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前　 言

由独立行政法人日本国际交流基金会和财团法人日本国际教育支援协会共同组织的日

本语能力考试,从１９８４年到２０１６年,已经在日本海外实施了三十余载,是目前国内最具权

威的日语考试之一.２０１０年７月起,在全球各考点实施了全新形式的日本语能力考试.

新世界图书事业部根据独立行政法人日本国际交流基金会、财团法人日本国际教育支

援协会编著的«新日本语能力考试指南 概要及问题集 N１、N２、N３»(『新しい「日本語能力

試験」ガイドブック概要版と問題例集 N１、 N２、 N３』 凡人社),对新日本语能力考试进行

了认真全面的研究与总结,于２０１０年３月编写了«新日本语能力考试 N１文字词汇强化训

练»,为广大的日语学习爱好者以及正在为 N１备考的考生提供了最实用的参考资料.

２０１１年４月又推出了«新日本语能力考试 N１文字词汇强化训练(解析版)»,对强化训

练中的每一回单元练习进行了完整的解析,帮助考生查缺补漏,理解做错题的原因.每一回

单元练习后均附有词汇总结,方便考生掌握重点词汇.

本书是«新日本语能力考试 N１文字词汇强化训练(解析版)»的第３版,新增 N１必备单

词２６０个,帮助考生快速掌握考试高频词.希望各位考生在完成２０回专项训练后,在文字

词汇单项上能有一个质的飞跃.

【本书内容与特点】

文字词汇必备单词、专项训练及解析 　
 N１文字词汇必备单词２６０

① 精心挑选必备单词,了解考试高频词.
② 自我检测文字词汇掌握情况,领会考查词汇精髓.

 单元练习２０回

① 完全遵循新能力考试的题型结构出题.
② 出题角度及难易度贴近全真试题.

 解析透彻,指导解题对策

① 掌握做题方法,巩固所学知识点.
② 补充考查词汇的相关短语,提高词汇量.

 单元总结２０回

以实用性为原则,从读音、词性等方面,分专题作了总结和补充.

新世界日语　许小明

２０１６年５月　　





新日本语能力考试N１考试题目的构成

考试科目

(考试时间)
题 型

题

数
考 查 目 的

语言

知识


读解

(１１０分钟)

文
字

词
汇

１ 汉字的读音 ◇ ６ 考查汉字单词的读音




２ 单词意义的选择 ○ ７ 考查单词在不同的语境中所表达的不同意思




３ 近义词的选择 ○ ６ 考查意思相近的词语和表达方式




４ 单词用法的选择 ○ ６ 考查出题单词在句子中如何使用




文
　
法

５ 文法形式的选择 ○ １０ 考查是否有能力判断与出题内容相符的文法形式




６ 排列组合 ◆ ５ 考查是否有能力组织文法正确、语意通顺的句子




７ 文章中的文法 ◆ ５ 考查是否有能力判断符合文章内容的表达




读
　
　
解

８ 内容理解(短篇) ○ ４
阅读２００字左右的说明文或指示文,话题包括生活和工作等

各方面,考查对文章内容的理解能力






９ 内容理解(中篇) ○ ９
阅读评论、解说、随笔等５００字左右的文章,考查理解因果关

系、理由、概要、作者观点等的能力






１０ 内容理解(长篇) ○ ４
阅读长度为１０００字左右的解说、随笔或小说等文章,考查理

解因果关系或理由等的能力






１１ 综合理解 ◆ ３ 比较阅读几篇文章(合计６００字左右),考查综合理解的能力






１２ 主张理解(长篇) ◇ ４
阅读１０００字左右的社论、评论等抽象性的、理论性较强的文

章,考查掌握整篇文章的观点和论点的能力






１３ 信息检索 ◆ ２
考查是否有能力从广告、宣传册、杂志、商业文件等信息素材

(７００字左右)中找到所需的信息






听　解

(６０分钟)

１ 课题理解 ◇ ６
听一段完整的文章,考查对其内容是否理解(听懂解决具体

课题所需的信息,能正确推断接下去该怎么做.)






２ 要点理解 ◇ ７
听一段完整的文章,考查对其内容是否理解(根据事先提示

的问题去听,能抓住要点.)






３ 概要理解 ◇ ６
听一段完整的文章,考查对其内容是否理解(理解整篇文章

所要表达的说话人的意图或主张等.)






４ 即时应答 ◆ １４ 听一些简短发问,考查能否选择正确的应答






５ 综合理解 ◇ ４
听一段较长的文章,考查对多个信息的比较、综合理解的能

力






【注】以上内容摘自独立行政法人日本国际交流基金会、财团法人日本国际教育支援协会编著的«新日本语能力考试指南

概要及问题集 N１、N２、N３».
◇ 表示“旧能力考”虽然出现过,但略进行调整;
○ 表示与“旧能力考”相同的题型;
◆ 表示“旧能力考”没有出现过的新题型.



N１文字词汇考试题型

考试科目

(考试时间) 题 型
题

数
考 查 目 的

文字词汇

１ 汉字的读音 ６ 考查汉字单词的读音

２ 单词意义的选择 ７ 考查单词在不同的语境中所表达的不同意思

３ 近义词的选择 ６ 考查意思相近的词语和表达方式

４ 单词用法的选择 ６ 考查出题单词在句子中如何使用

新日本语能力考试N１的合格标准

级 别 考试科目 时 间 得分项目 得分范围

N１

语言知识(文字词汇
文法)读解

１１０分钟
语言知识(文字词汇文法) ０~６０

读解 ０~６０

听解 ６０分钟 听解 ０~６０

总计 １７０分钟 总分 ０~１８０

级 别
总 分

语言知识

(文字词汇文法)
读　解 听　解

得分范围 合格线 得分范围 标准线 得分范围 标准线 得分范围 标准线

N１ ０~１８０ １００分 ０~６０ １９ ０~６０ １９ ０~６０ １９
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目　次

第１部分　N１必备单词２６０
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第１回　言語知識(文字·語彙)

　模擬テスト １０

　語彙のまとめ１　一字の訓読み １４
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第６回　言語知識(文字·語彙)

　模擬テスト ５０

　語彙のまとめ６　ナ形容詞 ５４
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　語彙のまとめ７　外来語　その１ ６２

　①インター～　②コン～　③～ック　④～ックス　⑤～ング
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　模擬テスト ８４
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　模擬テスト ９３
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　解答·解説 １１４

第１４回　言語知識(文字·語彙)

　模擬テスト １１７

　語彙のまとめ１４　複合名詞を構成する接尾語 １２１

　①～力　②～観　③～感　④～視

　解答·解説 １２２

第１５回　言語知識(文字·語彙)

　模擬テスト １２５

　語彙のまとめ１５　一の付く語彙 １２９

　解答·解説 １３０

第１６回　言語知識(文字·語彙)

　模擬テスト １３３

　語彙のまとめ１６　よく使われる慣用表現　その１ １３７

　①足　②手

　解答·解説 １３８

第１７回　言語知識(文字·語彙)

　模擬テスト １４１

　語彙のまとめ１７　よく使われる慣用表現　その２ １４５

　気
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　解答·解説 １４６

第１８回　言語知識(文字·語彙)

　模擬テスト １４９

　語彙のまとめ１８　動物を使った慣用表現 １５３

　解答·解説 １５４

第１９回　言語知識(文字·語彙)

　模擬テスト １５７

　語彙のまとめ１９　数字を使った慣用表現 １６１

　解答·解説 １６２

第２０回　言語知識(文字·語彙)

　模擬テスト １６５

　語彙のまとめ２０　複合動詞を構成する接尾語 １６９

　解答·解説 １７０
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新日本语能力考试N１必备单词２６０

１．重点读音

１)音读

□委託（いたく） 委托 □一任（いちにん） 完全委托

□一律（いちりつ） 一律 □閲覧（えつらん） 阅览

□改革（かいかく） 改革 □概略（がいりゃく） 概略

□画一的（かくいつてき） 划一的 □合併（がっぺい） 合并

□肝心（かんじん） 重要 □緩和（かんわ） 缓和,缓解

□凝縮（ぎょうしゅく） 凝缩,凝聚 □巨匠（きょしょう） 巨匠,泰斗

□群衆（ぐんしゅう） 群众 □契約（けいやく） 合同

□気配（けはい） 迹象,苗头 □厳正（げんせい） 严正

□興奮（こうふん） 兴奋 □巧妙（こうみょう） 巧妙

□考慮（こうりょ） 考虑 □克明（こくめい） 细致,详细

□固執（こしゅう） 固执 □根拠（こんきょ） 根据

□細工（さいく） 手工艺;耍花招 □質素（しっそ） 简单,朴素

□釈明（しゃくめい） 申明,辩解 □終息（しゅうそく） 停息,结束

□収束（しゅうそく） 平息,得到解决 □趣旨（しゅし） 主要内容;宗旨

□需要（じゅよう） 需要 □順応（じゅんのう） 顺应

□成就（じょうじゅ） 成就,实现 □承諾（しょうだく） 承诺

□仕業（しわざ） 勾当,捣鬼 □遂行（すいこう） 推行,落实

□随時（ずいじ） 随时 □推理（すいり） 推理

□摂取（せっしゅ） 摄取 □大差（たいさ） 显著的不同

□中枢（ちゅうすう） 中枢 □添付（てんぷ） 添上,附上

□踏襲（とうしゅう） 继承;沿用 □督促（とくそく） 督促

□日夜（にちや） 日夜 □把握（はあく） 把握

□漠然（ばくぜん） 模糊 □破損（はそん） 破损,损坏

□煩雑（はんざつ） 烦杂,麻烦 □繁盛（はんじょう） 繁荣昌盛

□伴奏（ばんそう） 伴奏 □貧富（ひんぷ） 贫富

　 新日本语能力考试N１必备单词２６０
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(续表)

１)音读

□不服（ふふく） 异议;不服 □変遷（へんせん） 变迁

□発端（ほったん） 发端,起因 □本筋（ほんすじ） 主要情节;本题

□本音（ほんね） 真心话 □真心（まごころ） 真心,诚意

□満喫（まんきつ） 吃饱喝足;充分享受 □無造作（むぞうさ） 随意

□無念（むねん） 万念俱空;遗憾 □無謀（むぼう） 鲁莽,欠斟酌

□躍進（やくしん） 飞跃地进步 □由緒（ゆいしょ） 渊源,来源

□優位（ゆうい） 优势 □融合（ゆうごう） 融合

□名誉（めいよ） 名誉 □網羅（もうら） 网罗,搜罗

２)训读

□値する（あたいする） 值得 □労わる（いたわる） 体贴,慰劳

□潤う（うるおう） 湿润;宽绰起来 □絡む（からむ） 牵涉

□築く（きずく） 修筑;确立 □覆す（くつがえす） 打翻;推翻

□拒む（こばむ） 拒绝;阻挡 □壊す（こわす） 破坏,毁坏;损伤

□遮る（さえぎる） 遮挡;打断 □慕う（したう） 想念;追随;景仰

□漂う（ただよう） 漂浮;充满 □費やす（ついやす） 花费,耗费

□培う（つちかう） 培育,培养 □貫く（つらぬく） 贯通;贯彻

□唱える（となえる） 诵念;提出 □鈍る（にぶる）
(刀 具 等)变 钝;

(感觉等)变迟钝

□練る（ねる） 推敲,研究 □逃れる（のがれる） 逃脱,摆脱

□臨む（のぞむ） 面临;出席 □励む（はげむ） 勤奋,努力

□震える（ふるえる） 震动;发抖 □施す（ほどこす） 施与;施行

□設ける（もうける） 准备;设立 □養う（やしなう） 抚养;培养

□鮮やか（あざやか） 鲜艳;熟练 □愚か（おろか） 愚蠢

□健やか（すこやか） 健壮,健康 □速やか（すみやか） 快速的,迅速的

□勇ましい（いさましい） 勇敢的 □否めない（いなめない） 不可否认的

□疑わしい（うたがわしい） 可疑的 □心地よい（ここちよい） 惬意的,舒适的

□分厚い（ぶあつい） 很厚的 □煩わしい（わずらわしい） 烦琐的,麻烦的

□跡地（あとち） 旧地皮,旧址 □憤り（いきどおり） 愤怒

□大台（おおだい） (金额、数量的)大关 □兆し（きざし） 预兆,兆头

□素人（しろうと） 外行,业余爱好者 □手薄（てうす） 人手少

□手際（てぎわ） 方法,技巧 □人手（ひとで） 帮手;人手
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２．重要用法

单词 读音 意思 举例

动

词

□怠る おこたる 懈怠 仕事を～/怠慢工作

□帯びる おびる 带有;肩负 現実味を～/带有现实感

□及ぼす およぼす 波及,带来,牵涉 影響を~/带来影响

□障る さわる 妨碍;危害 気に～/令人不快

□損なう そこなう 损坏,破坏 健康を～/损害健康

□携わる たずさわる 从事 営業に～/从事销售工作

□辿る たどる 沿路前进;追寻;走向 平行線を～/未能达成共识

□躊躇う ためらう 犹豫,踌躇 返事を～/犹豫答复

□担う になう 担负 将来を～/肩负未来

□剥がす はがす 剥下,揭下 ポスターを～/揭下海报

□弾む はずむ 起劲;情绪高涨 話が～/谈得起劲

□秘める ひめる 隐藏,隐秘 胸に～/藏在心里

□報じる ほうじる 报答;报道 火災を～/报道火灾

□解ける ほどける 解开;缓和 靴の紐が～/鞋带松开了

□紛れる まぎれる
混淆;混 进;排 解 郁 闷

或烦恼
人込みに～/混进拥挤的人群

□催す もよおす 引起;举办;感觉要 写真展を～/举办影展

□和らぐ やわらぐ 缓和,变温和 痛みが～/疼痛缓解

□揺らぐ ゆらぐ 摇晃;动摇 決心が～/决心动摇

□当て嵌める あてはまる 符合条件,相匹配 条件に～/符合条件

□言い張る いいはる 固执己见
自分は無実だと～/坚称自己是冤

枉的

□言い渡す いいわたす 宣判;吩咐 判決を～/宣判

□受け入れる うけいれる 收进;接纳 提案を～/采纳建议

□抱え込む かかえこむ 抱住;承担 仕事を～/承担工作

□食い止める くいとめる 防止,阻止
インフルエンザの蔓

まん

延
えん

を～/防止

流感蔓延

□差し引く さしひく 扣除,抵消 手数料を～/扣除手续费

□立て替える たてかえる 临时垫付 食事代を～/垫付餐费

□投げ出す なげだす 中途放弃;豁出 仕事を途中で～/中途放弃工作

□引き寄せる ひきよせる 拉到近处 手元に～/拉到手边

□呼び込む よびこむ 唤进,叫进来 客を～/揽客
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(续表)

单词 读音 意思 举例

名

词

□安静 あんせい (病人)静养 ～にする/静养

□異色 いしょく 颜色不同;独具一格 ～の組み合わせ/与众不同的组合

□会心 かいしん 满意,得意 ～の作/得意之作

□加工 かこう 加工 魚を缶詰に～する/把鱼加工成罐头

□稼働 かどう 劳动;(机器)运转 機械が～する/机器运转

□加味 かみ 加佐料;采纳
みんなの意見を～する/采纳大家的

意见

□軌道 きどう 轨道 ～修正/修正方针

□駆使 くし 驱使;运用 自由に～する/自由运用

□工面 くめん 设法,筹措 資金を～する/筹款

□結束 けっそく 团结
チームの～を強める/加强队伍的

团结

□合意 ごうい 双方意见一致 ～に達する/达成一致

□細心 さいしん 小心谨慎 ～の注意を払う/密切注意

□支障 ししょう 障碍,妨碍 ～を来
き

たす/带来妨碍

□出没 しゅつぼつ 出没 くまが～する/熊出没

□素振り そぶり
神态、举止中表现出来

的样子

冷たい～を見せる/给人一副冷漠的

样子

□統合 とうごう 统一,合并 関連部門を～する/合并关联部门

□念願 ねんがん 愿望,夙愿
～のマイホームを購入する/买了梦

寐以求的房子

□不備 ふび 不完备 書類に～がある/材料不全

□発足 ほっそく
(组织等)成立,开始活

动

新しい協会は～した/新的协会成

立了

□没頭 ぼっとう 埋头,专心致志 研究に～する/埋头研究

□予断 よだん 预先判断 ～を許さない/不能预测

新日本语能力考试N１必备单词２６０　



６　　　　

(续表)

单词 读音 意思 举例

形

容

词

□裏腹 うらはら 正相反的,颠倒的
言うこととやることが～だ/言行不

一

□絶大 せつだい 巨大的,极大的 ～な人気/非常受欢迎

□無残 むざん 残酷,无情 見るも～な光景/惨不忍睹的景象

□潔い いさぎよい 果断,痛快 ～く謝る/痛快地道歉

□夥しい おびただしい 大量;非常 ～量のごみ/大量的垃圾

□凄まじい すさまじい 惊人;厉害 ～音を立てる/发出巨响

□紛らわしい まぎらわしい 容易混淆 ～偽
にせ

物
もの

/难辨真假的赝品

□目覚ましい めざましい 惊人的 ～発展を遂げる/取得惊人的发展

□目まぐるしい めまぐるしい 瞬息万变的 ～世の中/眼花缭乱的世界

单词 意思 单词 意思

副

词

□がさがさ 干燥;声音沙沙作响 □からっと 松脆;晴朗;性格爽朗

□くまなく 到处,全都 □くよくよ 想不开,耿耿于怀

□ぐらぐら 摇摇晃晃;犹豫 □さらさら 流畅地;干燥

□しっとり 湿润;恬静 □じめじめ 潮湿;阴郁

□しんなり 变软,蔫 □すくすく 茁壮成长

□そわそわ 心慌,不镇静 □てきぱき 直截了当;利落

□とりわけ 特别,格外 □ひとまず 暂且,总之

□ひんやり 阴凉,凉爽 □めきめき (提高)显著,迅速

□めそめそ 低声哭泣 □やんわり 柔软地;委婉地

外

来

语

□インパクト 冲击,强烈影响 □ウエイト 重量;重点

□キープ 保持;留出 □キャラクター 性格;角色

□キャリア 经验;职业生涯 □シェア 市场占有率,份额

□ステータス 社会地位,身份 □ストック 库存;储存

□センス 感觉;品味 □チャージ 充电;加油;充值

□ニュアンス 微妙的感觉 □ノルマ 指标

□ハードル 跨栏;难关 □フォロー 帮助;跟踪

□ブランク 空白;空白期 □ブロック 街区;阻挡

□リストアップ 列出;列表 □リミット 限度,界限
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３．近义表达

近义表达 意思

动

词

□打
う

ち込
こ

んでいる　⇒　熱心に取り組んでいる 埋头,专心致志

□うろたえずに　⇒　慌
あわ

てずに 不慌不忙地

□ 仰
ぎょう

天
てん

する　⇒　とても驚く 非常吃惊

□けなされる　⇒　悪く言われる 被贬低,被诋毁

□錯
さっ

覚
かく

する　⇒　勘
かん

違
ちが

いする 误以为

□殺
さっ

到
とう

する　⇒　一度に大勢来る 蜂拥而至

□ 触
しょく

発
はつ

される　⇒　刺
し

激
げき

を受ける 被触发,受到刺激

□ 重
ちょう

宝
ほう

している　⇒　便利で役に立っている 方便实用

□手
て

分
わ

けする　⇒　分
ぶん

担
たん

する 分工

□馴
な

染
じ

む　⇒　慣れる 熟悉,适应

□ 捗
はかど

る　⇒　 順
じゅん

調
ちょう

に進んでいる 进展顺利

□張
は

り合
あ

う　⇒　競争する 竞争

□弁
べん

解
かい

する　⇒　言い訳する 辩解

□見
み

合
あ

わせる　⇒　中止する 暂缓

□目論
もくろ

む　⇒　計画する 策划,计划

□落
らく

胆
たん

する　⇒　がっかりする 失望,沮丧

名

词

□糸
いと

口
ぐち

　⇒　ヒント 线索,头绪

□嫌
いや

味
み

　⇒　皮
ひ

肉
にく

讽刺

□裏
うら

づけ　⇒　証拠 证据

□お手
て

上
あ

げだ　⇒　どうしようもない 无能为力

□気がかりだ　⇒　心配だ 挂念,担心

□クレーム　⇒　苦
く

情
じょう

申诉,抱怨

□コントラスト　⇒　対
たい

比
ひ

对比,对照

□雑
ざっ

踏
とう

　⇒　人
ひと

込
ご

み 拥挤的人群

□助
じょ

言
げん

　⇒　アドバイス 出主意,建议

□スケール　⇒　規
き

模
ぼ

规模

□術
すべ

　⇒　方法 方法,办法

□先
せん

方
ぽう

　⇒　相手 对方

□当
とう

面
めん

　⇒　しばらくは 当前

□バックアップ　⇒　支
し

援
えん

支援

□メカニズム　⇒　仕
し

組
く

み 结构,机制

□朗
ろう

報
ほう

　⇒　うれしい知らせ 好消息,喜讯

新日本语能力考试N１必备单词２６０　




	编委会名单
	前　言
	新日本语能力考试N１考试题目的构成
	目　次
	第１部分N１必备单词２６０
	新日本语能力考试N１必备单词２６０
	第２部分２０回N１文字词汇强化训练& 讲解
	第１ 回　言語知識(文字·語彙)模擬テスト
	解答·解説
	第２ 回　言語知識(文字·語彙)模擬テスト
	解答·解説
	第３ 回　言語知識(文字·語彙)模擬テスト
	解答·解説
	第４ 回　言語知識(文字·語彙)模擬テスト
	解答·解説
	第５ 回　言語知識(文字·語彙)模擬テスト
	解答·解説
	第６ 回　言語知識(文字·語彙)模擬テスト
	解答·解説
	第７ 回　言語知識(文字·語彙)模擬テスト
	解答·解説
	第８ 回　言語知識(文字·語彙)模擬テスト
	解答·解説
	第９ 回　言語知識(文字·語彙)模擬テスト
	解答·解説
	第１０ 回　言語知識(文字·語彙)模擬テスト
	解答·解説
	第１１ 回　言語知識(文字·語彙)模擬テスト
	解答·解説
	第１２ 回　言語知識(文字·語彙)模擬テスト
	解答·解説
	第１３ 回　言語知識(文字·語彙)模擬テスト
	解答·解説
	第１４ 回　言語知識(文字·語彙)模擬テスト
	解答·解説
	第１５ 回　言語知識(文字·語彙)模擬テスト
	解答·解説
	第１６ 回　言語知識(文字·語彙)模擬テスト
	解答·解説
	第１７ 回　言語知識(文字·語彙)模擬テスト
	解答·解説
	第１８ 回　言語知識(文字·語彙)模擬テスト
	解答·解説
	第１９ 回　言語知識(文字·語彙)模擬テスト
	解答·解説
	第２０ 回　言語知識(文字·語彙)模擬テスト
	解答·解説

