NYELVTANI SZERKEZETEK ÉS SZÓKINCS
1. Nyelvtani szerkezetek
VIZSGASZINTEK

Emelt szint B2:

Középszint B1:

A vizsgázó
A vizsgázó
- megérti és helyesen használja az
egyszerű
szerkezeteket szóban és írásban,
- ismerős helyzetekben
elfogadható
nyelvhelyességgel
kommunikál,
- az esetleg előforduló hibák és az
- változatos szerkezeteket is megért és
érezhető anyanyelvi hatás ellenére
használ szóban és írásban,
érthetően fejezi ki gondolatait,
- viszonylag nagy biztonsággal
kommunikációs szándékait.
használja a nyelvtani szerkezeteket, és
közben nem követ el rendszerszerű
hibát,
- szükség esetén mondanivalóját képes
önállóan helyesbíteni, pontosítani,
- árnyaltan fejezi ki kommunikációs
A mellékelt lista tájékoztató jellegű, a nyelv természetéből
nem teljes.
szándékaitadódóan
.

Az alábbi táblázatban az egyes nyelvtani szerkezetek azon a szinten jelennek meg, ahol először
megtanítjuk őket.
A példák a használatnak ezt az egyszerű szintjét illusztrálják. Természetesen magasabb nyelvi
szinteken az egyes nyelvi jelenségek összetettebb használata is megjelenik.
A középszintre vonatkozó táblázatban dőlt betűvel jelöljük azokat a szerkezeteket, amelyeket csak
B2 szinttől kell produktívan használni. Ezek is előfordulhatnak azonban a B1 szintű feladatokban,
de aktív használatuk nem szükséges a feladatok megoldásához.
Az emelt szintre vonatkozó táblázatban dőlt betűvel szerepelnek azok a szerkezetek, amelyek
produktív használata B2 szinten nem szükséges a feladatok megoldásához.

Középszint
Példa

Nyelvtani szerkezet
【助詞】
1. 格助詞
が、を、に、で、へ、と、から、の

1．
昨日友達がうちへ来ました。父はビールを飲みます。
つくえの上に花があります。毎朝 7 時に起きます。
大学で日本語を勉強しました。夏休みにフランスへ行きます。マリさんは
ハンガリーから来ました。これはわたしの本です。
2.

2. 副助詞

東京から大阪まで行きます。

まで、など、だけ、ぐらい、か、

つくえの上に本やノートなどがあります。

は、も

今朝はくだものだけ食べました。今部屋に 10 人ぐらいいます。今晩か明

しか + 否定

日の朝、電話します。
わたしは学生です。コーヒーも紅茶も好きです。
子供は一人しかいません。
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3. 接続助詞
と、や、から、ので、て、ながら、たり、が、

3.
本屋で雑誌と辞書を買いました。かばんの中にかぎやさいふがありま
す。今日は妻の誕生日ですから、早く帰ります。昨日頭が痛かったの
で

、

薬

を

飲

ん

で

早

く

寝

ま

し

た

。

昨日、映画を見て、家へ帰りました。歌を歌いながら、おふろに入りま
4. 終助詞
か 疑問文（～か）

す。週末はいつも買い物をしたり、そうじをしたりします。パソコンは便利
ですが、高いです。
4.
チョコレートがすきですか。

【名詞】
複数（子供たち、先生がた、人々）
形式名詞（こと、とき）
時間を 表す名詞（今日、先週、来年、今、
等）

子供たちが外であそんでいます。
しゅみは本を読むことです。
今日ひらがなをべんきょうしました。
田中さんが病気なのを知っていますか。

名詞化 (～の、～こと)
【接尾語】
中（ジュウ）pl. 一年中、一日中
ごろ

(時刻 + ごろ)

【代名詞】
（わたし、あなた、かれ／かのじょ、わたしたち、あ

昨日は一日中家にいました。
いつも 7 時ごろ起きます。
わたしは学生です。かれらは今年の夏外国へ旅行します。

なたがた、かれら）
【指示代名詞、疑問詞】
こ・そ・あ・ど
（これ、ここ、この、こんな、こう、こんなに、こちら;
なに／なん、だれ／どなた、いつ、いくつ、いくら、
いかが、なぜ、どうして）
【疑問詞+か｛不定の意味｝】
（どれか、どこか、どこかへ、どうか、どちらか、なに
か、だれか、どなたか、いつか、いくつか、いくらか、
なぜか）
【疑問詞+も+否定】
（どれも、どこへも、どこにも、どちらも、なにも、だ
れも、どなたも）
【数詞、助数詞】
数詞（一、二、三等・一つ、二つ、三つ等）
助数詞（人、ひき、本、さつ、まい、等)
時刻（月日・時・時間）
【副詞】
（あまり+否定、すこし、たくさん、もっと)
【接続詞】
（そして、それから、しかし、それで)

これは時計です。ここは教室です。この人は学生です。
こんなくつがほしいです。この漢字はこう書いてください。こんなにたくさん

もらってもいいんですか。
どうして学校を休みましたか。
どれかひとつ持ってください。週末どこかへ行きますか。
なにか飲みませんか。
いつかいっしょに食べに行きましょう。
日曜日はどこへも行きませんでした。朝からなにも食べていません。教室
にはだれもいません。
朝りんごを 3 つ食べました。外に子供が 3 人います。
7 月 20 日に日本へ行きます。今何時ですか。7 時半です。昨日、10 時
間寝ました。
わたしの家はあまり大きくないです。
母はきれいです。そして料理が上手です。
昨日たくさん勉強しました。しかし、テストはよくできませんでした。
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【動詞】
I. 五段活用、 II. 上一段活用、下一段活用、
III. カ行変格活用、サ行変格活用
未然形

I. よみます、II. 見ます、食べます、III.します、来ます
毎日テレビをみます。
日本語を勉強するのがすきです。
ここへ来てください。

連用形
辞書形（終止形、連体形）
連用形 ～て形、～た形、～たり形、
否定のて形（V ないで）
【自動詞・他動詞】
1. N が＋自動詞
2. N1 が／は N2 を＋他動詞
【進行の形】
～ている
【状態｛結果・完了｝】
1. 自動詞＋ている
2. 他動詞＋てある
【形容詞と活用（い形容詞) 】
1. 現在形・過去形・｛肯定・否定｝
2. 連用形（A く)
3. 連体形（A い）
4. て形（A くて）

海でおよいだことがありますか。
べんきょうしたり、テレビをみたりします。
ここに車を止めないでください。
1. 電気がつきます。
2. 田中さんが／は電気をつけました。
学校で日本語を勉強しています。
1. 窓が開いています。
2. 窓が開けてあります。
1. グヤーシュはおいしいです。／おいしくないです。
2. 毎朝早く起きます。
3. 赤いくつを買いました。
4. この部屋は広くて、明るいです。

【形容動詞と活用（な形容詞) 】
1. 現在形・過去形｛肯定・否定｝
（AN だ、AN ではない、AN だった等）
2. 連用形（AN に）
3. 連体形（AN な）
4. て形（AN で）
【存在文・所在文】
1.（場所）に N がある／いる。
2. N は（場所）にある／いる。
3.（場所）に N が（数量）ある／いる。

1. この辞書は便利だ／ではない。
2. あの人は日本語を上手に話します。
3. きれいな花を買いました。
4. あの公園はきれいで、大きいです。

1. 教室にテレビがあります。
2. 本はつくえの上にあります。
3. つくえの上にケーキがふたつあります。

【動詞文】
1. 普通

V 辞書形。V ない。V た。V なかっ

た。）
2. 丁寧 （V ます。V ません。等）

【形容詞文】
1. 普通 （A い。A くない。等）
2. 丁寧 （A いです。A くないです。／ありませ
ん。等）

1.毎朝コーヒーを飲む。父はお酒を飲まない。
昨日、映画を見た／見なかった。
2. 毎朝コーヒーを飲みます。父はお酒を飲みません。

1. グヤーシュはおいしい／おいしくない。
2. グヤーシュはおいしいです。
ケーキはおいしくないです。／おいしくありません。

3

【形容動詞文】
1. 普通 （AN だ。AN ではない。等）

1.この辞書は便利だ／便利ではない。

2. 丁寧 （AN です。AN ではありません。等）

2.この辞書は便利です。あの人は親切ではありません。

【名詞文】
1. 普通 （～N だ。～N ではない。等）
2.丁寧

（～N です 。～N ではありま せん 。

1. わたしは学生だ。マリさんは日本人ではない。
2. わたしは学生です。マリさんは日本人ではありません。

等）
【重文】
1. 並立（～で、～。）
2. 逆説（～が、～。)
【複文】
連体修飾節（[V／A／AN] + N）
【時間関係（同時･前後・並立）】
1. ～とき
2. ～まえ（に）
3. ～て／～てから
4.～たあと（で）
5. V ながら V
【推量】
1. ～でしょう／だろう
2. ～と思う
3. ～かもしれない
【理由】
1. ～て
2. ～から／～ので
【は／が】
疑問文（～は＋疑問詞、疑問詞＋が～)
【は～が文】
1. ～は～が～たい
2. ～は N がすき／きらい
【省略】
1. 名詞の省略（A／AN＋の）
2. 所有（Ｎ＋の＋Ø)
【依頼】
1. N をください、 V てください
2. V ないでください
3. お V ください
【勧誘】
1. V ましょう
2. V ませんか

1. 父は日本人で、母はフランス人です。
2. わたしのかばんは小さいですが、姉のは大きいです。
あれはどこへ行くバスですか。昨日買った本は高いです｡
1. 漢字がわからないとき、辞書をつかいます。
2. ねるまえに、本を読みます。
3. 家に帰って、すぐねます。
4. ごはんを食べたあと（で）、ビールを飲みましょう。
5. 音楽を聞きながら、本を読みます。
1. 明日の天気は雨でしょう／だろう。
2. 日本語のテストはむずかしいと思う。
3. 明日はゆきがふるかもしれない。
1. アイスクリームを食べて、おなかがいたくなった。
2. たくさん宿題があるから、遊びにいきません。
あのかたはどなたですか。どれが先生のつくえですか。
1. わたしは日本りょうりが食べたい。
2. おとうとはやさいがきらいだ。
1. あの赤いのを見せてください。
2. このかばんはいもうとのです。
1. おちゃをください。ちょっと待ってください。
2. ここに車をとめないでください。
3. どうぞおすわりください。
1. いっしょに行きましょう。
2. きっさてんで何かのみませんか。
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【勧告】

おそいから、もうねたほうがいい。

～たほうがいい
【希望・意志】
1. N がほしい／ V たい
2. ～つもりだ

2. わたしはいしゃになるつもりだ。
3. わたしはコーヒーにします。

3. N にする

4. 毎日テニスをすることにしました。

4. V ことにする
【変化】
1. A く／AN に／N になる
2. A く／AN に／N にする
3. もう＋肯定／否定
4. まだ＋肯定／否定
【引用・名称の導入】
1. ～と言う

1. 寒くなりました。日本語が上手になりました。
2. 部屋を明るくします。部屋をきれいにします。
3. もうその映画を見ました。もうお金がありません。
4. まだ時間があります。まだごはんを食べていません。
1. 先生は「明日テストだ」と言いました。
2. あれは何という漢字ですか。

2. ～という N
【補助動詞】
1. V ていく／ V てくる
2. V てみる

1. 空がくらくなっていきます。さむくなってきました。
2. 新しいペンを使ってみます。
3. もうしゅくだいをしてしまいました。

3. V てしまう

4. おきゃくさんが来るので、そうじをしておきます。

4. V ておく
【可能】
1. N1 は N２ができる
2. N は V ことができる
3. V（え）る／

1. わたしは新しい車がほしい／買いたい。

V られる

【義務・許可・禁止】
1. ～なければならない／～なくてはいけない
2. ～てもいい
3. ～てはいけない
【経験】
～たことがある／ない
【やりもらい】

～をやる、 ～をあげる、～をさしあげる
～をくれる、～をくださる
～をもらう、 ～をいただく
V てやる、 V てあげる、 V てさしあげる
V てくれる、 V てくださる
V てもらう、 V ていただく

1. 先生は中国語ができる。
2. 弟はもうじてんしゃにのることができる。
3. 漢字が読める。すしが食べられる。
1. もう帰らなければならない／なくてはいけない。
2. 今日は学校へ行かなくてもいい。
3. 図書館では話をしてはいけない。
兄は外国へ行ったことがある／たことがない。
1.毎朝花に水をやる。
山田さんに何をあげましょうか。
母がたんじょうびに本をくれた。
毎年母はたんじょうびに花をもらう。

ともだちにかんじをおしえてあげる。
おいしいケーキを作ってさしあげる。
先生がわたしに英語を教えてくださる。
あの方から本を送っていただきました。
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【比較】
1.

～は～より

2.

～より～ほう

1. 弟はわたしよりせが高い。
2. ひらがなよりカタカナのほうがむずかしい。
3. 春と夏とどちらがすきですか。夏のほうがすきです。

3. 「～と～とどちら」「～ほう」

V 動詞／ige
N 名詞／főnév
A 形容詞／i-típusú melléknév
AN 形容動詞／na-típusú melléknév

イタリック 理解だけ／ a dőlt betűvel szedett rész produktív használata nem szükséges

Emelt szint
Nyelvtani szerkezet

Példa

【助詞】
1. 格助詞

1.

から

～から～にかけて; ～から見ると／見れば

に

～にかわって／～にかわり;

先生からみると、わたしはまだ子供だろう。

等

む す こ

～にきまっている;

ごうかく

よく勉強したのだから、合格するにきまっている。

～にくらべて／～にくらべ;

きょねん

去年の冬にくらべて今年の冬はあたたかい。

～にちがいない;

はんにん

～について／～につき／～については

と

～として／～としては／～としても

を

～をきっかけに／～をきっかけとして

彼が、犯人にに ちがいない。明日のテストについて学生に説明し

等

～にとって／～にとっては／～にとっても
～によって／～により／～によっては

れい

息子にかわってお礼を言います。

はつおん

じ し ん

た｡日本人にとって、ハンガリー語の発音はは 難しい。地震にに よっ

等

か ん こ う ち

て、家がこわれた。ハワイは観光地にと して日本人に人気がある。

等

ひ と り ぐ

こ う べ

大学入学をきっかけに一人暮はら しをはじめた。神戸にを 中心に
かんさいちほう

等

はっせい

関西地方で地震が発生した。

～を中心に／～を中心として／～を中心にして
2.

2. 副助詞

5 時までにレポートを書かなければなりません。

までに

ぼう

つか

彼はいつもテレビばかり見ています 。足が棒はに なるくらい、疲はれ

N＋ばかり

ひとくち

くらい／～ぐらい／～くらいだ／～ぐらいだ

た。一口だけ、いただきます。ビールを 10 杯も飲みました。ちょっと

だけ／～だけあって／～だけに／～だけの

お茶でも飲みましょう。

も、でも、こそ、～しかない、～ほど

今度こそ、スピーチコンテストで優勝したい。

ゆう しょう

こうなったら、もうやるしかない。
3.

3. 接続助詞

すしとかてんぷらとか、日本料理が食べたいです。

とか、し、

あのレストランは安いし、おいしいです。

のに

つ

ゆ

もう梅雨に入ったのに、ぜんぜん雨が降りません。
4.

4. 終助詞

どうしたの。そんなに急いで。

の

あの部屋には入るなと言われました。

な
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【助動詞】

朝食を食べずに出かけた。明日は雪が降るらしい。

～ず（に）、～らしい、～べき（だ／ではない）

ルールはまもるべきだ。

～ように

先生が説明したように、やりなさい。

【接尾語】

このビルの高さは 10 メートルくらいです。

A／AN さ

ほ

A／AN がる

弟は､スズキの新車を欲しがっている｡

V たがる

姉はワインフェスティバルへ行きたがっています。

【補助動詞】

いますぐ、勉強しなさい。

V なさい｛命令｝
【形式名詞】

テレビをつけたままねてしまいました。

まま

その仕事については彼が知っているはずだ。

はず

やきゅう

し あ い

ちゅうし

ため（に）

雨のため、野球の試合は中止です。

うち（～うちに／～ないうちに）

テレビを見ているうちに､眠くなった｡

おかげ（～おかげで／～おかげだ）

先生のおかげで、日本語が好きになりました。

かわり（～かわりに）

今日は母のかわりにわたしが晩ごはんを作った。

せい（～せいだ／～せいで／～せいか）

遅刻したのはバスが遅れたせいだ。

ところ（V 辞書形ところだ／V ているところだ等）

これから出かけるところだ。

とおり／どおり（～とおり／～とおりに／～どおり）

高橋さんの言ったとおり、この問題は難しい。

～のだ／～んだ

どうして昨日休んだんですか。

ねむ

ち こ く

【名詞化】

さ と う

り ゅ う がく

佐藤さんは４月から留学するということだ。

～ということ
【宿約形】

もうこんな時間。行かなくちゃ。

～ちゃ（←ては）
【敬語】
I. 尊敬語

社長はもうお帰りになりましたか。

お V になる

社長はもう帰られましたか。

V れる／られる

どうぞ、お入りください。

お V ください

ぞ ん じ

佐藤さんをご存知ですか。

お／ご N
II. 謙遜語

に も つ

お荷物をお持ちします。

お V する

あんない

学校の中をご案内いたします。

お／ご V／N いたす
III. 丁寧語

スーツ売り場は３階でございます。

AN／N でございます
【受身】
普通の受身

私は先生にほめられた。

(N１は／が（N２に）V れる／られる)

な

昨日の晩、赤ちゃんに泣かれた。

迷惑の受け身
【使役】

わら

N1 は／が N２を V せる／させる

佐藤さんはいつもみんなを笑わせます。

N1 は／が N2 に N3 を V せる／させる

先生は子供に絵を描かせた。

えが

7

【使役＋受身】

私は友達に１時間も待たされました。

N1 は／が N2 に V せられる／させられる
【動詞と活用】

走れ！

命令形
未然形

～う、～よう

仮定形

～ば

明日はブダペストへ行こう。
説明書を読めば､使い方がわかります｡

【可能動詞】

私は 200 メートル泳げます。

（え）る／られる
【形容詞と活用】
仮定形

明日天気がよければテニスをします。

～ければ

【意志・決心】

子供がアイスクリームを食べたがっている。

V たがる

あしたから、ダイエットしようと思う。

V う／ようと思う

ダイエットしようとしたが、だめだった。

V う／ようとする

た ん ご

これから 1 日 10 個単語を覚えることにします。

V ことにする
【依頼】

ここでお待ちください。

お V ください

少し休ませてください。

V せてください／させてください
【複合動詞／形容詞】

飛行機が動きはじめました。

V はじめる

と つ ぜん

V だす

突然雨が降りだした。

V つづく

昨日は１日中雨が降りつづいている。

V おわる

朝ご飯を食べおわりました。

A／AN／V すぎる

ケーキを食べすぎました。

V やすい／にくい

この薬は甘くて飲みやすい／にくいです。

【動作の方法】

漢字の読みかたが分かりません。

V かた
【許可・禁止】

少しくらい遅れてもかまいませんよ。

V てもかまわない

EU 内では、パスポートをみせなくてもいい。

～なくてもいい

さわるな！きけん！

Vな
【やりもらい】

しゅくだい

N をやる、V てやる

犬にえさをやる。妹の宿題を手伝ってやった。

V てあげる、V てさしあげる

ミラーさんにケーキを作ってあげました。

V てくれる、V てくださる

父が時計を買ってくれた。先生が駅まで送ってくださった。ワンさ

V てもらう、V ていただく

んに中国語を教えてもらいました。

【条件】

お

～ば、～

ボタンを押せば、ドアが開きます。

～たら、～

もし、雨が降ったら、出かけません。

～なら、～

あしたいい天気なら、ハイキングに行こう。

～と、～

春になると、桜が咲きます。

【譲歩】
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～ても／でも

雨が降っても、試合はあります。

疑問詞＋ても／でも

どんなに大変でも日本語の勉強を続けます。

【推量】

あの人が新しい先生だろう。

～だろう

山下さんは具合が悪いらしい。

V／A／AN らしい

明日は雪がふるかもしれない。

～かもしれない

その仕事については彼が知っているはずだ。

～はずだ／～はずがない

もう、鈴木さんは家へ帰ったようだ。

～ようだ

兄はプレゼントをもらってうれしそうです。

～そうだ
【伝聞】

天気予報によると、今晩から雨が降るそうだ。

（～によると）～そうだ
【比較】

今年の冬は、去年ほど寒くない。

～ほど～ない

よ さ ん

予算は安ければ安いほどいい。

～ば～ほど
【比ゆ・状況】

今日は春らしい天気だ。

N らしい

この赤ちゃんはまるで人形のような顔をしています。

～ようだ／ような／ように
【ある、する、なる】

このせっけんはバラの香りがする。

～がする

天気予報ははずれることがある。

V 辞書形・ことがある

せ ん た く き

この洗濯機はたぶん買い換えることになるでしょう。

～ことになる／～ことになっている／～こととなっている

明日の会議は 8 時からということになっている。
へんきゃく

本は 2 週間以内に返却することとなっている。

～ことにする

今日は疲れたから、寝ることにする。

～ようにする

あま

明日から、あまり甘いものを食べないようにします。日本語がわか

～ようになる

るようになった。
【疑問文の複文】

高橋さんが何時に会社へ来るか、知っていますか。

[～か、]～。

ワンさんは今日来るかどうか知っていますか。

[～かどうか、]～。
【「いう」の文節】

ワンさんにパーティーに来るように言ってください。

～ように言う

しゅ くじつ

祝日なので、病院は明日も休みということだ。

～ということだ

V 動詞／ige
N 名詞／főnév
A 形容詞／i-típusú melléknév
AN 形容動詞／na-típusú melléknév

イタリック 理解だけ／a dőlt betűvel szedett rész produktív használata nem szükséges
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VIZSGASZINTEK
Emelt szint B2:
Középszint B1:
A vizsgázó
A vizsgázó
- megfelelő szókinccsel rendelkezik ahhoz,
hogy kommunikálni tudjon a legtöbb olyan
témában, amely összefügg saját mindennapi
életével,
- jól tudja alkalmazni alapvető szókincsét,
noha még előfordulhatnak nagyobb hibák,
- a
bonyolultabb
gondolatokhoz,
témákhoz nem mindig találja meg a
legmegfelelőbb kifejezőeszközt.
- megfelelő szókinccsel rendelkezik ahhoz,
hogy kommunikálni tudjon változatos
helyzetekben, illetve elvont témákról,
- a változatos nyelvi, lexikai elemek közül
általában ki tudja választani a kommunikációs célnak legmegfelelőbbet; szükség
esetén néha körülírást alkalmaz,
- kisebb lexikai pontatlanságai nem
gátolják a kommunikációt.

A vizsga szókincsének alapjául a mai japán köznyelv szolgál. Speciális tájnyelvi szavak,
csoportnyelvi szavak és szakszavak produktív ismerete nem követelménye a vizsgának. Ilyen
típusú szavak kizárólag olyan szövegekben fordulhatnak elő, amelyekben az ismeretük nem
előfeltétele az adott szöveg megértésének.
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