烟囱
フライパン　frypan　平底锅
卵焼き　たまごやき　煎鸡蛋
グラウンド　ground　操场，运动场
屋上　おくじょう　屋顶上，屋顶
　屋上庭園（ていえん）
凧　たこ　风筝
タープ　磁带
読書　どくしょ
申請　しんせい
関西弁　かんさいべん　关西方言
日常会話　にちじょうかいわ
日本文化　にほんぶんか
生産コスト　せいさん　生产成本
交通事故　こうつうじこ
ご主人　ごしゅじん　您丈夫，您先生
量り売り　はかりうり　称斤卖，论重量卖
笑い声　わらいごえ　笑声

持ち歩く　【他动1】もちあるく②　携带，拿着走
　母からもらったお守り（おまもり）はいつも持ち歩く。妈妈给我的
护身符一直随身携带



騒ぐ　【自动1】さわぐ②　吵嚷，吵闹

繰り返す　【他动1】くりかえす　反复
　繰り返して言う。反复地说

間に合う　【自动1】まにあう③　来得及，赶得上
鳴く　【自动1】なく　叫，鸣，啼
眠る　【自动1】ねむる　睡觉
　すやすやと眠る。睡得香甜

鳴る　【自动1】なる　鸣响，响起
　雷が鳴る。雷鸣

喜ぶ　【自动1】よろこぶ③　喜悦，高兴
　喜んでそういたします。很高兴那样做

役立つ　【自动1】やくだつ③　有用，有益
　研究に役立つ資料。对研究有用的资料

雇う　【他动1】やとう②　雇佣，租用
　彼を当校の教師に雇う。聘他当本校教师
　船を雇う。租船

泣く　【自动1】なく
振る　【他动1】ふる　挥动，摆动
　手を振る　挥手

見える　【自动2】みえる②　映入眼帘，看得见；能够看到；好像
是，看起来是，似乎是；
　山が見える　看得见山

聞こえる　【自动2】きこえる③　听得见，能听见，听到，听得到，



能听到。;听起来觉得……，听来似乎是……;闻名，出名，著名

通じる　【自动2】つうじる①　通过，相通
　電話が通じる。通电话
　海岸に通じる道。通到海岸的道路

揚げる　【自动2】あげる　放，扬起
　花火を揚げる。放焰火

慣れる　【自动2】なれる②　习惯
　パン食に慣れる。习惯吃面包
　田舎の風習に慣れる。适应乡下的习惯

濡れる　【自动2】 ぬれる　淋湿，打湿
　雨に濡れる。被雨淋湿

焼ける　【自动2】やける　着火，燃烧

下げる　【他动2】さげる②　降低，下降
　家賃を下げる。降低房租

失敗する　【自】しっぱい

苦労する　【自】くろう①　辛苦；艰苦；担心；操心；操劳；烦恼
　金で苦労する　为钱操心

びっくりする③　吃惊，吓一跳
出席する　しゅっせき

悲しい　【形1】 かなしい　悲痛的，伤心的，悲伤的，可悲的，悲哀
的
本当　【形2】 ほんと　真正；实在，的确；本来
　人の言うことを本当にする。把别人说的当真



とにかく①【副】特别是，总之
まだまだ①【副】 还，仍，尚未
べらべら①【副】 流利地
ワンワン①【副】 （狗）汪汪
ザーザー【副】 （雨）哗啦哗啦
すやすや①【副】 香甜地，安静地
　赤ちゃんがすやすや眠っている。婴儿睡得很安稳（香甜）

くねくね①【副】 弯曲，弯弯曲曲
　山道がくねくねしている。山路弯弯曲曲

メキシコ　墨西哥

斤　きん

小句１て / で 小句２
表示：原因 、理由 ；即小句 1 是小句 2 的原因、理由。
注意：小句 2 不能为祈使句。
  遅くなって、すみません。我迟到了，抱歉
  最初は言葉が通じなくて 、こまりました。开始的时候语言不通，非
常困难
  時間がなくて、朝ご飯を食べませんでした。没时间了，没吃早饭
  ニュースを聞いて、びっくりした。听到新闻吓了一跳
  恋人にずっと会うことができなくて，悲しいです。一直不能和恋人
见面，很悲伤
  漢字が分からなくて、とても困っています。不懂汉字非常困惑
  雨に濡れて、風邪を引いてしまいました。淋雨了感冒了
  森さんは頭が痛くて 、会社を休みました。森先生头疼，休息了
  説明が上手で 、よく分かりました。解释的很好，我完全清楚了
  父は大阪の出身で 、いつも関西弁で話します。我父亲生在大阪，所
以总说关西话



  外が真っ黒で怖かった。外面一片漆黑很可怕
  珍しい人から手紙をもらって、嬉しかった。一个很少给我写信的人
写来信，我特别高兴
  頭が痛くて、休みたいです。头痛想请假
  説明が上手（じょうず）で、よく分かりました。说明的非常好，非
常明白了
  日本で日本語が分からなくて、困っています。在日本不会说日语，
有点困难

名词 に
表示用途时，名词用来说明具体的用途，に 后面一般接「使います」。
  この写真は何に使いますか。这张照片做什么用 ?
  パスポートの申請に使います 。申请护照时用
 
表示基准时， に前面的名词是基准，后面一般是表示评价的形容词。
  スーパーが近いので、このマンションは買い物に便利です 。离超市
很近，这个公寓出去购物非常方便。
  この本は、 大人に は易しいです。しかし、子供には難しいです。这
本书对大人来说很容易，可是对孩子来说太难了

动词 のに ( 基准、用途 )
这个语法点和上面的一样，只不过名词用 に，动词要用其原形 + の
に。

 基准
  このマンションは買い物するのに便利です。这个公寓出去购物非常
方便

 用途
  この写真はパスポートを申請（しんせい）する のに使います。这张
照片申请护照时用
  このフライパンは卵焼きを作る のに使います。这个平底锅是煎鸡蛋
用的



  このものは何に使いますか。这个东西是做什么用的？
  このノートは作文を書くのに使います。这个笔记本是用来写作文的

逆接
  李さんは知っているのに，教えてくれません。　小李明明知道却不
告诉我
  この携帯はそんなにやすいのに，妻は欲しくないです。这个手机这
么的便宜，老婆不想要
  雨が降るのに、李さんは傘を持たないて会社へ行きました。明明下
着雨，小李没带伞就去公司了

形1 のに
  こんなに暑いのに、田中さんは暑くないと言います。这么的
热，田中先生说不热
  こんなに安いのに、買う人がいません。这么便宜，没有人买
  この問題はこんない易いのに、どうしてできませんか。为什么
这个问题明明这么容易却不不会呢
形2 なのに
  この問題はこんない簡単なのに、どうしてできませんか。为什
么这个问题明明这么简单却不不会呢

名词 + ばかり
表示“只...”，“总是..."
  何で野菜ばかり食べているんですか。 你为什么只吃蔬菜
  今、ダイエット中なんです。 现在在减肥中
  林さんはカラオケで古い歌ばかり歌います。 小林去卡拉OK只唱老歌
  彼はいつも文句ばかり言っている。他总是发牢骚
  うちの子は漫画ばかり読んでいる。我们家孩子总是看漫画

动词 + て ばかり いる
表示“都...”，“总是...”
  張さんは毎日お酒を飲んでばかりいます 。小张每天都喝酒



  森さんはいつも失敗してばかりいます 。小森总是失败
  あの子供は泣いて（なく）ばかりいます。那个小孩总是哭
  最近課長は怒て（おこる）ばかりいます。最近课长总是发怒
  最近家にいってばかりいます。最近总是呆在家

动词 + た ばかり
 表示“刚刚...”
  来た（きた）ばかり 刚来

同样和が、を一起使用时，可以省略が、を。

  食べたばかり 刚吃完饭
  食べてばかり 一个劲儿吃

注意：
 「 ばかり」「だけ」 都是表示限定的，他们有什么区别呢？
 １.だけ 可以用来限定数字， ばかり 不能；用 ばかり 接数字在语法上
没错 ，但是意义就变了，而不表示限定了。
  如：
   三つだけ食べました。只吃了 3 个。
   三つばかり食べました。另外吃了三个。
 ２.だけ 可以与否定呼应，ばかり 不能
 ３.だけ 只表示没有例外，ばかり 可以表示反复进行的动作。
 另外，ばかり 有不太理想的含义。

名词 が＋見えます / 聞こえます
小句 ( 动词简体形 / 形容词 / 形容动词 + な ) + のが＋見えます / 聞
こえます
  空港の入り口に 警官 (けいかん) が立っているのが見えます。 可以
看到一名警察站在机场的入口处
 －隣の部屋で子供たちが 騒 ( さわ ) いでいるのが聞こえますか。 能
听到孩子们正在旁边的房间里玩吗？
 －はい、聞こえます。



  彼が車に乗ったが見えました 。

形容词+の，形容动词+な+の，可以作为小句的谓语
  日本語が面白いのがよくわかった。很清楚得知道日语很有趣
  この辺りが便利なのがわかった。知道了这附近很方便

とにかく
“有很多，总之最，就是”的意思。
例：
  とにかく最初は言葉ガ通じなくて，とても困りました。（特别是一
开始时语言不通，非常困难。）
  間に合うかどうか分かりませんガ，とにかく行きましょう。（来得
来不及不知道，去了再说吧。）

作业：
将（　）中的词语变成“～て”“～で”“～から”的形式，完成句
子。
【例】手紙を（読みます—>読んで）、びっくりしました。
（１）（遅くなります—>　）、すみません。
（２）（寒いです—>　）窓を開けないで。
（３）私の犬が（交通事故です—>　）、死にました。
（４）（危ないです—>　）、やめなさい。
（５）（熱いです—>　）頭が痛いです。

答案：
（１）遅くなって　（２）寒い（です）から　（３）交通事故で　
（４）危ないから　（５）熱くて
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1.35 《明日雨が降ったら、マラソン大会は中止です 》

マラソン大会　たいかい
ホームパーティー
ゴーカート　玩具车
テレビゲーム
中止　ちゅうし
表現　ひょうげん　表达，表现
反対　はんたい
営業　えいぎょう　营业
在庫　ざいこ　库存，存货
大人　おとな
叔父　おじ
小学生　しょうがくせい
宇宙飛行士　うちゅう　ひこうし　宇航员
カタログ
宝くじ　たからくじ　彩票
成績　せいせき
計算　けいさん
消しゴム　けしゴム　橡皮
葉　は　叶子
ビタミン剤　ざい　维他命片剂
中古　ちゅうこ
機会　きかい
休日　きゅうじつ

今回　こんかい
今月　こんげつ
最終点検　さいしゅう　てんけん　最终检查



効く　【自动1】 きく　有效，起作用
　薬が効く。药有效

祝う　【他动1】 いわう②　祝贺
当たる　【自动1】 あたる　中（彩票），抽中

空く　【自动1】 あく　空，有空
　部長のポストが空く。部长的职位出现空缺

腐る　【自动1】 くさる②　腐烂，腐败
　夏は魚が腐りやすい。夏天鱼容易坏

見つける　【他动2】 みつける　找到，发现，看见
　人ごみの中で、友人を見つける。在人群中看到朋友

晴れる　【自动2】 はれる②　晴朗，天晴
訪ねる　【他动2】 たずねる③　访问，拜访
　故郷の友がわたしを訪ねてきた。故乡的朋友到我这儿来访

滞在する　【自】たいざい　停留，滞留
休憩する　【自】きゅうけい　休息
参加する　【自】さんか
乾杯する　【自】かんぱい

変　【形2】 へん　不恰当，奇怪，反常
完全　【形2】 かんぜん　充分，完全
必要　【形2】 ひつよう

だんだん　【副】 渐渐地，逐渐地
若し　もし①　【副】 如果，假如
　若し間に合わなかったら、連絡してください。要是赶不上就给我打
电话吧



あと~

小句１ たら，小句２
用于表示假定条件。
多用于口语
表示假定条件，意思是“要是...的话”、“如果...的话”、“一旦...
就...”
前面接续动词小句时动词要变た形后加ら
イ形变成～かったら
ナ形和名词变成～だったら
ナ形和名词的否定要变成 ～でなかったら
いい要变成よかったら

例：
  明日雨が降ったら，マラソン大会は中止です。（明天下雨的话马拉
松大以就中止）
  寒かったら，窓を閉めてください。（冷的话就把窗关上）
  表現が変だったら，教えてください。（ 表示不恰当的话请你告诉
我）
  鉛筆だったら，消しゴマで消すことができますよ。（要是用铅笔
写，可以用橡皮擦掉）
  明日雨でなかった，ハイキングに行きます。（明天要是不下雨就去
远足）
  二十歳になったら，タバコを吸うことができます。（如果到了二十
岁，就可以吸烟了）
  都合（つごう）が悪かったら，教えてください。（不方便的话请告
诉我）
  私だったら，そんなことをしません。（如果是我的话，不会做那样
的事）

还可以表示新的发现，或者意外发现或情况
  ドアを開けたら、窓ガラスが割れているのに気づきました。（打开
门之后发现玻璃窗碎了）



  お風呂に入っていたら、電話がかかってきました。（在泡澡的时
候，电话打进来了）

礼貌的话法用“ます”、“です” 后续 “たら” 换成 “ました
ら”、“でしだら” 的形式
一类形容词后续 “たら” 时不要用敬体形
例：
  問題がありましたら，教えてください。（要是有问题，请告诉我）
  表現が変でしたら，直します。（表达要是不恰当的话就改正）

（第三十课语法）
小句1ので，小句2
ので表示原因，理由，可以接在简体后，也可以接在敬体后，但
接简体形较多。客观的不太好的原因。
“小句1”为二类形容词小句和名词小句时，将其简体形
的“だ”变为“な”再加“ので”，成“な+ので”的形式。
例：
  ①.荷物が重いので、宅配便で送ります。（行李很重，所以用送
货上门的方式送达）
  ②.香港からお客さんが来るので、空港へ迎えに行きます。（有
客户从香港来，我要去机场迎接）
注：“~ので”和“~から”相比，较为礼貌郑重，所以多用于正
式场合。口语中往往发成“~んで”。
“小句2”表示提议时，必须使用“~から”。

  ③.電車が遅れたんで、遅刻しました。すみません。（电车晚点
我迟到了，对不起）
      電車が遅れたから、遅刻しました。すみません。（因为电车
晚点，所以我迟到了，对不起；这句更强调理由）
  ④.もう時間がないから、早く行こうよ。（已经没有时间了，快
走吧）
      もう時間がないので、早く行こうよ。这里是提议“快走
吧”所以用~から。



偏主观的“から”与偏客观的“ので”
与“から”和“ので”相比，“ため”是一个能够与对方拉开距离的词
语。
“から”和“ので”都是传达说话者的意志和判断的表达方式，与此相
比，“ため”多用于描述发生的事情。
正因为此，“ため”多在新闻和论文中被使用，它能给对方一种严肃
感，让人觉得情报的来源很可靠。

小句1 ても，小句2
用于表示小句1成立时则小句2理应成立但事实上却没有成立。
即使...也...
具有无论发生什么事情，其结果都是相同的含义。
其接续方式为把“て形”的“て” 换成“ても”“でも”
例：
  日本へかえっても，中国語の勉強を続けてください。回到日本也要
继续学习汉语
  日本人でも，日本語が分からない時があります。即使是日本人也有
不懂日语的时候
  休日でも働きます。休息日也工作
  土曜日でも，会社へ行きます。即使是周六也要去公司
  仕事が忙しくでも，休日（きゅうじつ）には休みます。尽管工作很
忙，但休息日还是要休息
  あの服はいくら（副词意思：无论多少...）安くても，買いたくないで
す。那件衣服无论多便宜也不想买
  あの服はいくら高くても，手に入れ（【惯用】てにいれる）たいで
す。那件衣服无论多贵也想拥有
  薬を飲んでも，この病気は治りません。吃了药这病也不会好

いくら...ても
无论...
  いくら美味しくても，食べたくないです。无论多好吃也不想吃
  土曜日でも，会社へ行きます。即使是周六也要去公司



~ても还可以用于表示已经发生的情况
  その言葉は，辞職で調べても分かりませんでした。那个词，查了词
典也没明白

名 だけ
表示这就是全部，不再有其他的意思
  今年の夏休みは三日（みっか）だけです。
  森さんと馬さんだけがお酒を飲みます。
  昨日私はその料理だけを食べませんでした。
だけ后面的助词が和を有时省略
  森さんと馬さんだけお酒を飲みます。
  私はその料理だけ食べませんでした。

名 しか+否定形式
与“名 だけ”的细微区别是一个只用来表示客观限定，而“名 しか+否
定形式 ”带有一定的主观感情色彩
  会議室には李さんしかいません。会议室只有小李一人
  会議室には李さんだけがいます。会议室只有小李
  私は水しか飲みません。我只喝水
  私は水だけを飲みます。我只喝水

与数量词一起使用时差异表现得尤其明显
  北京には三日だけ滞在することができます。在北京只能停留三天
  北京には三日しか滞在することができません。在北京只能停留三天
（多了一种表示主观上觉得呆三天时间太短了的语感）

名 でも
提示一个极端的例子，表示“即便如此，其结果也一样”的意思
  その計算（けいさん）は子供でもできます。那种计算连小孩也会
  その計算は大人（おとな）でもできません。那种计算连大人也不会
  よく効く（きく）薬でも，だくさん飲むと体（からだ）によくあり
ません。即使很有效的药，大量吃对身体也不好
  李さんは説明しでも、やっぱり分かりません。即使小李给我解释，



我也还是不明白

表达及词语讲解：

何かあった
这里的あった不表示物体的存在，而表示发生了某种事情。
▲馬さんは元気がないね。何かあったのかな。（小马有点儿没精神，
发生什么事儿了吗？）
▲駅前で何かあったんですか。人が集まっていますよ。（车站附近发
生了什么事？聚了很多人哪。）

あと～
“あと”除可后续“少し”以外，还可以后续“１人”“１つ”“３
日”等数量词，表示只要再有一个很少的量就可以完成某事或使某事态
成立。
▲すみません、あと少しだけ待ってください。（对不起，请稍等片
刻。）
▲出発まであと１０分です。（离出发还有10分钟。）

どの家でも
和“どこの家でも”意思相同，表示“哪家都”“每家都”的意
思。“どの”可后续“会社”“果物”等表示事物的名词。
▲ 北京では、ギョーザはどの家でも、自分たちで作って食べます。
（在北京家家户户都自己包饺子吃。）
▲ 最近では、どの会社でも、事務所にパソコンがあります。（近来，
任何一家公司的办公室里都有电脑。）

若指“人”时，则不说“×どの人でも”而用“だれでも”，指时间
时，也不说“×どの時でも”而说“いつでも”。此外，日语中没
有“×毎家”“×毎人”的说法。
▲ このテレビゲームは簡単ですから、だれでもできますよ。（这个电
子游戏很简单，谁都会玩。）
▲ このお店はいつでも込んでいます。（这个店什么时候客人都很



多。）

本のとおりに
“～のとおりに”是日语中常用的一种固定法说法，表示“～那样”的
意思。“本のとおりに”的意思是“书上说的那样。”
▲ 本のとおりに作っても、なかなかうまくできないんです。（我照着
书做也老是做不好。）
▲ 昨日は天気予報のとおりに、大雨が降りました。（昨天如天气预报
所说的那样下大雨了。）

なかなか「表示程度的副词」
第14课学习了表示程度的副词“なかなか”，“なかなか”还可以和否
定形式呼应使用，表示事态的发展并没有所期待的那么简单或者不能轻
易地实现。
▲ 風邪を引いてしまって、なかなか治りません。（感冒了，好长时间
也不好。）
▲ 本のとおりに作っても、なかなかうまくできないんです。（我照着
书做也老是做不好。）

どうやって読みますか。怎么读呢？
どうやって作りますか。怎么作呢？
あの会社はどうやって行きますか。

だんだん「表示程度的副词」
表示事物逐渐发生变化，用于变化程度不很显著的状况。常常和“～な
ります”等表示变化的表达方式呼应使用。
  何度も作ると、だんだん上手になりますよ。（多做几次逐渐就会最
好了。）
  秋になると、紅葉の葉がだんだん赤くなります。（到了秋天，红叶
就会渐渐变红。）

３０個は大丈夫ですよ
助词“は”接在数量词后面与肯定形式呼应使用时，表示该数量为最低



限度。
  小野さんが作ったギョーザだったら、30個は大丈夫ですよ。（要是
小野做的饺子，我吃30个也没有问题。）
  -このカメラの修理はどのぐらいかかりますか。
  -そうですね、10日はかかりますよ。（修这个照相机要花多长时
间？-恩，至少要10天。）

补充：
ます形去ます+飽きる（あきる）
  見飽きる。看腻了
  もう見飽きましたよ。已经看腻了
  食べ飽きました。吃饭了

ます形去ます+ 易い（やすい）
易于...；容易...

ます形去ます+難い（にくい）
难于...；不易...

  ガラスのコップは割れ易いです。玻璃杯容易碎
  この木は燃え（もえる） にくいです。这木头不易燃烧
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1.34 《壁 に カレンダー が 掛けてあります》

カレンダー②　calendar
ポスター①　poster　宣传画
ハードスケジュール⑥　hard schedule　紧张的日程
カレーライス　curried rice

取って置き　とっておき　秘藏，珍藏
　取って置きのウィスキー。珍藏的威士忌

本場　ほんば　原产地，发源地
玄関　げんかん

ロッカー①　locker　文件柜
バッグ①　bag

旅行社　りょこうしゃ②
視察団　しさつだん③

到着　とうちゃく
帰り　かえり③
　帰りがおそい。回来得晚
　帰りを急ぐ。忙着回去

持ち帰り　もちかえり③
　持ち帰りにしましょう。（食物）打包带走吧

事故　じこ①
　列車の脱線（だっせん）事故。列车脱轨事故



花束　はなたば②
発表会　はっぴょうかい⑥
論文　ろんぶん
　卒業（そつぎょう）論文

ダイエット①　diet
オリンピック④　Olympic

あちこち・あっちこっち【代】这边那边，到处，各处

焼く　【他动1】やく　烤，烧
　魚を焼く。烤鱼
　この鍋は卵を焼くのに使います。这是炒蛋用的锅
　この部屋は焼いたので，きれいではありません。这房子因为烧过，
所以不好看

稼ぐ　【自他动1】かせぐ②　挣钱，赚钱
　株（かぶ）で大金を稼ぐ。等股票赚大钱
　お金を稼ぐために，日本に来ました。

残る　【自动1】のこる②　剩余，剩下
　家に残る。留在家
　テーブルにはまだりんごが残っている。桌子上还剩着苹果
　のこたご飯をチャーハンにしました。把剩下的饭做成了炒饭
　のこた料理を持ち帰りました。把剩下的料理带回家了

包む　【他动1】つつむ②　卷，包裹
　新聞紙で本を包む。 用报纸把书包上。
　自分で餃子を包んてください。请自己包饺子
　餃子を包むことができますか。会包饺子吗？

頼む　【他动1】たのむ②　点（菜）；请求；托付



　この荷物を頼みますよ。这行李拜托你看下

　頼りになる （固定用法） 可靠的，值得信赖的
　李さんは頼りになる人です。
　李さんは頼りにならない人です。

貼る　【他动1】 はる　粘，贴
　手紙に切手（きって）を貼ってください。请把邮票贴在信上

飾る　【他动1】 かざる　装饰
　きれいな花がテーブルに飾ってある。桌子上装饰着美丽的花
　この部屋に花を飾ています。这个房间装饰着花

しまう　【他动1】　收拾起来，放到~里边，结束
　道具をしまう。把工具收拾起来
　自分で部屋をしまってください。请自己收拾房间
　もうしまいました。已经完成了

合う　【自动1】 あう①　合适，适合
　意見が合います。意见一致
　この服はあなたに会いますよ。这件衣服和你很配

戻す　【他动1】 もどす②　放回，返还，返回
　使ったら戻しておきなさい。用完的话放原处
　その本を読んでから，本棚に戻してください。那本书读完后请放回
书架

貯める　【他动2】 ためる　积攒，储存
　金を貯める。存钱
　日本へ留学するために，お金を貯めています。为了去日本留学在存
钱
　
　貯まる



　圧力（あつりょく）が貯まっています。积攒了很多压力

並べる　【他动2】 ならべる　排列
　机を2列（れつ）に並べる。把桌子排成两行
　ちゃんと列を並べてください。请好好的排队

預ける　【他动2】 あずける③　寄存，托付
　印鑑（いんかん）を君に預ける。把印鉴交给你掌管
　犬を友達の部屋にあずけました。把狗寄放在朋友家了

続ける　【他动2】 つづける　继续，持续
　続けて。请继续！
　毎日勉強を続ける。每天坚持学习
　仕事を続ける。继续工作

　続く　つづく

痩せる　【自动2】やせる　瘦
　痩せるために，毎日（まいにち）運動（うんどう）しています。
　太る　ふとる②

訪問する　【他】ほうもん
　卒業論文（ろんぶん）のために，先生の家を訪問しました。为了毕
业论文访问了老师家

貯金する　【自】 ちょきん　存钱，储蓄（去银行存款之类的）
　貯める（指平时攒一些小钱）

歓迎する　【他】かんげい
　小野さんを歓迎するために，たくさんプルサードを買っておきまし
た。为了欢迎小野提前买了很多礼物

　迎える　むかえる



　出迎える　でむかえる

用意する　【自】ようい　准备（实体的东西）
　準備する 　じゅんび　准备（抽象的东西）
　覚悟する　かくご　（思想准备）

可笑しい　【形1】おかしい③
　あのことは可笑しいと思う，も一度調べてみてください。我觉得那
事太奇怪，请再试着调查一下

ひどい②　【形1】厉害，严重
　病気がひどくなりました。病变得严重了
　今日はひどく暑いです。今天非常热

もったいない⑤　【形1】可惜的，浪费的
　この時計を捨てる（すてる）のは、もったいない。 扔掉这个表，实
在太可惜
　もったいないですね，持ち帰りましょう。好浪费啊，我们带回去吧

持ち帰る　打包
持ち歩く　もちあるく　携带
持っていく　带去
持ってくる　带来

優秀　【形2】 ゆうしゅう
最高　【形2】 さいこう

しっかり③【副】充分，充足
　お金をしっかりためこむ。好好地攒钱

非常に　【副】 ひじょうに
こんなに【副】　这么，这样地
　こんなにうまくゆくとは思わなかった。没想到会这样顺利



一生懸命　【副】 いっしょうけんめい　拼命地，努力地

このまま　就这样在，照这样，如此
いただきます　我开始吃了
遠慮なく　えんりょなく　不客气

他动 てあります
表示有意进行的动作结果的存续状态。这个句型不涉及动作的主体只涉
及动作的对象。
（自动 ている）
  壁にカレンダーが掛けてあります。
  窓が開けてあります。
  パスポートはバッグの中に入れてあります。
  壁に私がカレンダーを掛けました。
  壁にカレンダーが掛けてあります。

名　は　もちろん　前面就不和说了

动 ておきます　
为做某种准备而有意识地进行的动作。为了某种目的而将动作的结果或
效果留存下来。

  お客さんが来る前に、部屋を掃除しておきます。
  明日は忙しいです、今夜はゆっくり休んでおいてください。
  訪問する前に、一度電話しておきます。
 
  帰りの切符を買っておきますか。
  いいえ、買っておかなくてもいいです。



  ご飯を作って（つくる）置かなくでもいいです。
  いいホテルを探して（さがす）おいてください。

动 てみます
尝试做某事
  太田さんは中国語で手紙を書いてみました。
  おいしそうですね、食べてみます。
  それはおかしい、もう一度調べてみてください。

小句 ために 小句
表示目的，前后两个小句的主语相同；
  運動をするために新しい靴（くつ）を買いました
  林さんは駅へ行くためにバスに乗りました

接名词前，用"名词+のために"的形式；
  留学のために、日本のを勉強しています
  健康（けんこう）のために、毎日歩いています

ために 前面是自己可以控制的事
ように 是自己不可控制的事

练习：
 仿照例句选出正确答案
 「例」名前や住所が書いて（①あります　②います）。①あります
  （１）　暗いので，電気がつけて（①います　②あります）。
  （２）　風ですか。早く薬を飲んで（①おいた　②しまった）ほう
がいいですよ。
  （３）　お客さんが来るので，部屋を掃除して（①みて　②おい
て）ください。
  （４）　健康のために，ジョギングを始めて(①みよう　②いよう）
と思っています。
  （５）　冷蔵庫にビールが入って（①います　②おきます）。



 答案：
  （１）② （２）① （３）② （４）①  （５）①

表达及词语讲解：

とっておきのお店
とっておきの+名词，表示为了某种场合或用途而特别留着的东西或场
所。
例：
  これはとっておきの酒です。どうぞ。（这是我珍藏多年的酒，送给
你）
  今日はパ－テい－があるから、とっておきのネクタイをしょう。
（今天有联欢会，系上那条最好的领带吧。)

うわあ
表示看到某种事物时产生的感动或惊讶。
例：
  うわあ、きれいに焼いてありますね。（哇，烤得真好呀。)
  うわあ、ひどい事故ですね。（哇，多严重的事故呀。)

しっかり
しっかり有好多种意思，要本课的应用课文中表示“充分，充足”。
例：
  小野さん、今日はしっかり食べておいてください。（小野，你今天
多吃点。)

ハードスケジュール
由英语“hard schedule ”演变而来的外来词；表示计划要做的事情很
多，实施起来很困难。
  明日からハードスケジュールで、あちこち行きますまらね。（明天
开始日程很紧张，要到处去转。）
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1.33 《電車ガ急に止まりました》

スーツケース　suitcase
トランク　trunk
スーツ　suits
ズボン　jupon
ティーシャツ　T-shirt
サンダル　sandal
帽子　ぼうし
腕時計　うでどけい
小物　こもの
運転手　うんてんしゅ
空　から
運動会　うんどうかい
テーマ
最後　さいご
再会　さいかい
久しぶり　ひさしぶり
カキ
清涼飲料水　せいりょういんりょうすい

閉まる　【自动1】 しまる②　关闭，关
　銀行は三時で閉まる。银行三点关门

　閉める　しめる②
　窓をきちんと閉める。关严窗户

壊す　【他动1】 こわす②　弄坏
　錠前（じょうまえ）を壊してドアを開ける。弄坏锁头把门打开



　私は新しいカメラを壊してしまいました。我把新的相机弄坏了

　壊れる　こわれる③
　皿（さら）が壊れる。盘子碎了

割る　【他动1】 わる　割开，打破，打坏
　ガラスを割る。打破玻璃

割れる　【自动2】 われる　裂开，破裂
　手が滑って、お皿が割れた。 手一滑盘子打碎了。

付く　【自动1】 つく①　附带，附加
　油（あぶら）が付く。沾上油
　味（あじ）が付く。沾上了味道

　条件（じょうけん）付き。附有条件
　景品（けいひん）付き。附送赠品
　保証（ほしょう）付き。有保证
　社長付き秘書（ひしょ）。总经理专职秘书

掛かる　【自动1】 かかる②　挂，悬挂
　壁に絵が掛かっている。墙上挂着画

　掛ける　かける②
　絵を壁に掛けてください。请把画挂到墙上

汚す　【他动1】 よごす　弄脏
　本を汚すな。别把书弄脏！
　靴を汚してしまいました。把鞋子弄脏了

汚れる　【自动2】よごれる③　脏
　白い服は汚れやすい。白衣服容易脏

止む　【自动1】 やむ　停，停息，停止



　雨が止むまで待つ。等到雨停

建つ　【自动1】 たつ①　盖，建
　駅前に新しいビルが建つ。车站前盖起新楼

建てる　【他动２】 たてる②　盖，建造
　アパートを建てる。 盖公寓

並ぶ　【自动1】 ならぶ　排队，排，列队
　数百人の人が入り口に並んで待っている。数百人排在门口等着

着く　【自动1】 つく①　到，到达
　最初に着いた人。最先到的人
　何時家に着きましたが。什么时候到家的？

かぶる②【他动1】　戴
　帽子をかぶる。带帽子

履く　 【他动1】 はく　穿（鞋、裤子）
　靴を履いて庭を散歩する。穿着鞋在院子里散步

飼う　【他动1】 かう①　饲养
　李さんは家で犬を飼いそうです。小李可能家里养着狗
　買う　【他动1】 かう〇

消える　【自动2】 きえる　熄灭，消失
　火が消えた。火熄灭了

掛ける　【他动２】 かける②　挂
　看板を掛ける。把牌子挂上

落ちる　【自动2】 おちる②　落下，掉
　この布（ぬの）は色が落ちる。 这块布掉色



負ける　【自动2】 まける　输，败
　戦争に負ける。战败
　今日の試合で負けそうです。今天的比赛好像输了
　明日の試合で負けるかもしれません。明天的比赛可能会输
　弱い者が負ける。弱者必败

　負ける　【他动2】まける　降低，让价

偉い　えらい【形1】了不起，伟大
　李さんは偉い人になりそうです。小李可能成为一个伟大的人

楽　らく【形2】容易，简单；快乐，轻松
　退職（たいしょく）後（ご）は楽な生活がしたい。希望退休后过上
愉快的生活

残念　ざんねん【形2】可惜，遗憾

急に　きゅうに【副】突然
　子供は急に泣いてしまいました。小孩突然哭了

相変わらず　あいかわらず【副】照旧，依然
うっかり【副】不留神，不注意

それにしても【他动1】即便那样，话虽如此

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。

◆窓があきました。（窗子开了。）



◆（李さんが）窓を開けました。（小李打开窗户了。）
◆タイムサービスが始まります。（时段廉价销售就要开始了。）
◆（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。）

日语中在词形上有对应关系的一部分自、他动词，其自动词的词尾部分
是“aru”[ある]，而对应的他动词的词尾部分是“eru”[える]。
(如：掛（か）かるー＞掛（か）ける)

还有一部分其自动词的词尾部分是“eru”“ru”[える、る]，而他动词
的词尾部分是“su”[す]　
(消（き）えるー＞消（け）す)

上面说的这两种情况是主要对应规则，还有一些对应关系不十分规则，
(如：割（わ）れるー＞割（わ）る)

自动
他动

掛かる 閉まる 止まる 消える 壊れる 落ちる 割れる 付く

掛ける 閉める 止める 消す 壊す 落とす 割る 付ける

 自动＋ています

自动词后续“～ています”し时，如该自动词是表示动作的，“～てい
ます”表示动作正在进行。
如该自动词是表示变化的，“～ています”表示结果的存续。在词形上
有对应关系的自动词后加“～ています”时均表示结果的存续。

  部屋の電気が消えています。房间的灯灭着
  壁には大きな絵が掛かっています。墙上挂着一张大画
  この自動車は壊れています。这辆车坏了



“自动词て形+います”和“自动词+た形”都可以表示结果存续，不
过“自动词た形”偏重表示变化的完成，而“自动词て形+います”则
偏重表示变化完成后形成的结果状态。

  部屋の電気が消えています。房间的灯灭着<结果的状态>
  部屋の電気が消えました。房间的灯灭了<瞬间的状态>

动+てしまいます（てしまう）

しまう 整理，完成

て形去て+ちゃう（てしまう的口语）
忘れちゃだ

“动词て形+しまいます”一般表示该动作所产生的结果是令人不愉快
的事情。
  鍵を家に忘れてしまいました。
  財布を無くして（なくす）しまいました。
  森さんはボーナスを全部使ってしまいました。森先生把奖金全都花
完了
  大切な書類をうっかり忘れてしまいました。把非常重要的文件给忘
记了
  無理をすると、病気になってしまいました。搞得太累，你要生病的

但有时候也只用来表示动作的“完全”而没有结果令人不愉快的意思。
这时候动作一般是有意进行的。
  この本はもう読んでしまいました。这本书已经全部读完了
  最後まで食べてしまいましょう。全都吃掉吧

动词／形容词そうです
用于描述说话人对某种事物样态的观感或根据某种情形推测事态的发
展。

接续方式为：



动词--＞去掉ます+そうです
形容词1类--＞去掉い+そうです
形容词2类--＞+そうです

  このケーキはおいしそうです。蛋糕看上去很好吃
  李さんは仕事が大変そうですね。小李的工作好像很不容易

表示否定时，前接形容词时用“～そうではありません”的形式，而前
接动词时用“～そうにありません”的形式。
  雨はやみそうにありません。雨看上去不像要停的样子

另外，前接“ない”和“いい”这两个双音节词时，情况特殊
ない--＞なさそうです
いい--＞よさそうです
  今日は会議（かいぎ）がなさそうです。今天好像没有
  冷蔵庫にバナナがなさそうです。冰箱里可能有香蕉

  この本はとてもよさそうです。这本书好像很不错

“～そうです”不仅用于句尾，还用于名词、动词的前面。用于名词前
面时用“～そうな”的形式，用于动词前面时用“～そうに”的形式。
  おいしそうなケーキですね。这蛋糕看上去真好吃啊
  子供たちは楽しそうに遊んで（あそぶ）います。孩子们在快乐地玩
儿着

表达及词语讲解：

～かしら
多为女性常用的助词，如果在没有听话人的情况下使用时，是一种吐露
自己内心疑问的自言自语。如果有听话人，则为向对方发问。
森さんたちはもう来ているかしら——不知道森他们来了没有？

それにしても
【接续词】 即使那样，话虽如此。;并且，还（用于话题转换）



用于尽管认可了作为前提的某种状况或事项，但说话人仍有另外的感觉
或者认识。

それにしても、大勢並んでいるわね——要说，这排队的人可真多啊。
“大勢並んでいる”说的是机场的拥挤很正常，但今天的拥挤程度也太
不寻常了。

  --森さん遅いですね。森怎么这么晚呀
  --少し遅れると言っていましたよ。他说要晚一点到
  --それにしても遅いですよ、もう三十分過ぎましたよ。即便这样也
太晚了，都已经过了30分钟了
上面这个例子表示尽管森说要晚到，但也实在太是晚了。

相変わらずですね[惯用句]
“你还是老样子啊”

お元気そうで、何よりです[寒暄]
你看起来挺精神的，这比什么都强。
（用于朋友，熟人相隔一段时间后再会时，对初次见面的人不能使用）
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1.32 《今度の日曜日に遊園地へ行くつもりです》

列車　れっしゃ
高速バス　こうそくバス
出発時刻　しゅっぱつじこく
旅行予定　りょこうよてい
天気予報　てんきよほう
台風　たいふう
噂　うわさ
宣伝　せんでん
番組　ばんぐみ
新型　しんがた
ボーナス
ラーメン
牛乳　ぎゅうにゅう
ギョーザパーティー
正月休み　しょうがつ　やすみ
スポーツ用品　ようひん
インフルエンザ　influenza
支店　してん
小学校　しょうがっこう
遊園地　ゆうえんち
首相　しゅしょう
歴史　れきし
彼女　かのじょ

行う　【他动1】おこなう③
　結婚式を行う。举行婚礼
　試験を行う。进行考试



上がる　【自动1】あがる
　階段を上がる。上台阶
　高校に上がる。上高中
　給料（きゅりょう）が上がって生活（せいかつ）が少し楽（らく）
になった。涨了薪水生活好点了

乗り換える　【他动2】のりかえる④
　電車を3度乗り換える。换三次电车

辞める　【他动2】やめる
　明日は会社を辞めることにします。明天决定去公司辞职

留学する　【自】りゅうがく
入学する　【自】にゅうがく
流行する　【自】りゅうこう
　流行る　【自动1】はやる②

入院する　【自】にゅういん　住院
お邪魔します　おじゃまします　打扰，拜访

担当する　【他】たんとう　承担

強い　【形1】つよい　强，坚强
気さく　【形2】きさく　爽快，坦率

いろんな【连】各种各样的
ずっと【副】一直

風が強い　かぜがつよい　风大

动（基本形/ない形）つもりです
表示说话之前已经形成的意志，打算。比と思います，更礼貌。～つも
りです不可用于长辈或上级。



不一定去做的
  今度の日曜日に遊園地へ行くつもりです。这个星期打算去游乐园
  ボーナスで車買うつもりです。打算用奖金买车
  もうタバコは吸わないつもりです。已经决定戒烟了

动（基本形/ない形）ことにします/ことにしました
表示说话人自已决定实施某种行为时使用。
决定的一定要做的
  明日から毎日 運動する ことにします。我明天起每天做运动
  今日からお酒を 飲まない ことにします。我决定从今天起戒酒
  明日、友達と映画を 見に行く ことにしました。我明天和朋友去看电
影
  広州へは飛行機で 行く ことにしました。我决定坐飞机去广州
  今年の夏は旅行に 行かない ことにしました。我决定今年夏天不去旅
行了

动（基本形/ない形）ことになりました
表示由于某种外在的原因导致形成了某种决定。
  来月から給料が 上がる ことになりました。从下个月起工资涨了
  月曜日から三日間、香港へ出張する　ことになりました。我从星期
一起去香港出差三天
  今週の会議は 行わない ことになりました。这个星期不开会了

注意：
“～ことにします”“～ことになります”里的“こと”不能
用“の”来代替。
  ☆ 来月、日本へ旅行に行くことにしました。我下个月要去日本旅行
了
  × 来月、日本へ旅行に行くのにしました。

“～ことになりました”也可用于婉转地表述根据自己的意志决定的事
情。
  わたしたち、結婚することになりました。我们要结婚了



  わたしは来月から中国へ留学することになりました。我从下个月起
要去中国留学了

小句（简体形）そうです
名词だそうです
表示信息不是源于自已的感知而是从别人那里听到的。提示来源时用：
によると。
  馬さんの息子さんは、今年小学校に入学するそうです。听说小马的
儿子今天上小学
  天気予報によると、明日雨が降るそうです。据天气预报说明天有雨
  噂によると、あの店のラーメンはおいしくないそうです。听说那家
店的面条不好吃
明日の仕事は暇だそうです。
明日雨だそうです。

“～そうです”没有过去，否定和疑问的形式。
  ☆ 森さんは来週の土曜日は暇ではないそうです。据说森先生下星期
六没有空
  × 森さんは来週の土曜日は暇だそうではありません。

今度の日曜日
日语的“今度”与汉语的“这次”相比，语义范围要广得多。有时相当
于汉语的“下次”。例如本课出现的“今度の日曜日”就指说话时间之
后的星期天。
  今度の日曜日に遊園地に行くつもりです。这个星期天打算去游乐园
  今度の会議は午前十時からです。下次的会议上午10点开始

て ほしい
想让别人为自己做什么事情
  部屋を掃除してほしい

だけ
  食べるだけ食べてください。



すっと
一直
  天気予報によると，連休中はずっと晴れだそうですよ。

メールがあって
表示收到邮件，同样，電話・手紙・フアックス也可以用"~がある"的
表达形式
  先週，小野さんからメールがありました。
  彼女から電話があって，明日のパーティーに来ると言っていまし
た。
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1.31 《このボタンを押すと 電源が入ります》

ボタン　button
ブローチ　brooch
カーテン　curtain
コンクリート　concrete
プラスチック　plastic

翡翠　ひすい
サービスセンター　service center
会員　かいいん
特典　とくてん　优惠
お手洗い　おてあらい　洗手间

階段　かいだん　楼梯，台阶
　段階　だんかい　阶段
　どんな段階　怎么样的阶段水平

以降　いこう①　以后
　八時以降、特典があります。8点后有优惠

そば①　旁边
卓球台　たっきゅうだい
サイズ①　size

人間　にんげん　人类
　人類　じんるい①

白鳥　はくちょう　天鹅



電源　でんげん③
　電源が入る

スイカ　西瓜

押す　【他动1】おす　按，推，挤
つく　【他动1】灯亮，灯开

下がる　【自动1】 さがる②　下降；降价；降温
　天気が下がります。天气降温

怒る　【他自动1】 おこる②　发怒；骂，训
　父はたまに怒ることがあります。父亲偶尔会发怒

回す　【他动1】まわす　转，转动；围上；转送；〈接动词连用形之
后〉表示遍及、全面。
　足で水車を回す。用脚踏动水车转
　紐を二重に回す。用绳子捆上两道

動く　【自动1】うごく②　行动，活动；开动，转动
　車が動いている。车在移动

生きる　【自动2】いきる②　活，生存
　９０歳まで生きる。活到九十岁
　幸せに生きていく。幸福地生活下去

下りる　【自动2】おりる②　下，降，下来，降落；排出
  幕が下りる。幕布降下
  薬で虫が下りる。用药将虫子排出来
  年金が下りる。养老金下来了
  肩の荷が下りる。卸下肩上的负担
  錠が下りる。锁上



纏める　【他2】まとめる　集中
　授業の要点を纏める。归纳上课的要点

フリーズする　【动3】死机

故障する　【动3】こしょう

美しい　【形1】うつくしい　美丽
　花は美しく咲きました。花漂亮的开了

うまい　高明，好吃，可口

詳しい　【形1】くわしい　详细的
　李さんは詳しく説明しました。

自由　【形2】じゆう
　自由に話してください。请自由的说话

丁寧　【形2】ていねい　 精心，细心，恭敬
　丁寧 に話してください。请礼貌的说话

きちんと【副】好好地，正经地
　きちんと片付ける。收拾得干干净净

ただし【连】不过，只是（用以补充说明与前文相反的例外或条件等的
用语）
しかし【连】可是，但是

気持ちが悪い　不舒服

～メートル ～米



小句１ と 小句２“～と”

用于表示恒常状态，真理，反复性状态，习惯等；

このボタンを押すと、電源が入ります。（按下这个按钮，电源就接通
了）恒常状态。
食べ物を食べないと、人間が生きることができません。（不吃食物，
人就没法活）真理。
私はその店へいくと、いつもコーヒーを飲みます。（我去那个店的时
候，总要喝咖啡） 反复的状态。
夜になると、涼しくなります。

寝ないと、元気があります。

另外，“～と”还可以表示由于某种行为而发现了新的情况。
この道をまっすぐ行くと、デパートがあります。（沿着这条路走，有
一家百货商店。）
カーテンを開けると、美しい山が見えました。（打开窗帘。就看见了
美丽的山。）

注意：用“～と”的复句，“小句2”不能是自己的意志，愿望或向听
话人提要求，劝诱等内容。
√　夜になると、電気が付きます。
×　夜になると、食事に行きましょう。

动词（基本形／ない型）+ことがあります

有时会发生某种事态，往往与「たまに」「時々」等副词呼应使用。

そのパソコンは　たまに フリーズする　ことがあります。（那台电脑
偶尔会死机。）
時々 寝坊する　ことがあります。（有时睡懒觉。）
たまに　朝ごはんを食べない　ことがあります。（偶尔不吃早饭。）



注：“～たことがあります” 曾经……
　　“～～ことがあります” 有时……
这是两个不一样的句型，大家不要弄混了奥～

（第二十一课语法）
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）

形容词的副词性用法
通俗地说：就是将形容词变得像副词一样，可以修饰动词啦。

规则：
一类形容词——形容词词干+（い－－く）
二类形容词——形容动词词干+に



举例如下：　
  早く家に帰りましょう。（早点回家吧）
  書類を早くしろ提出しろ。（快点交文件！）
  罵さんはとても上手にレポートをまとめました。（小马出色地整理
了报告）
  静かにドアを閉めてください。（请安静的把门关上）

小句（简体形） でしょう
疑问句的另一种说法，比一般的疑问句的礼貌程度要高。
  李さんは来るでしょうか＝李さんは来ますか。（小李来吗？）
  罵さんはもう帰ったでしょうか＝罵さんはもう帰りましたか。（小
马已经回家了吗？）
  三月の東京は寒いでしょうか。 （3月的东京冷吗？）
  これは中国のお菓子でしょうか。（这是中国式的点心吗？）

~でできた~
表示"用...做成的..."时一般不说"~で作った~"而说"~でできた~"
  その公園にはコンクリートでできた卓球台があります。那个公园里
有用水泥做的乒乓球台

ほど和ぐらい
数量词接这两词都表示大致的数量或分量，但是表示某序列中的一点时
不能用ほど
  ここから二つ目ぐらいの信号を右に曲がったところに，たしかスー
パーがありましたよね。
  从这里大概是第2个红绿灯向右拐，好像有一个超市吧

この・その・あの・どの后面不能接ほ
  （用手比划）このぐらいのサイズの箱が欲しいんですが。我想要这



么大小的箱子

ただし
与しかし相似，但しかし可以接续与前句完全相反的内容
  このスポーツセンターは、だれでも利用することができます。ただ
し，有料ですが。
  这个体育中心谁都可以使用，不过是收费的

  このプールは女性は利用することができます。しかし、男性はだめ
です。
  这个泳池女生可以使用，但男的不可以
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1.30 《もう 11時だから 寝よう》

宅配便　たくはいびん
　宅配便でお願いします。请配送到家

報告書　ほうこくしょ
　今から日本語で報告書を書かなければなりません。现在开始必须要
用日语写报告

梅雨　つゆ
　梅雨が来ます。进入梅雨季节
　梅雨の季節に入ります。进入梅雨季节

秋　あき
　季節の中でいつが一番好きですか。四季之中哪个季节你最喜欢？

ピクニック

行楽地　こうらくち④
　中国の中でどの行楽地が一番好きですか。中国哪个景点你最喜欢？

ピザ
終電　しゅうでん

待合室　まちあいしつ③　等候室
患者　かんじゃ

灰皿　はいざら
吸殻　すいがら



　吸殻を灰皿に入れてください。请把烟灰放入烟灰缸

歯　は
彼　かれ

そろう②【自动1】　到齐，齐全
　教科書がそろった。教科书备齐了

寄る　【自动1】よる　顺便去；靠近
　学校の帰りに本屋へ寄る。从学校回来顺便到书店去
　もっとそばへお寄りください。请再靠近一些

　ついでに【副】 　顺便去

開く　【自动1】 ひらく
　銀行が開く。银行开业
　私は日本料理店を開こうと思っています。我一直想开间日本料理店

引っ越す　【自动1】 ひっこす③
　大阪から京都へ引っ越す。从大阪迁往京都
　引っ越したいが，家がみつからない。想搬家，可是找不着房子

迎える　【他动2】 むかえる④
　空港まで客を迎える。到机场迎接客人
　空港へ客を迎えに行きます。去机场迎接客人
　新年を迎える。迎接新年

壊れる　【自动2】こわれる③
　皿が壊れる。盘子坏了（碎了）
　テレビが壊れた。电视机坏了

間違える　【他动2】 まちがえる③
　字を間違えた。写错字
　道を間違える。走错路



　約束の時間を間違える。弄错约定的时间

出発する　【自动3】 しゅっぱつ　出发
　早めに出発する。

転職する　てんしょく　换工作
　会社員から教師に転職する。从职员转行当老师
　日本に転職しました。

パンクする　轮胎爆裂，撑破 puncture

寂しい　【形1】さびしい③　寂寞
楽しみ　【形2】 たのしみ③　愉快，期待
特別　【形2】 とくべつ

それでは・それじゃ【连】　那么
　それでは 、始めましょう。
そうか【叹】　是吗

まあ【叹】　嗯，哎哟
　まあまあ　一般一般

仕方がない　しかたがない　没有办法
　しょうがない【惯用】

动词意志形
动词意志形是说话人当场表示自已决心，意志的表达形式。
这种形式也可以用于表示提议的时候。
构成方式：
  一类动词：把基本形最后一个音变成相应的“お”段上的音的长音。
  二类动词：把基本形的“る”变成“よう”。
  三类动词：把“来る”变成“来よう”，把“する”变成“しよ
う”。
例：



  ①.もう11時だから 寝よう。（已经11点了，睡觉吧）
  ②.仕事が終わってから，飲みに行こうよ。（工作结束后去喝酒吧）
  ③.手伝おうか。（我来帮着做吧）

动词意志形+と思います
说话人向听话人表示自已要做某事的意志，比单独的意志形更加礼貌。
例：
  ①.今日、会社を休もうと思います。（我今天不想上班）
  ②.もう遅いので、そろそろ帰ろうと思います。（已经很晚了，我该
回家了）

（第二十四课语法）
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。）

动词意志形+と思っています



向听话人表达已经意志了一段时间的事。
例：
  ①.明日、病院ヘ行こうと思っています。（我明天想去医院）
  ②.今度、長江下りをしようと思っています。（我想下次坐船游览长
江两岸的风光）
注：动词意志形+と思います和动词意志形+と思っています的区别在
于：
  动词意志形+と思っています是表示已经在脑子里想了一段时间的事
了。
  动词意志形+と思います是表达当场的意志。
  动词意志形+と思っています有未完成的语感。

小句1ので，小句2
ので表示原因，理由，可以接在简体后，也可以接在敬体后，但接简体
形较多。客观的不太好的原因。
“小句1”为二类形容词小句和名词小句时，将其简体形的“だ”变
为“な”再加“ので”，成“な+ので”的形式。
例：
  ①.荷物が重いので、宅配便で送ります。（行李很重，所以用送货上
门的方式送达）
  ②.香港からお客さんが来るので、空港へ迎えに行きます。（有客户
从香港来，我要去机场迎接）
注：“~ので”和“~から”相比，较为礼貌郑重，所以多用于正式场
合。口语中往往发成“~んで”。
“小句2”表示提议时，必须使用“~から”。

  ③.電車が遅れたんで、遅刻しました。すみません。（电车晚点我迟
到了，对不起）
      電車が遅れたから、遅刻しました。すみません。（因为电车晚
点，所以我迟到了，对不起；这句更强调理由）
  ④.もう時間がないから、早く行こうよ。（已经没有时间了，快走
吧）
      もう時間がないので、早く行こうよ。这里是提议“快走吧”所以



用~から。

表达及词语讲解：

意志形 + とする　想要...；正想要...
  仆が出かけようとしたら、电话がかかってきた。我正想要出门时，
电话来了
  今寝ようとしている。现在正要睡觉

そろそろ
用于表示做某事或某事态发生的时间渐渐迫近时。
  そろそろ勉強の時間ですよ。
  もう８時ですね、そろそろ失礼します。
“そろそろ＋～ましょう（意志形）か”表示随着时间的迫近该一起做
某事，提醒或催促对方和自己行动的一种说法。
  --もう９時ですよ、そろそろ出発しようか。
  --ええ、そうしましょう。

それじゃ
是“それでは（那么）”的比较随便的说法，用于口语。
  甲：どうして昨日来なかったんですか。昨天为什么没来啊？
  乙：熱があったんです。发烧了
  甲：それじゃ、仕方ないですね。那样的话，就没有办法了

まあ
表示不十分理想，但还能过得去的程度，用于调控自己或对方的不满情
绪。
  --報告書ができました。これでいいですか。报告写好了，这样行
吗？
  --時間もないから、まあ、いいでしょう。没有时间修改了，恩，就
这样吧

自言自语时的“な”



自言自语时，可在简体形后接续“な”表示感叹。由于是自言自语，因
此不用于敬体形。“なあ”是将“な”的音拖长的说法，用于较强烈的
感叹。
  今日は本当に寒いな。今天真冷啊
  あっ、財布を忘れた！困ったなあ。啊，忘了带钱包，这可糟糕了
应用课文中，对于晚来的森，加藤用自言自语的形式表明自己接受了这
一无可奈何的事实。
  --すみません、出かけようとした時に電話があったんです。
  --そうか。それじゃ、まあ、仕方ないな。
对不起，正要出门的时候，来电话了。--是吗。恩，得，没辙。

楽しみます
表示盼望期待的心情。
  時々孫に会うのが、父の楽しみです。时不时见见孙子是父亲的乐趣

行楽地
众人去游览的名胜古迹，设有旅游设施以及娱乐设施的场所，在日语中
统称为“行楽地（景点）”，在日本，当春季樱花盛开、秋季红叶烂
漫，或者黄金周和盂兰盆会前后的连休时，“行楽地”到处都是人山人
海，去“行楽地”的汽车往往把附近的公路堵得水泄不通。

～でいっぱい
表示某个场所或某个容器已达到饱和状态，不能再容纳更多的人或物。
应用课文中指景点人多。
  この季節は、どの行楽地も人でいっぱいですよ。这个季节，任何一
个景点都是游客爆满
  病院の待合室は患者でいっぱいです。医院的候诊室挤满了病人
  灰皿がタバコの吸殻でいっぱいになりました。烟灰缸里烟头满满的
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1.29 《電気 を 消せ》

質問　しつもん
場合　ばあい
迷惑　めいわく
　迷惑をかける。添麻烦
　あの家のテレビの音でみんなが迷惑している。那家的电视机声音一
直打搅到大家

フジ　紫藤
カササギ　喜鹊
鳥　とり
マーク　mark

標識　ひょうしき
　あの標識は何の意味ですか。

横断禁止　おうだんきんし
スピード　speed

免許証　めんきょしょう
　免許を持ていますか。有驾照吗

企画書　きかくしょ
野球場　やきゅうじょう
テレビ講座　こうざ
漢字　かんじ

戦争　せんそう
　戦争が始まります。



警官　けいかん
　警察　けいさつ

年上　としうえ　年长
　目上　めうえ　上司，长辈
　上司　じょうし①　上司，上级

止まる　【自动1】とまる　停，停止
変わる　【自动1】 かわる　变，转变
頑張る　【自动1】 がんばる③　加油
　授業の間、頑張らなければならない。上课期间必须加油

謝る　【他动1】あやまる③　道歉
サボる②　【他动1】　逃学，怠工
　仕事をサボる。偷懒不去上班

破る　【他动1】やぶる②　爽约，打破
　約束を破る。

引く　【自动1】ひく　拉，抽
　引き出し　ひきだし　抽屉

守る　【他动1】まもる②　遵守，保护

答える　【自动2】こたえる③
　質問に答える。回答提问

逃げる　【自动2】にげる②
　外国に逃げる。逃往国外
　危ないですから、早く逃げろ。危险，快逃！

助ける　【他动2】たすける③
　李さんに助けてあげてください。请给小李帮助



　病人の命を助ける。救病人的命
　父の仕事を助ける。帮助父亲的工作

付ける　【自他动2】つける②
　部屋が暗いので窓を付けた。因为屋子太暗（打穿墙壁）安了扇窗户

覚える　【他动2】おぼえる③
　英語の単語（たんご）を覚える。记英语单词

提出する　【动3】ていしゅつ　提交，提出
　出す　【他动1】 だす①

遠慮する　【动3】えんりょ　客气
　遠慮しないでください。请不要客气
　遠慮なくもらいますよ。那我就不客气的收下了

シュートする【动3】　射门，投篮

注意する　【动3】ちゅうい
　遅刻しましたから、課長に注意されました。因为迟到，被科长提醒
了

親しい　したしい③【形2】熟悉，亲切，亲密
　親しい友達。亲密的朋友
　李さんと親しくなりました。和小李关系变好了
　李さんと仲がよくなりました。

乱暴　らんぼう【形2】粗暴
　乱暴なことを言うな。不要蛮不讲理
　それは乱暴なやり方です。那是粗暴的方式

失礼　しつれい【形2】不礼貌
　座って挨拶するのか失礼です。座着打招呼是不礼貌的



同じ　おなじ【形2】一样，相同
　昔と同じだ。和以前一样
　私も同じです。我也一样

危険　きけん【形2】
　危険が伴う（ともなう③）。伴有危险性

そんな【连】那样的
　そんなことはしません。那样的事情不用做

丁寧に　ていねいに①【副】恭敬地；细心地
　丁寧に話してください。

おい　哎，喂

誠に　まことに【副】实在，诚然
　心から誠に

変わった　怪
　妙　みょう①【形2】奇怪，奇异

風邪を引く　感冒
　病気になる

动词的命令形

命令形是说话人对听话人下命令时使用的表达形式。其构成形式如下：
一类动词：把基本形的最后一个音变成相应的“え”段上的音。
二类动词：把基本形的“る”变成“ろ”。
三类动词：把“来る”变成“来い（こい） ”，把“する”变成“し
ろ”。

  電気を消せ。关灯！



  書類を早く提出しろ。快交文件！

动词+なさい

比动词的命令形稍微客气一些。多用于老师对学生或者父母对孩子提出
要求。
其接续方式为动词“ます形”去掉“ます”加“なさい”

   質問に答えなさい。回答问题！
   早くお風呂に入りなさい。快去洗澡！

动词基本形+ な　表示[禁止]

用于禁止听话人做某事。

  ここに車を止めるな。不要在这儿停车！
  タバコを吸うな。不要吸烟！

动词て形／ないで

“动词て形”“动词ない形+で”是日常生活中经常使用的表示祈使的
说法，

不论男性、女性都经常使用，但一般用于关系亲密的人之间。

  もうちょっと急いで。再稍微快一点！
  ちゃんと話を聞いて。好好地听我说话！
  遠慮しないで。别客气！

“命令形”“～なさい”“～な”和“～て／～ないで”相比，使用的
范围很有限。
前三者一般限于上下、尊卑关系非常明确的非正式场合，不过， 在紧急
情况下，对上级或尊长也可以说“逃げろ（快逃）”。
另外，虽然是在紧急情况下，但要求对方求助、帮助自己时也不能用命



令形而用“动词て形”，比如“助けて（救命）”。

名词1+という+名词2

提供对方不知道的新信息的时候，在表示新信息的词语后面要加“とい
う”。下面几个句子里的“～という”分别表示听话人不知道的花名、
地名以及人名。

  それはフジという花です。那是一种叫做“紫藤”的花
  わたしは東京の世田谷という所に住んでいます。我住在东京一个叫
做“世田谷”的地方
  田中という名前は日本人の名前です。“田中”这个姓是日本人的姓

名词1 は 名词／小句＋という＋名词2 です

“～という”也可以用在给“名词1”下定义或对“名词1”做解释，这
时候“名词2”多为“意味（意思）”等词语。
这里的小句可以是“命令形”“简体形”或“简体形+な”

  このマークは　タバコを吸うなという意味です。这个符号是“禁止
吸烟”的意思
  このマークは　ここで止まれ　という　意味です。这个符号是“在
这儿停下来”的意思
  この標識は　駐車禁止　という意味です。这个标识是“禁止停
车”的意思
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1.28 《馬さん は 私に地図 を くれました》

マフラー　围巾
ネックレス　项链
家具　かぐ
文章　ぶんしょう
意味　いみ　意思
雰囲気　ふんいき　气氛
発音　はつおん
不動産屋　ふどうさんや
飲食店　いんしょくてん
大使館　たいしかん

新居　しんきょ
引っ越し　ひっこし　搬家
　新居に引っ越すたいです。

近所　きんじょ　附近
　近所迷惑　打扰邻居

　他人にめいわくをかけないでください。

孫　まご　孙子，孙女
係　かかり　工作人员，主管人员
支社長　ししゃちょう　分公司经理
就職　しゅうしょく　就业
インターネット　互联网

拾う　【他动1】ひろう　捡，拾
訳す　【他动1】やくす②　翻译



くれる　 【他动2】　给
届ける　【他动2】とどける　送到，送去

案内する　【动3】あんない　向导，导游
交換する　【动3】こうかん　换，交换
　交代する　こうたい　换班，交接班

紹介する　【动3】しょうかい　介绍

素敵　すてき【形2】　漂亮，极好
得意　とくい【形2】　擅长
新鮮　しんせん【形2】　新鲜
　野菜は新鮮なほうがいいです。

うまく【副】　高明地，很好地

それに【连】　而且
  それに：用于列举同类事物。 
  そして：用于列举事物，再加上某事物时。
  意思与“それに”基本相同，但“そして”更加接近于书面性语言。

どういたしまして　没关系，不用谢
どの辺　どのへん　哪儿

~先　さき
　行き先　目的地
　旅行先　旅行目的地
　出張先　出差所去的地方
　就職先　就业的单位
　送り先　邮件的接受人和地点

名１ は 名２ に 名３[物] を くれます



名词2 指说话人或者说话人一方。「くれる」是指物品由外->内
的“给”。

  馬さん は 私 に 地図 をくれました。小马给了我一张地图。
  小野さん、この本 を 私 に くれますか。小野，这本书是给我的吗？
  昨日、馬さん が 妹 に 旅行のお土産 をくれました。昨天，小马把旅
行时买的礼物给了我妹妹。

动词て あげる
～あげます：给他人物品。 ～てあげあます：为别人做某事。
表示说话人或说话人一方给为别人做某事
  森さん は お年寄りの荷物 を 持ってあげました。森先生帮老年人拿
了行李。
  お爺さん が 孫の本 を 読んであげました。爷爷念书给孙子听。

  この本 を あなた に 貸してあげます。我把这本书借给你(长辈对晚
辈)。
  ×このほんを私に貸してあげます。(注意，这样说是错误的，あげま
す是给对方/别人，对象语不能是自己/已方。)

  第8课：
  名1+ は + 名2 + に + 物品名 + を + あげます
  名1 给 名2 物品名
  敬语程度从低到高：やる——あげる——さしあげる
  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。



动て もらう
请别人为我怎样怎样；第三人请第三人做什么什么
  森さん は 李さん に 北京 を 案内してもらいました。森请小李带他
游览了北京。
句型：名１は 名２に 动てもらいます。
上一例句中，名词１：请求的一方(森さん)，名２：被请求的一方(李さ
ん)。

  係の人 に 切符 を 交換してもらいました。请工作人员帮我换了票。
  林さん、もう少し待ってもらいたいのですか。林先生,想请你稍微等
一下。

动て くれる
第三人在我方没有请求的情况下给予我方的动作
  女の子 が 私の財布 を 拾ってくれました。一位妇女帮我捡起了钱
包。
  友達 が 面白い本 を 教えてくれました。朋友介绍我了一本有趣的
书。

句型：名１ は 名２ に 动てくれます
  ごみ を 出してくれますか。帮我倒一下垃圾好吗?
  （＝あなた は 私 に ごみ を 出してくれますか。可以省略「あな
た」「わたし」）
  いいですよ。好的。

请求别人帮助时，用「～てくれませんか」比「～てくれますか」更加
礼貌，客气。
  森君、この手紙 を コピーしてくれませんか。森,能帮我把这封信复
印一下吗?

一些房地产相关的用语：
アパート：公寓
マンション：（高级）公寓



建売り（たてうり）：建房出售
一戸建て（いっこだて）：独栋楼房
賃貸（ちんたい）：出租（房） 　
新築（しんちく）：新建房屋
築～年（ちく～ねん）：建后～年　
畳（たたみ）：量词，用以说明日式房间面积
ＬＤＫ：带起居室、餐厅和厨房的居室
１Ｋ：带厨房的1居室　
ユニットバス：整体浴室　
家賃（やちん）：房租
敷金（しききん）：押金 　
礼金（れいきん）：酬谢金
管理費（かんりひ）：管理费

课后练习：
  あの店の料理は　なかなか　美味しかったですよ。
  もしかしたら　王さんは行かないかもしれません。
  あの人は英語とフランス語が上手です。それに　韓国語もできま
す。
  時間がありませんから、すぐに　来てください。
  朝はパンですか、ご飯ですか。－－ほとんど　ご飯です。
  明日の朝、横浜へ行かなければありませ。それで，すみませんが、
会社へ行くのが少し遅れます。
  そう言えば、明日は九月一日，僕は誕生日だ。

なかなか　非常，相当，很
　とても　非常，很
もしかしたら①　或许；可能
それで　因此，所以；那么①
すぐに①　径直；直接地；立即
そう言えば　そういえば　话说...（和前同的话有一定关系）
　ところで　转移话题用（和前同的话没关系，完全转移话题用）
それに　可是，但是，尽管那样；而且，再加上



ほとんど②　几乎；大部分
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1.27 《子供の時、大きな地震がありました》

経済　けいざい①
国際関係　こくさい　かんけい⑤

大勢　おおぜい③　许多，众多，人多
小勢　こぜい　人少
　敵（てき）は大勢で味方（みかた）は小勢だった。

高校　こうこう
　高校を卒業する。高中毕业

日記　にっき
教師　きょうし①
お年寄り　おとしより　老年人

ラジオ体操　ラジオ　たいそう
社交ダンス　しゃこう　ダンス
卓球　たっきゅう
バスケットボール
スポーツセンター

入園料　にゅうえんりょう
有料　ゆうりょう
～賞　しょう　奖
曲　きょく　乐曲，歌曲
詩　し
信号　しんごう
はさみ②　剪刀



部品　ぶひん　零部件
アルバイト　打工
スピーチ　演说　speech
グラフ①　图表　graph
企画　きかく　规划，计划
説明　せつめい
ご飯　ごはん
砂糖　さとう
海外旅行　かいがい　りょこう

こと　事情

おじいさん　爷爷；老大爷
おばあさん　奶奶；老奶奶
姉　あね　姐姐

通う　通います　【自动1】かよう　上学，来往，往返
集まる　集まります　【自动1】あつまる③　聚，集合
踊る　踊ります　【自动1】おどる　跳舞
　歌う　【他动1】うたう　唱
　歌　うた②　歌，歌曲

要る　要ります　【自动1】いる　要
　要らない本があったら、譲って（ゆずる）ください。如果有不要的
书，请转让给我吧

困る　困ります　【自动1】こまる②　为难，难办
たたく②　たたきます　【他动1】　拍，敲，打
　机をたたく。敲桌子

入れる　入れます　【他动1】いれる　放入，放进
　箱に物を入れる。



看病する　【动3】かんびょう①　护理
喧嘩する　【动3】けんか　吵架
利用する　【动3】りよう　使う（口语用）
相談する　【动3】そうだん　商量；协商；商谈；咨询

ほかに　【副】另外，除了...
　日本語の辞書のほかに英語の辞書も買います。除了日语字典还买了
英语字典

しばらく　【副】许久，好久；片刻

この前　このまえ　前几天，之前，最近
そう言えば　そういえば　说起来，这么说来

気が付きます　きがつく　察觉
　後ろに人がいるのか気が付きませんでした。后面的人没有察觉到

しばらくです　好久不见　（短期的）
　さしぶり　（长期的）

～行き　~去
　東京行きの新幹線。去东京的新干线

～便　びん　航班

この前　このまえ　前几天，之前，最近
そういえば　说起来，这么说来

小句（简体形）+時（とき）
①小句是名词时：名词+「の」＋時
  子供の時、大きな地震がありました(我小时候,发生过大地震)
②小句是动词时：动词基本形 時 或 动词た形 時



  日本に行く時、たくさんお土産を買いました(去日本的时候,买了许多
礼物-表示去日本之前买的礼物)
  日本に行った時、たくさんお土産を買いました(去了日本的时候买了
许多礼物-表示去日本之后买的礼物)
③小句是形容词：形容词+時
  忙しい時、家族みんなで仕事をします(忙时全家人一起干活)
④小句是形动词:形动词干 +「な」＋時
  暇な時、私は町で買い物をします(有空时我上街买东西)

時に（ときに）
表示只是那一次

动词ます形去ます＋「ながら」
一边....一边....
表示同一个主体同时进行两个动作,其中后面的动作是主要动作。
  李さんはテレビを見ながら、食事をしています(小李一边看电视,一边
吃饭--"吃饭"是主要动作)
  そのことを考えながら歩いていました(一边考虑着那件事,一边走着--
"走"是主要动作)

小句（简体形）でしょう？
①表示确认,确认对方比自己更为熟悉的事,要读升调
  李さん、明日　パーティーに行くでしょう(↑小李,你明天参加联欢会
吧)
②表示叮问,用于对方和自己意见不一或者叮问对方,读降调
  お母さん、私の日記、見たでしょう(↓妈,你是不是看我日记了?)

动ています
“动词て形+います”除了可以表示动作正在进行和动作的结果、状
态，还可以和表示反复或习惯性的动作。
在表示习惯性动作时可以用动词“ます形”来代替
  北京行きの飛行機は一時間に一便飛んでいます。（飞往北京的飞机
每小时飞一架。）[反复]



  私は毎日散歩しています/散歩します。（我每天散步。）[习惯]

名で
助词で加在名词后面还可以表示原因、理由
  仕事で、楊さんと会っていたんですよ。（因工作我和杨先生见面来
着。）

补充：
「ので」
「ので」和「から」 在文法上和意义上大致都相同。
但是，在语气语感上稍有差异。
「から」 → 表示主观的判断和意见等。
「ので」 → 表示客观的证据和判断等。

（第十一课语法）
“～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。）

名と会います
第8课学习了“～に会います”中的“に”表示对象的用法，而使用表
示互动行为的动词时，进行同一动作的另一方要用“と”来表示。



如“結婚します”、“けんかします”等表示互动行为的动词只能
用“と”。
  仕事で、楊さんと会っていたんですよ。（因工作我和杨先生见面来
着。）
  田中さんは佐藤さんと結婚しました。（田中先生和佐藤女士结婚
了。）
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1.26 《自転車に2人で乗る のは 危ない です》

大雨　おおあめ
小雨　こさめ

桜　さくら
風　かぜ
　風か強い　风大
　風がひどい　感冒重

月　つき②
表　ひょう　表格
握手　あくしゅ
習慣　しゅうかん
お辞儀　おじぎ　鞠躬，行礼
挨拶　あいさつ　寒暄

手　て
　両手　りょうて　两只手
　片手　かたて　一只手
　片道　かたみち　单程
　　往復　おうふく　往返

お客さん　おきゃくさん
普通　ふつう
次　つぎ
スーパー
料金　りょうきん

会費　かいひ



バーゲン　bargain

クレジットカード　credit card
色鉛筆　いろえんぴつ
豊作　ほうさく　丰收
仲　なか①　朋友
忘れ物　わすれもの

防ぐ　防ぎます　【他动1】ふせぐ②　防御，防备，防守

回る　回ります　【自动1】まわる　走访；转；绕弯
　警官が夜の町を回って歩く。警察夜里在街上巡逻

走る　走ります　【自动1】はしる②　跑，奔跑
　家からここまでずっと走ってきた。从家里一直跑到这

吹く　吹きます　【自动1】ふく　吹

挙げる　挙げます　【他动2】あげる　举，举起
　手を挙げている人は王さんだろう。

足りる　足ります　【自动2】たりる　足，够
　いくら金があっても足りない。有多少钱也不够

スケッチする　【动3】素描，写生

発言する　【动3】はつげん
優勝する　【动3】ゆうしょう　得冠军
合格する　【动3】ごうかく
約束する　【动3】やくそく　约定

もしかしたら　【副】也许

つい　　【副】不知不觉



　昨夜つい寝ました。昨晚不知不觉就睡着了
　バーゲン会場では，つい何でも買いたくなります。在打折品卖场
上，不知不觉地什么都想买

すぐに　【副】就要，立刻，马上
　すぐに行きます。马上走

ほとんど【副】大部份，几乎
それで　【副】因此

挨拶回り　あいさつまわり　寒暄拜访
いけない　不行，不好，不可以

~社　しゃ

小句（动词简体形）+の+は+形です

动词小句加“の”使其名词化，表示“做某动作”的意思。
这种名词化形式做主语而谓语是表示性质、状态的一类形容词或二类形
容词时，主语要用助词“は”来表示。
  （１）自転車に2人で乗る　のは　危ないです。骑自行车带人很危
险。
  （２）パソコンで表を作る　のは　楽しいです。用电脑制表是很愉
快。

第11课学习了“好きです”、“嫌いです”、“上手です”、“下手で
す”等表示好恶、擅长不擅长的形容词。
如果名词化形式是这些形容词的对象时，要用助词“ガ”来表示。
  （１）李さんは　絵をかく　のガ　 好きですね。小李你喜欢画画
啊！
はい，色鉛筆でスケッチする　 のガ　 大好きです。是的，我特别喜
欢用彩色铅笔素描。



  （２）わたしは　自転車に乗る　のガ　 下手です。/我骑自行车技术
不行。

注意：“好きです”等表示好恶的形容词的对象作为话题使用时，要用
助词“は”来表示。
  （１）絵をかくのは好きですか。画画你喜欢吗？
    —いいえ、絵をかくのは嫌いです。不，画画我不喜欢。

小句（动词简体形）+の+を+动

动词小句加“の”的名词化形式还可以做宾语。

  （１）手紙を出す　のを　 忘れました。我忘了寄信。
  （２）森さんガ　発言する　のを　 聞きました。听了森先生的发
言。
  （３）林さんは　掃除する　のを　 やめました。林先生不做扫除
了。
  （４）李さんは　小野さんガ料理を作る　 のを　 手伝います。小李
帮小野女士做菜。

注意：这种名词化形式做宾语时“の”和“こと”可以互换。
  （１）李さんは部長に報告するの（＝こと）を忘れました。

如果句尾的动词是“知らせます”（告诉）“伝えます”（转告）“話
します”（说）等表示语言行为的动词时，要用“こと”而不能
用“の”。
  （１）李さんは森さんガ休むことを伝えました。小李转告了森先生
请假的事情。

句尾的动词是“見ます（看）”“聞きます（听）”等表示感知的动词
或“手伝います（帮忙）”“やめます（停止）”“防ぎます（防
御）”等表示直接作用于动象的动词时，则要使用“の”而不能用“こ
と”。



  （１）李さんは森さんガ車から降りるのを見ました。小李看见森先
生从车上下来了。

小句（简体形）でしょう「推测」

表示说话人对自已和听话人都不能断定的事情进行推测，常与“たぶ
ん”呼应使用。
动词小句和一类形容词小句用简体形后续“でしょう”，二类形容词小
句和名词则把简体形的“だ”换成“でしょう”就可以了。“でしょ
う”的简体形是“～だろう”。

  （１）明日の朝は大雨になる でしょう。明天早晨会下大雨吧。
  （２）森さんは知らない でしょう。森先生不知道吧。
  （３）この本の値段はわかりませんガ，たぶん高い でしょう。我不
知道这本书的价格，大概很贵吧。
  （４）桜の季節ですから，京都はたぶんにぎやか でしょう。现在正
是观赏樱花的季节，京都大概很热闹吧。
  （５）今年はたぶん豊作 だろう。今年大概是个丰收个吧。
  （６）これはたぶんだれかの忘れ物 だろう。这大概是谁忘记的东西
吧。
  （７）会議はもう終わった だろう。会议已经结束了吧。

小句（简体形）かもしれません

表示有可能发生某，其可能性一般为百分之五十左右。
动词小句和一类形容词小句用简体后续“かもしれません”。
二类形容词小句和名词小句则把简体形的“だ”换成“かもしれませ
ん”即可。

  （１）森さんは今日会社を休む かもしれません。森先生今天也许不
来公司上班了。
  （２）あの2人は仲がいいですね。那两个人关系很好呀。
    —あの2人は結婚する かもしれません。也许他们会结婚吧。



  （３）クレジットカードを落とした かもしれません。也许我把信用
卡弄丢了。
  （４）来週は暇 かもしれません。下星期也许有空。
  （５）もしかしたら明日は雪 かもしれません。明天也许下雪。

注意：与“～でしょう”相比“かもしれません”表示的概率较低。

表达及词语讲解

1.もしかしたら（也许）
口语常用，一般用于可能性较低的场合，一般与“~かもしれませ
ん”和“~ではありません”等呼应使用。
  もしかしたら，今日は来ないかも知れませんよ。也许今天不来了
  もしかしたら，太田さんではありませんか。您也许是太田先生吧？

2.それで（因此）
表示前面句子的事态为后面句子事态的原因或理由
“だから（所以）”也表示原因或理由，但语气较强，且后面可以表示
祈使句或推测的句子，而それで不行。
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1.25 《これ は 明日会議 で 使う資料です》

数学　すうがく
専門　せんもん
女優　じょゆう
営業課　えいぎょうか

市街　しがい
郊外　こうがい
道路　どうろ
交通量　こうつうりょう　交通流量
空港　くうこう　机场
高速道路　こうそくどうろ

部品工場　ぶひんこうじょう　 零件制造厂
エレベーター　直升的电梯
絵本　えほん
自然　しぜん　大自然
給料　きゅうりょう　工资
今夜　こんや
時差　じさ

怪我　けが②　伤
　怪我をする

泊まる　泊まります　【自动1】 とまる　住，过夜，住宿
　旅館に一晩泊まる。

結ぶ　結びます　【他自动1】 むすぶ　连接，系
　ネクタイを結ぶ。系领带



　紐で結ぶ。用绳系上

取る　取ります　【他动1】 とる①　印，记下

生まれる　生まれます　【自动2】 うまれる　出生，诞生
　新国家が生まれる。

倒産する　【动3】とうさん　倒闭，破产
渋滞する　【动3】じゅうたい　堵车，停滞

確認する　【动3】かくにん

豊か　【形2】ゆたか　充裕，丰富

大きな　【连】おおきな　大的
小さな　【连】ちいさな　小的

別に　【副】べつに　 并不
　別に何も欲しくない。我什么也不想要

この辺り　このあたり　这一带，这附近

动词（简体形）
小句（动词简体形）+句词
动词或动词小句修饰名词，用动词的简体型。
简体型包括：动词基本型,用于表示某种习惯或将要发生的动作；动词
「た」型，已经发生的动作。「ない」型：表示否定。
  （１）これは明日会議で使う資料です。（这是明天开会用的资
料。）
  （２）あれは森さんが今夜泊まるホテルです。（那是今晚森要入住
的宾馆。）
  （３）あれは倒産した会社です。（那是一家倒闭的公司，倒産「と
うさん」。）



第（１）（２）小句，是表示将要发生的动作，所以用了动词的基本
型，第三句，已经发生的动作，用了动词的「た」型。
注意：[1]名词前不用敬体型 [2]名词前不能加「の」。

小句（动词简体形）+名词　は　名/形　です（动词小句修饰名词而形
成的小句做主语）
  （１）私が明日乗る飛行機 は 中国航空 です。（我明天乘坐的飞机
是中国航空公司的。）
  （２）小野さんが作る料理 は おいしい です。（小野做的菜很好
吃。）
  （３）森さんが買った本 は これ です。（森买的书是这一本。）
第（１）（２）小句，是表示将要发生的动作，所以用了动词的基本
型，第三句，已经发生的动作，用了动词的「た」型。

日语中名词前面常常有很长的定语，例如下面的句子：
  昨日父はデパートで日本製のカメラを買いました、そのカメラはと
ても安かったです。
可以变化为一个句子---->
  昨日父がデパートで買った日本製のカメラはとても安かったです。

动词小句+名　を/に/から　动词ます（动词小句修饰名词形成的短语,
也可做主语以外的其它句子成分。）
  （１）中国で買ったCD を 友達に貸しました。（我把在中国买的CD
借给朋友了。）
  （２）中国へ転勤した友達 に 手紙を書きます。（我给调到中国工作
的朋友写信。）
  （３）私が知らない人 から 手紙が来ました。（一个不认识的人给我
来了信。）
注意：修饰名词的动词小句中的主语,要用「が」来提示。

形容词小句+名词

  入り口が広い＋あの建物



  ー＞入り口が広いあの建物

  操作が簡単です＋パソコン
  ー＞操作が簡単なパソコン

  数学が専門です＋先生
  ー＞数学が専門の先生

注意：形容词修饰名词时，不能加「の」。

用言如何修饰名词

１、用言是动词时，注意两个方面：①用动词的简体形②名词前不能加
「の」。

  明天会议用的资料：明日会議で使う資料 （用了动词的原形）
  我明天乘坐的飞机：私が明日乗る飛行機
  在中国买的CD：中国で買ったCD（用了动词的过去式,表示完成了的
动作）
  我不认识的人：私が知らない人（动词的否定）

２、用言是形容词时，要用形容词的简体形。

  入口很大的大楼：入り口が広い建物

３、用言是形容动词时,用形容动词的词干+「な」修饰名词。

  操作简单的电脑：操作が簡単なパソコン
  这个公司唱歌最好的人：この会社で歌が一番上手な人

注意：除了用言以外，名词也可以修饰名词，名词与名词之间，用
「の」连接。
  教数学的老师：数学が専門の先生



短语在句中的作用

１、做主语
  私は明日乗る飛行機 は 中国航空です。
  操作が簡単なパソコン が 欲しいです。
  あの窓の所にいる人 は 誰ですか。
  この会社で歌が一番上手な人 は 誰ですか。

２、其它成分
  これは明日会議で使う資料です。
  その人は中国でとても 人気がある女優 です。
  中国 で 買ったCD を 友達 に 貸しました。
  昨日李さん に もらった本 を 読んでいます。
注意：动词小句中主语用「が」提示（这个知识点,我们每一期都提醒大
家,这次可一定要记住。）

我们可以举个例子加深一下记忆：
  父は中国で買ったCDを友達に貸しました。
  父亲把在中国买的CD借给朋友。（父亲既是买CD的主语,也是送给朋
友的主语。）
  父が中国で買ったCDを友達に貸しました。（父亲是买CD的主语,我
是送给朋友的主语。）
这个句子，省略了“わたし”。完整的说法可以是：私は父が中国で買
ったCDを友達に貸しました。（我）把父亲在中国买的CD借给朋友。

所以《动词小句中的主语要用「が」来提示。

应用课文部分：

１、两次用到「...ですね」
  ずいぶんまっすぐな道路ですね。
  あっ、これ、日本の歌ですね。
对眼前遇到的情况进行确认



２、「....でしたね」
  今日泊まるホテルは天安飯店でしたね。
对已经知道的事进行确认

３、あそこ、あれ：距离比较远的称谓。
  あそこにある大きな白い建物は何ですか。
  あれは自動車の部品工場です。

４、形容词词干＋くなります　表示变化
  だいぶ車が多くなりましたね：车多起来了啊。（指进放三环路以前
没这么多车，进入以后，车才多了起来。）

5、~のところ
把本不表示场所的名词变为表示场所的名词
李さん、すぐ課長のところへ行ってください。小李，快去科长那儿！


