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前　 言

本系列丛书是为备考新日本语能力考试(N５~N１)的学习者而编写的

系列辅导书,也适合具备同等日语水平的学习者、爱好者用于日常学习.
本系列丛书根据新日本语能力考试的指南和题型要求进行编写,本书

为“读解”部分,全书共由以下四大部分构成.

一、试题解析.重点介绍了出题形式和解题技巧以及解题时的逐一实

现,使学习者有效把握考查的范围和解题时的阅读重点.
二、题型分析.按出题题型详细讲解了每个题型的出题形式和解题要

求,并根据掌握的知识练习每个题型中配备的练习题.
三、综合练习.主要设置了中篇文章和长篇文章的阅读练习,是第二

部分“题型分析”的集大成.解题技巧和方法可以参考“题型分析”中介绍的

知识点.
四、实战演练.配备两套模拟测验题,题型完全对应真题,难易度接近

真题,有助于学习者有效检验和评价自己的学习效果.

本书解析与译文以PDF形式呈现,获取方式请详见封底.
本读解系列是一套崭新且颇具特色的考试辅导用书.希望学习者通过

学习本书内容,有效提升阅读能力.
囿于作者水平,书中错误在所难免,恳请广大读者和专家给予指正.

编 者

２０１９年１０月
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第一部分　试题解析

● N１读解题型介绍

根据新しい日本語能力試験ガイドブック即«新日本语能力考试

指南»(以下简称«考试指南»)的介绍,新考试读解试题的设计,主要从以下

两个方面考虑:どのようなテキストから(选择何种体裁的文章)和ど
のように情報を得るか(如何获得信息),即读解的构成和阅读方式.

一、“读解”的构成

题　型
题目

数量
文章种类及测试范围

１
内容理解

(短篇文章) ４

　文章的素材主要与现实生活、工作、学习等息息相关.
文章的体裁主要为说明文(科普、实验说明等)、指示文

(信函、电子邮件等).字数为２００字左右.试题考查的面比

较广泛,有事情的原因或理由、句子的含义、文章的归

纳、指示词的指代内容、作者的观点、文章的主旨等.

２
内容理解

(中篇文章) ９
　文章的体裁主要为评论文、解说文、随笔等,字数为５００
字左右.重点考查考生能否正确理解文章中某一事情的

起因或理由、句子的含义等.

３
内容理解

(长篇文章) ４
　文章的体裁主要为解说文、随笔、短篇小说等,字数为

１０００字左右.重点考查考生能否正确理解文章的概要

(中心思想)、作者的观点等.

４ 综合理解 ３
　文章的体裁主要为观点表述文、感想文等,字数为６００
字左右.考查考生能否理解就同一话题发表不同见解的

两篇文章中存在的观点差异或相同之处.

５
主张理解

(长篇文章) ４
　文章的体裁主要为社论、评论等抽象性和逻辑性比较

强的文章,字数为１０００字左右.考查考生能否从整体上

把握文章或作者的主张、意见等.
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(续表)

题　型
题目

数量
文章种类及测试范围

６ 信息检索 ２
　文章的体裁主要为广告、指南、通知、商务文书、产品

说明书等应用文,字数为７００字左右.试题要求考生根据

提问找出与此相应的必要信息.

二、“读解”的阅读方式

根据«考试指南»的介绍,在考查“如何获得信息”时,出题方主要以以下

四种阅读方式为基础设计考试题目.其中,在“短篇文章”中主要考查其中一

种阅读方式,而在“中篇文章”和“长篇文章”则考查一种或数种阅读方式.

考查文章的整体 考查文章的细节

速读 A　速读全文 B　速读部分段落

精读 C　精读全文 D　精读部分段落

● N１读解要点归纳

根据上面的介绍,可以归纳出新日本语能力考试读解的出题可分为以

下四种形式.

１．测试能否准确理解文章内容(细节)的题目

“内容理解”这一题型在各级别的考试中都会出现.根据«考试指南»介
绍,这部分试题“重点测试能否运用语言知识、精读文章细节并准确理解”,
主要考查考生对文章中提及的事实关系、理由及原因等的理解.这类题目要

求考生采用上述“D　精读部分段落”的阅读方式.

２．测试能否准确理解文章内容(更宏观部分或全文)的题目

这类试题也属于“内容理解”题型,在N５~N１的测试中均会出现.根据

«考试指南»介绍,这部分试题“重点测试能否准确把握全文的基调、理解全

文的大意、中心思想、作者的观点、逻辑关系”.这类题目要求考生采用上述

“A　速读全文”和“C　精读全文”的阅读方式.

３．要求考生综合比较多篇相关文章(一般为两篇文章)的题目

此题型属于“综合理解”,只在N１和N２试题中出现.根据«考试指南»介
绍,这部分试题主要考核能否“读懂就同一话题发表不同见解的两篇文章中

２



存在的观点异同之处”.这类题目要求考生采用上述“A　速读全文”和“D　
精读部分段落”的阅读方式.

４．从通知、手册等获得相关信息的题目

此题型属于“信息检索”,在 N５~N１的各级别考试中均会出现.根据

«考试指南»介绍,这部分试题“重点测试能否有目的地或能否根据课题需要

从材料中获取必要的信息”.这类题目要求考生采用上述“A　速读全文”和
“B　速读部分段落”的阅读方式.
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一、内容理解(短篇文章)

●文章种类和阅读方法

文章的素材主要与现实生活、工作、学习等息息相关.文章的体裁主要

为说明文(科普、实验说明等)、指示文(信函、电子邮件等).字数为２００字左

右.试题考查的面比较广泛,有事情的原因或理由、句子的含义、文章的归

纳、指示词的指代内容、作者的观点、文章的主旨等.
根据«考试指南»的介绍,在考查“如何获得信息”时,以下四种阅读方式

为基础设计考试题目.其中,在“短篇文章”中主要考查其中一种阅读方式,
而在“中篇文章”和“长篇文章”中则考查一种或数种阅读方式.

考查文章的整体 考查文章的细节

速读 A　速读全文 B　速读部分段落

精读 C　精读全文 D　精读部分段落

　　“内容理解(短篇文章)”是测试能否准确理解文章内容(整体或全文)的
题目.主要为“重点测试能否准确把握全文的基调,或理解全文的大意,或全

文的中心思想,或作者的观点,或逻辑关系”等形式的题目.这类题目要求考

生采用上述 “C　精读全文”的阅读方式.

◎ 例题

問題１　次の文章を読んで、 後の問いに対する答えとして最もよいもの

を、１·２·３·４から一つ選びなさい。

　私は、 イケメンでもなく、 育児に熱心なイクメンでもありませ

ん。 その代わりというわけではありませんが、 最近、 ラジオで耳にした

カジメンに挑戦中です。

　在職中、 男は仕事とばかり、 家のことは父母や妻に任せっきりで平

然としていました。 退職後、 時間にゆとりが出来たので、 せめてもの
(注)

罪
つみ

滅
ほろ

ぼしと、 部屋や風呂の掃除、 食器洗い、 ごみ出し、 草取り、 落ち葉掃

きなどをするようになりました。

４



　世は男女共同参画の時代です。 私も、 遅まきながら、 一人前のカジメ

ンを目指して頑張りたいと思います。

(永沼規美雄退職後カジメンに挑戦中による)

(注)せめてもの罪
つみ

滅
ほろ

ぼし:ここでは、 妻の家仕事を手伝うことを指す

１ カジメンとはどういうことか。

１　熱心に育児を手伝う男性という意味です。

２　仕事に熱心な男性という意味です。

３　熱心に妻を手伝う男性という意味です。

４　家事に熱心な男性という意味です。

【答案】４ 　
【解析】

这是考查“事物内容”的考题,具体解法见第二部分第四单元“事物内

容”.从笔者干的家务活来看,不只是做妻子的帮手、在妻子忙的时候搭把

手,而是主动、积极地揽下了之前由妻子干的家务活,所以比起选项３,选项４
更妥当.

【译文】
我长相方面算不上“帅哥”,在养育儿女方面也称不上“超级奶爸”.跟其

他方面的“好男人”标准同样不沾边.不过,最近我在为当个“模范丈夫”而努

力.这词是从收音机里听到的.
退休前,我脑子里只有“男人的一切就是为了工作”的概念.家里的事情

都交给了父母和妻子,心里也一直很坦然.退休后,业余时间多了,权当在赎

罪吧,揽下了打扫屋子和浴室、洗碗刷锅、倒垃圾、(在庭院里)拔杂草、扫落

叶等家务活.
如今是男女共同参与的时代.我的起点虽然有点晚,但是我也要为当一

个合格的“模范丈夫”而努力奋斗.

１ “模范丈夫”是什么意思?

１　主动帮助带孩子的男人

２　主动工作赚钱的男人

３　主动当妻子的帮手的男人

４　主动干家务的男人

５



二、内容理解(中篇文章)

●文章种类和阅读方法

文章的素材主要为评论文、解说文、随笔等,字数为５００字左右.试题重

点考查考生能否正确理解文章中某一事情的起因或理由、句子的含义等.

考查文章的整体 考查文章的细节

速读 A　速读全文 B　速读部分段落

精读 C　精读全文 D　精读部分段落

　　“内容理解(中篇文章)”是测试能否准确理解文章内容(细节)的题目.
这部分主要为“重在测试能否运用语言知识、精读文章细节并准确理解”的
题目.考题的重点是考查考生对文章中提及的事实关系、理由及原因等的理

解.这类题目要求考生采用上述“A　速读全文”和“D　精读部分段落”的阅

读方式.

◎ 例题

問題２　次の文章を読んで、 後の問いに対する答えとして最もよいもの

を、１·２·３·４から一つ選びなさい。

　スポーツシャツ、 ジーパンにサンダル履
ば

きといった、 いわゆるラ フ
(注１)

な

スタイルの日本人旅行者を、 欧米各地でよく見かけるようになった。 そ

れこそ、 よそゆきの服がなければどこにも行けないと考えていたひと

昔に比べ、 実に大きな変化である。 しかし、 これが①どうもぴったりし

ない。 欧米人の同じようなスタイルと比較して、 いかにもみすぼらしい

感じがするのだ。 体格が貧弱であるということもあるが、 それよりも、

せっかくラフな服装をしながら、 その持ち味を生かすことができていな

いのである。 ②それに反して、 さっぱり刈り込んだ髪、 黒カバンにダー

クスーツで颯
さっ

爽
そう

と行動する商社マンや、 きちんとした和服の女性に出会

うと、 日本人が実にりっぱに見える。 実によく似合っているのである。

　なぜ日本人にラフな姿が不向きなのか。 それは、 まず毛
もう

髪
はつ

と皮膚の色

６



の色彩バランスの問題である。 欧米人の皮膚の色を赤
あか

白
しろ

というなら、 日

本人のそれは黄
こう

白
はく

である。 同じ淡色系なのに、 日本人は黒
くろ

髪
かみ

で、 肌の色

に比べて濃すぎる。 特にロングヘアにした場合、 上が重くなってプ ロ
(注２)

ポーションを失ってしまう。 この黒い頭
とう

髪
はつ

の日本人に本当に似合う服の

色は何か。 それは黒である。 黒っぽい衣服を着ることによって、 髪の毛

の重々しさが、 はじめて気にならなくなるのだ。

(朝日選書７９による)

(注１)ラフな:粗雑で大まかな

(注２)プロポーション:比率;均整

２ ①どうもぴったりしないとあるが、 それはなぜか。

１　日本人のよそゆきの服は日本人につりあわないから

２　日本人の着ている服は欧米人よりみすぼらしいから

３　日本人は背が小さくて体格が貧弱であるから

４　ラフな服装の持ち味を十分生かせていないから

３ ②それとあるが、 何を指しているか。

１　よそゆきの服装をした格好

２　みすぼらしい服装をした格好

３　ラフなスタイルをした格好

４　スポーツシャツをした格好

４ 筆者はどうして黒っぽい服を勧めているのか。

１　日本人の髪、 肌などによくつりあっていると思っているから

２　他の色の服は皮膚とのプロポーションを失うと思っているから

３　黒い髪の毛の重々しさが黒い色によって強くなると思っているから

４　商社マンの身分や和服姿の女性のりっぱさにふさわしいと思っている

から

２ 【答案】４ 　
【解析】

这是考查原因的考题,具体解法见第二部分第三单元“原因理由”.

７



３ 【答案】３ 　
【解析】

这是考查指示词的考题,具体解法见第二部分第二单元“指示词”.
それ指刚刚提到过的事情,即到それ为止笔者一直谈论的重点话

题“日本人轻便随意的服装打扮”,这跟后面谈到的日本人的装束正好相对

立.それに反して意为“与此相反”“与此不同的是”.

４ 【答案】１ 　
【解析】

这是考查原因和笔者主张的考题,具体解法见第二部分第三单元“原
因理由”和第七单元“主张意见”.

笔者认为日本人身穿轻便服装时不那么好看,这是由日本人的发色和

肤色造成的,同时指出跟日本人的发色和肤色般配的颜色是黑色,这是本文

的核心内容.对照选项,只有选项１符合.

【译文】
在欧美各地,可以经常看到上身穿运动休闲装,下身穿牛仔裤,脚上穿

凉鞋,即所谓一身休闲便装打扮的日本游客.这跟从前那种如果没有“外出

服(正装)”就不好意思出门的情景相比,已经发生了翻天覆地的变化.但是,
这样的装束我总觉得不般配.和同样打扮的欧美人相比,(日本人的这种打

扮)显得难看.虽然这跟日本人生来体格瘦小有关,但更主要的原因是这种

轻便随意的装束在日本人身上难以发挥出它应有的特色.与此相反,当遇到

留着利落发型,手里拿着黑色皮包,身穿深色西服,举手投足显得那么飒爽

英姿的公司(男性)职员和身穿整洁和服的女性时,才会让人觉得日本人的

装束真的很美,也十分协调、得体.
为什么轻便随意的装束不适合日本人呢?首先是因为毛发和肤色(与这

样的打扮)不协调.如果我们把欧美人的肤色称作“红白”的话,日本人的肤

色则是“黄白”.虽然同属淡色,但因为日本人是黑头发,跟肤色相比就显得

格外浓厚,特别是留长发时,头部给人沉重感,这样,身体的上下部分就失去

了均衡.那么,与黑头发的日本人最般配的颜色是什么呢?那就是黑色.因为

只有穿着服装,头发的沉重感才会被抵消,不会让人觉得不均衡.

２ 为什么说①どうもぴったりしない?

１　因为日本人的“正装”与日本人不般配
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２　因为日本人平时的穿戴比欧美人难看而寒酸

３　因为日本人生来个头矮小,体格不健壮

４　因为难以发挥出便装应有的特色

３ ②それ指什么?

１　穿着正装的装束

２　衣衫不整的装束

３　轻便随意的装束

４　运动便装的装束

４ 笔者为什么要推荐(日本人)穿黑色服装?

１　因为笔者认为黑色服装跟日本人的头发和肌肤颜色很般配

２　因为笔者认为穿上其他颜色的服装时,就会失去和皮肤之间的均衡感

３　因为笔者认为黑头发的沉重感在黑色服装的映衬下显得更加强烈

４　因为笔者认为黑色服装更符合公司职员的身份和穿和服的女性的容姿
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三、内容理解(长篇文章)

●文章种类和阅读方法

文章的素材主要为解说文、随笔、短篇小说等,字数为１０００字左右.试
题重点考查考生能否正确理解文章的概要(中心思想)、作者的观点等.

考查文章的整体 考查文章的细节

速读 A　速读全文 B　速读部分段落

精读 C　精读全文 D　精读部分段落

　　“内容理解(长篇文章)”和“内容理解(中篇文章)”类似,是测试能否准

确理解文章内容(细节)的题目.这部分主要为“重在测试能否运用语言知

识、精读文章细节并准确理解”的题目.考题的重点是考查考生对文章中提

及的事实关系、理由及原因等的理解.这类题目要求考生依然采用上述“A
　速读全文”和“D　精读部分段落”的阅读方式.

◎ 例题

問題３　次の文章を読んで、 後の問いに対する答えとして最もよいもの

を、１·２·３·４から一つ選びなさい。

　社会とは、 人々が集まって生活する集団のことである。 私たちは家族

を作って生活している。 だから、 家族も、 一つの小さな社会と言えるだ

ろう。 また、 私たちには、 何人かの、 親しく付き合っている友達がい

る。 私とその友達とで作っているグループも小さな社会である。

　①これらの、 小さな社会には一つの特徴がある。 社会を構成するメン

バーがほぼ固定していてお互いに相手のことをよく知っている。 そのう

え、 共通の知識も持っていて、 考え方もそう大きくは違わない。 ②こう

いう社会を、 閉じた社会と名付けることにしよう。

　この閉じた社会に対し、 開いた社会を考えることができる。 私たち

は、 毎朝学校に通う途中でさまざまな人に出会う。 そのなかには、 出

会っても、 名前も知らないし、 あいさつもしない人がいる。 電車に乗れ
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ば、 駅員や車掌の顔を見る。 これらの人と私たちとは、 同じ地域に住ん

でいたり、 そこで仕事をしたりしている。 だから一つの社会を構成して

いるメンバーだと言える。

　この社会では、 時によって、 違った人に出会う。 その地域以外から人

が入り込んだり、 その地域から外の社会に出ていったりして、 メンバー

が固
こ

定
てい

していない。 しかも、 他人がどんな人で、 どんな考え方をするの

かについての知識が乏しい。 こういう社会を③開いた社会と名付ける

ことにしよう。

　(中略)
　開いた社会の中では、 自分が知っていることを他人も知っていると

は限らない。 だから、 自分の頭に浮かんだことを、 そのまま言葉にして

も相手に通じないことが多い。 また、 習慣や常識さえ通らないことも出

てくる。 開いた社会の中でのコミュニケーションは、 閉じた社会の
中でのようにはいかないものである。 私たちは、 年齢が上になるほど、

それまでに住んでいた小さな閉じた社会を出て、 大きな開いた社会
に出る機会が多くなる。 そこで誤解を生じたり、 人間関係を損ねたりし

ないためには、 あいまいな表現ではなく、 事柄がよく分かるように描き出

して表現する能力が必要になるのである。

５ ①これらの、 小さな社会とあるが、 具体的にどんな社会を指

すか。

１　人々が集まって生活する集団

２　家族や友達と作っているグループ

３　封鎖される閉じた社会

４　開放される開いた社会

６ ②こういう社会とあるが、 何を指すか。

１　共通の知識を持っている社会

２　ほぼ同じ考え方を持っている社会

３　構成するメンバーが大抵同じ社会

４　共通点が多い、 小さな社会

７ ③開いた社会の定義についてどれが適当か。

１　その社会を構成しているメンバーが固定している。
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２　その社会を構成しているメンバーが固定していない。

３　自分の努力によって作る必要がある大きな社会

４　自分の努力によって作る必要がない小さな社会

８ この文章で筆者の言う社会についての説明と合っているものはど

れか。

１　閉じた社会でのコミュニケーションは共通の知識が少ないので、 一

層重要になってくる。

２　閉じた社会はお互いのことをよく知っているので、 いつまでもそ

こで暮らすべきである。

３　開いた社会でのコミュニケーションは相手がどんな考え方をしてい

るか分からないので、 一層重要になってくる。

４　閉じた社会は名前を知らない人が多く、 メンバーも固定していな

いので、 不安定である。

５ 【答案】２ 　
【解析】

这是考查指示词的考题,具体解法见第二部分第二单元“指示词”.
これら指刚刚提到的事情,即家族も、 一つの小さな社会と言える

だろう…親しく付き合っている友達がいる。 私とその友達とで作ってい

るグループも小さな社会である，也就是由家庭成员构成的小社会和由

朋友构成的小社会.

６ 【答案】４ 　
【解析】

这是考查指示词的考题,具体解法第二部分第二单元“指示词”.
こういう社会指刚刚提到的内容,即社会を構成するメンバーがほ

ぼ固定していてお互いに相手のことをよく知っている。 そのうえ、 共通

の知識も持っていて、 考え方もそう大きくは違わない。 因为选项４包含

了其他三个选项的内容,所以选项４正确.
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７ 【答案】２ 　
【解析】

这是考查事物内容的考题,具体解法见第二部分第四单元“事物内容”.
从本段开始,笔者就对開いた社会的特征进行了分析,即メンバー

が固定していない他人がどんな人で、 どんな考え方をするのかについ

ての知識が乏しい。 对照选项,只有选项２符合.虽然选项２中没有将第二

个特征列入其中,但这不影响答案.

８ 【答案】３ 　
【解析】

这是考查笔者主张的考题,具体解法见第二部分第七单元“主张意

见”.
笔者在文章中介绍了“封闭的社会”和“开放的社会”,因为在封闭的社

会里,成员基本上是固定的,人们的想法也大同小异,所以便于交流、沟通,
但在“开放的社会”却截然相反,正因为如此,更需要加强交流、沟通.そこ

で誤解を生じたり～能力が必要になるのである是笔者的意见.对照选

项,只有选项３基本符合笔者的意见.

【译文】
所谓社会,就是人类集聚在一起共同生活的集体.我们构筑了家庭一起

生活,所以家庭可以说就是一个小社会.另外,我们总会有几个亲密交往的

朋友,我们跟这些朋友构筑的小集体也是一个小社会.
这些小社会有一个共同的特征,那就是构筑社会的成员基本上是固定

不变的,成员间互相都认识.而且拥有相同的知识,大家的想法也没有太多

的差异.我们姑且把这样的社会叫作“封闭的社会”吧.
与封闭的社会相对立的是“开放的社会”.譬如我们每天去上学的路上

会遇到各种人,但这些人的绝大部分我们并不知道他们的姓名,也不会跟他

们打招呼.乘坐电车时我们会见到车站工作人员和乘务员.这些人跟我们居

住在同一地区,并在该地区工作.所以可以说我们每个人都是构筑这个社会

的成员.
在这个社会里,有时会遇到不是同一地区的人.有其他地区的人进来,

也会有本地区的人离开,即成员是不固定的.而且也不知道对方是怎样的

人、有怎样的想法等.我们姑且把这样的社会叫作“开放的社会”吧.
(中略)
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在“开放的社会”里,自己知道的事情他人未必知道,所以当我们把在自

己脑海里想起来的事情告诉对方时,很多情况下对方听后难以理解.另外,
生活习惯和常识都不尽相同,会有难以沟通的情况.在“开放的社会”里跟他

人之间的交流很难,不像在“封闭的社会”里人与人之间的交流那么顺畅.随

着年龄的增长,我们走出“封闭的社会”,来到“开放的社会”的机会就越多.
要想在这样的社会里人们之间不产生误解,不损害人际关系,说话时就不能

采用模棱两可的说法,需要培养简明易懂的表达能力.

５ ①これらの、 小さな社会具体指怎样的社会?

１　人们聚集在一起生活的集体

２　由家人和朋友构筑的集团

３　被封锁的“封闭的社会”

４　被打开的“开放的社会”

６ ②こういう社会指什么社会?

１　拥有共同知识的社会

２　想法基本一致的社会

３　构成的成员大致相同的社会

４　具有很多共同点的小社会

７ 对③開いた社会的最恰当的定义是什么?

１　构成该社会的成员都是固定不变的

２　构成该社会的成员不是固定不变的

３　有必要靠自身的努力构筑的大社会

４　不需要靠自身的努力构筑的小社会

８ 符合笔者在文章中关于“社会”描述的是哪个?

１　在“封闭的社会”里人们之间的交流,因为缺乏共同的知识,所以显得更

加重要

２　在“封闭的社会”里人们相互认识,相互知情,所以能永远在同一个地区生活

３　在“开放的社会”里人们之间的交流,因为不知道对方的所思所想,所以

显得更加重要

４　在“封闭的社会”里多数人互相不认识,成员也不固定,所以并不安定
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四、综合理解

●文章种类和阅读方法

文章的素材主要为观点表述文、感想文等,字数为６００字左右.试题要求

考生辨别就同一话题发表不同见解的２篇文章中存在的观点差异或相同之处.

考查文章的整体 考查文章的细节

速读 A　速读全文 B　速读部分段落

精读 C　精读全文 D　精读部分段落

　　“综合理解”是要求考生综合比较多篇相关文章(一般为两篇文章)的题

目.这部分主要为“辨别就同一话题发表不同见解的两篇文章中存在的观点

差异”的题目.这类题目要求考生采用上述“A　速读全文”和“D　精读部分段

落”的阅读方式.

◎ 例题

問題４　次のAとBは、 死刑制度についての意見文である。 それぞれの文

を読んで、 後の問いに対する答えとして最もよいものを、１·２·３·４
から一つ選びなさい。

A
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　　①死刑制度は必要です。 先進国の多くに死刑はないとの反対論があり

ます。 しかし、 日本は犯罪率が低く、 ②他国とは違う社会風土·歴史を持

つ国です。

　私は子供の頃、 人を殺したら死刑になる。 だから、 悪いことをし

てはいけないと当たり前のように思っていました。 残
ざん

忍
にん

な殺人など、

死をもって 償
つぐな

うしか許されない罪もあるはずです。 むろん、 死刑とす

るには、 確かな証拠に基づいた慎重な裁判が必要です。 国際的な潮流

に迎合せず、 日本にとって良い制度は何かとの観点で考えるべき

です。

(栗屋裕子氏の文による)
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