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前　 言

日语写作技能是日语学习过程中着重培养的一项技能.作为外语五大基

本功之一,日语写作水平的高低一定程度代表了日语语言综合运用能力的高

低.２０１８年公布的新国标中将“日语基础写作”设为日语核心课程,国内各高校

的日语专业也将依据新国标在人才培养方案制订过程中把日语写作课程作为

必修课.
目前国内已有多个版本的日语写作教材,各有千秋,但学生反映有些教材

偏难,针对这种情况,本教材在编写过程中主要从以下五个方面做了改善.
一、适当运用例题,通过对例题的分析引出想要讲解的内容,言之有物.
二、循序渐进,从基本的标点符号到词语的搭配和文体的特征、从助词的用

法到词语的前后呼应、从基本的记叙文写作到议论文写作能做到从简到繁,从
易到难.

三、不仅每课课文后有练习题和作业,在课文中间也设置了大量的练习题

供学生训练,以提高学生的写作语感.
四、在进行写作练习的过程中给予了大量的提示,供学生依照提示完成句

子、段落和文章,以提高学生写作思维的逻辑感.
五、本教材基础篇可主要用于基础写作教学,实践篇可用于高级写作教学.
本教材由三大部分构成,共分２０课.最后的附录部分对写作过程中常用

的句型进行了列举和分析.
本教材在编写过程中参阅了大量国内外学者所著的写作教程,借用了一些

例句和文章.因篇幅所限,文中未能一一注明出处,在此谨向有关著者表示由

衷的感谢.
因编者水平所限,书中难免有疏漏和错误之处,敬请各位读者批评指正.

编 者

２０１８年６月
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第１課　作文の表記

　日本語の文章を書くためには、 ひらがなやカタカナ、 漢字、 アルファベッ

ト、 数字などと共にさまざまな記号が使われます。 記号は文章をわかりや

すくし、 相手に読みやすいようにするものです。 ですから、 正しく使って、

自分の伝えたいことが相手に伝わるようにしましょう。

第１節　句読点 　

　句読点は文章を書く上で基本的であり、 そして一番大切な記号です。 文

が終わるところに句点。 を打ちます。 文の途中には読点、 を打ちます。

句読点のない文章はとても読みにくく、 文意が正しく伝わらないこともあ

ります。

　例文

　ためになるわかりやすい参考書は多くないがこのテキストを

使った感想を聞いてみたらいい本だという声が多かっただから友人

に勧めた

　どうでしょうか。 読みにくいとは思いませんか。 句読点を打ってみましょう。

　修正文

　ためになるわかりやすい参考書は多くないが、このテキストを

使った。感想を聞いてみたら、いい本だという声が多かった。だか

ら、友人に勧めた。

　わかりやすくなりましたね。 この文章は三つの文に分けることができま

す。 このように句読点は文章をわかりやすくし、 意味をはっきりさせる役割

があります。

２



１　句点の打ち方

　句点。 は一つの文であることを示す記号である。 言い換えれば、 句点を

打たなければ文は終わらないということです。 文の最後に手紙でもメモで

も必ず句点を打つようにしましょう。

練習１　次の文に句点を打ちなさい。 　

１．サケは川の上の方で卵を産む子供のサケは３～４センチぐらいになるとふ

るさとの川を下って海へ出ていく３～４年の間広い海で暮らしたサケは立

派な大人になってふるさとの川に帰る卵を産むためだ広い海から自分が

生まれた川にどうやって帰るのだろうか

２．この問題について専門家がいろいろ研究している集団で生活しているか

ら迷わないのだろうとか海の中にある流れに乗っているからだろうとか

サケは生まれた川のにおいを忘れないのだろうなどと考えられているだ

が本当のことはまだわかっていない

２　読点の打ち方

　読点、 は文の意味を明確にし、 正しく相手に伝わるように打ちます。 読

点に句点のような明確なルールはありませんが、 以下のような原則があり

ます。 そして、 読みやすくするための目安があります。 まずは原則を紹介し

ましょう。

　原則１　長い修飾語が二つ以上あるとき、 その境界に読点を打つ。

　原則２　原則的な語順が逆順になるときに読点を打つ。

　まず、 原則１をみてみましょう。

　戦前からの業界の流れを知る老人も、昔のことは何も知らない

若者も、今年の北洋での漁獲量について聞くと嬉しそうな顔に

なった。

　この一文の述部嬉しそうな顔になったには、 次の三つの修飾語が係って

います。

３
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　戦前からの業界の流れを知る老人も　　↘
　昔のことは何も知らない若者も　　　　➝　　　嬉しそうな顔になった。

　今年の北洋での漁獲量について聞くと　↗

　ですから、 この三つの修飾語の境界に読点を打つ必要があります。 しか

し、 修飾語が短い場合は読点は必要はありません。 例えば、

　AがBをCに紹介した。

　これは三つの修飾語が紹介したという述部に係っていますが、 読点は不

要です。 もちろんAが、 Bを、 Cに紹介したと書いても間違いではありま

せんが、 読みにくい上で重要な読点との区別が付かなくなります。 やはり、

重要ではない読点は打つべきではありません。

　しかし、 この文の修飾語が長くなった場合は読点は必要になります。

　とても美しく学校で人気のあるAが、まるで花のように可憐でけ

なげなBを、誰もが振り向くような可愛らしいCに紹介した。

　とても美しく学校で人気のあるAが　　↘
　まるで花のように可憐でけなげなBを　→　　　紹介した。

　誰もが振り向くような可愛らしいCに　↗

　つまり、n個の長い修飾語があるときは、 (n－１)個の読点が必要になるので

す。 同じように重文や複文の場合も、 その境界に読点を打つ必要があります。

　太郎は山に登り、花子は海で泳いだ。

　愛するものは与えるがゆえに富み、愛を受けるものは受けるが

ゆえに富む。

　伊助が昨日の夜にお花と会ったのは、彼女の家だった。

　上記の重文や複文も原則１に沿って読点を打てば良いのです。

　次に原則２をみてみましょう。

　できた、宿題が。

　やはり彼か、私のおやつを食べた人は。

４
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　どちらも日本語の原則的な語順とは異なっています。 日本語は述部(動
詞、 イ形容詞、 ナ形容詞)が最後にきます。 原則的な語順では下記のように

なります。

　宿題ができた。

　私のおやつを食べた人はやはり彼か。

　この文は述語を先にすることで強調することができます。 しかし、 そ

の際に

　できた宿題が。

　やはり彼か私のおやつを食べた人は。

　としては、 非文法的になります。 ですから、 逆接であることを示すために

読点が必要になるのです。

　それでは、 次に文章を読みやすくするための目安を紹介します。

(１)誤解を避けるために打つ

　① 修飾語と被修飾語の関係をはっきりさせる。

　[原　文]　きれいな赤い服を着た少女。

　[修正文]　きれいな、 赤い服を着た少女。

　[注]　読点を打つことによって、 きれいなが赤い服に係るのではな

く、 少女に係ることがわかる。

　② 修飾語と述部の関係をはっきりさせる。

　[原　文]　今朝早く完成が待たれていた船の進水式があった。

　[修正文]　今朝早く、 完成が待たれていた船の進水式があった。

　[注]　読点を打つことで、 今朝早くが進水式があったに係ることがわかる。

　③ 対等な関係にある二つの語句を等しく修飾する。

　[原　文]　通勤者が多く住むA地区とB地区では長時間保育が課題となっ

ている。

　[修正文]　通勤者が多く住む、 A地区とB地区では長時間保育が課題と

なっている。

　[注]　読点を打つことで、 A地区とB地区のいずれも通勤者が多いこと

がはっきりする。

５
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　④ 漢字やカタカナが続くときに語句の区切りをはっきりさせる。

　[原　文]　従来価値が高いと見られていたのは次の物件である。

　[修正文]　従来、 価値が高いと見られていたのは次の物件である。

　[注]　従来価値という語句があると誤解されないように読点を打つ。

(２)読みやすい文にするために打つ。

　① 列挙する語句の間。

　[例]　このシステムは、 メールサーバー、 ファイヤーウォール、 ＤＮＳサ

ーバー、 ＷＷＷサーバー、 ＰＴＰサーバー、 プロキシサーバーを搭

載している。

　② 主題の後(ただし、 短い文には打たなくてもよい)。
　[例]　公社債型を含めた投資信託の純資産残高は、 今年６月に過去最高を

記録した。

　③ 文頭の接続詞や副詞の後(ただし、 短い文には打たなくてもよい)。
　[例]　または、 ～　　しかも、 ～　　主に、 ～　　結局、 ～

　[注]　また当社は、 のように、 すぐ後に読点が続くようなときは接続

詞や副詞の後の読点を省略する。

　④ 挿入句のある場合の前後。

　[例]　トラブルの原因は、 一般にして言えば、 インターネットという新し

い効率的な手段を受発注に用いたにもかかわらず流通プロセスが

従来型だったことにある。

練習２　次の文に読点を(　　　)内の数だけ打ちなさい。 　

１．このレポートにははっきりしないところがあったので新しいデータをもう

一度調べてみた。 (１)

２．今朝の新聞によると昨日の暑さは今年最高で埼玉県熊谷市で３５度だった

そうだ。 (２)

３．実験の結果がはっきり出ない場合ははじめからやり直さければならな

い。 (１)

４．この辞書は小さくて便利だが例文が少なすぎる。 (１)

５．彼女は仕事子供教育趣味など一生懸命にやる人だ。 (２)

６．よく聞き観察し深く考えることが大切だ。 (２)

６
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