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� 前� 言

随着全国硕士研究生招生考试日语考试（在本书中简称“考研日语”）人数的不断

增加，对考研日语书籍的需求量也在不断增加。为此，我们精心编写了一整套考研日

语书籍，包括《考研日语精讲精练·词汇+语法》《考研日语精讲精练·阅读+翻译+作文》

《考研日语精讲精练·10年真题+5回模拟（含解析）》《考研日语习字帖》。

本书针对考研日语中的阅读、翻译与作文部分进行编写，以大纲为基础，以历年

的真题为材料，精心研究了历年真题的特点与出题倾向，给出详细且通透的分析讲解，

帮助学生快速抓住要点，找到解题思路，避免陷入解题误区。让考生在短期内实现在

阅读、翻译、写作能力上的突破。

本书在编写上有以下几个特点：

第一，在内容上，本书包括阅读、翻译以及作文三大部分。由于考研日语中基

础知识部分的试题也是以文章的形式给出的，因此可以说本书囊括了考试的所有要点 

内容。

第二，阅读部分，以把握文章要点、讲解答题技巧为主线，对考试阅读文章的 

要点和结构等进行具体分析，为考生提供清晰的答题思路、有效的答题技巧与方法。

第三，翻译部分，结合历年翻译真题讲解翻译方法，并提供大量的翻译练习，使

考生理论与实践相结合，由短到长、由浅入深地进行翻译训练。

第四，作文部分，由基础知识入手，详细讲解日语标点符号的使用、考试作文文

体要求等，再对文章结构进行说明，并给出论说文写作的常用表达方式。这些基础知

识可以帮助考生强化基础、查漏补缺，避免在作文部分失分。同时，提供历年作文真

题的范文，并结合历年考试作文的特点和出题倾向，以题材分类的形式给出大量范文。

所有范文都经过日语专家的加工和润色，用语地道准确、论说逻辑严谨、题材涉猎广

泛、紧贴考试内容。考生可以通过阅读、体会与模仿范文，在短时间内提升写作能力。

最后，感谢本书成书过程中所有参与者的辛苦付出。希望本书能为备考考研日语

的朋友们尽绵薄之力！

 编 者

 2021年10月
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第一章� 文章要点与结构

拿下阅读（也称“读解”）部分可以说是考试成功的关键，不仅四篇读解文章占

了 40 分，连基础知识部分（20 分）、翻译部分（15 分）的题目也都是以文章的形式

给出的，如果阅读能力不足，恐怕也没办法拿到基础知识部分的分数，翻译部分也无

法顺利完成，因此读解是我们应对考试的重点。

从历年考试的阅读文章的体裁上看，论述文、说明文占主体，小说、随笔类的文

章仅有为数不多的几篇。阅读题型大致可以分为选词填空、解读个别词语或句子的意

思、考查文章主旨内容以及考查指示词所指代的具体内容等。

做阅读题的关键是把握文章要点，厘清文章结构。

一、文章要点

（一）关键词

读解文章中如果有多次出现的词语，那么该词语一定紧密关联中心要点，这样的

词语我们一般称之为“关键词”。以关键词贯穿全文，以此来强调中心要点，是很多

作者常用的手段之一。

例文：2005年读解文章（四）

以前、企業の部課長クラスを対象としたセミナーの後の雑談で、上司の指示命令

を部下がやり過ごしてしまうこともあるのでは？と話したら、ある大企業の部長か

らお叱りを受けました。「組織の中にあって、上司から出された命令や指示をやり
過ごしてしまうなどということはあってはならないことである。」しかし後になっ

て、もっと話を聞きたいという人がやってきました。そして驚いたことに、やり過
ごしのできない部下は無能であるとまで断言する人さえ現れたのです。（中略）

実際の企業を調査すると、「やり過ごし」には重要な機能のあることが分かっ

てきました。たとえば、業務量が非常に多く、忙しい職場では、上司の指示命令の

すべてに応えることはもともと不可能なので、部下が自ら優先順位をつけ、上司の

指示命令を上手にやり過ごしながら、時間と労力を節約して業務を処理していくこ

とをむしろ期待されていると言います。それができない部下は、言われたことをや

るだけで、自分の仕事を管理する能力がないと低い評価しか得られないそうですか

ら、世の中厳しいものです。

あるいは、管理者の人事異動が頻繁で、実際の業務知識に乏しく経験も浅い管理

者がよく巡ってくるような職場では、その業務に長年従事し、職人としての知識を
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もつ部下にとっては、反論するのもばかばかしい指示が時としてなされることもあ

ります。しかも悪いことに、面と向かって上司の指示がいかにナンセンスなもので

あるかを部下が立証したとしても、それを受け入れる度量の広さを上司が備えてい

ないことも多く、そんな場合、職場の人間関係は不快さが残るだけで終わることに

なります。「殿様が白と言ったら、鴉も白いんだ」と喚いた上司もいるそうです。

これをバカ殿状況と呼んだ人がいましたが、こうした状況下では、的外れな指示は

部下のやり過ごしによって濾過され、上司に恥をかかせずに、正当な指示に対する

業務だけが円滑に実行されることになると言います。

つまり、組織の中における「やり過ごし」には、仕事の過大負荷や上司の低信頼

性に対処して、組織的な破綻を回避するという注目すべき機能もあるのです。

40.筆者がこの文章でいちばん言いたいことは何か。

[Ａ]�組織の中での「やり過ごし」には重要な機能があるということ

[Ｂ]�管理者の人事異動が頻繁な企業での業務がいかに大変かということ

[Ｃ]�業務における知識や能力よりも上司との人間関係こそが重要であるということ

[Ｄ]�上司の「バカ殿」ぶりが部下へ与える精神的苦痛がいかに大きいかということ

解析：我们看到，这篇读解文章中频繁出现且贯穿始终的词是“やり過ごし”，

这正是文章的“关键词”。找到这一要点，就能清楚地知道本文是以此为中心进行论

述说明的，因此对于“作者在这篇文章中最想说的是什么”的问题，我们可以迅速得

出答案。

（二）接续词

文章的接续词是文章表层的信息符号。通过对接续词的把握，我们可以精准地了

解作者的意图。特别是“逆説”“まとめ”“言い換え”等方面的接续词，后面往往就

是写作的真正意图，自然也就是问题的答案。

例文1：2008年读解文章（一）

もちろん、それは、パソコンを使ったほうが、手で書くよりも、簡単に文章がで

きるからである。そして、文章化した後の工程も電子化されていることが多いので、

（つまり、電子メールなどで送ること）そっちについても簡単だというわけだ。

しかし、簡単だからといって、こうした電子機器を安易に多用することの弊害は

もちろんあるのだろう。いろいろなところで言われているように字を忘れたり、文

章が平板になったり、無味乾燥になりがちだというようなことだ。
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24.パソコンを使って文章を書く弊害は、どんなものだと言っているか。�

[Ａ]文章が単調で、おもしろみがなくなってしまいがちになる。

[Ｂ]書き直しと清書が簡単にできなくなり、書道が衰える恐れがある。�

[Ｃ]文章が簡単に書けなくなり、安易に電子機器を多用するようになる。�

[Ｄ]書いたものを電子化することが難しくなり、文章の質が落ちる恐れがある。

解析：接在逆接接续词后的一般都是作者真正的主张，是作者真正想说的、要强

调的部分。关注接续词后的内容，是把握文章要点的捷径之一。在本题中，我们来看

接续词“しかし”后面的句子：“虽说简单，但经常轻易使用这种电子产品的弊端当然

也是存在的。就像人们常说的那样，使用电子产品容易提笔忘字，文章也容易变得平

淡、乏味。”看到这一句后再来看问题“使用电脑写文章的弊端是什么”，不难发现答

案就是接续词后边的部分“会使文章变得单调乏味”。

很多读解文章都会针对接续词，尤其是逆接接续词后面的部分来提问，因为这一

类接续词的基本功能就是强调、强化作者的主张，即逆接接续词的后边才是作者的意

图所在，是作者真正要说的部分。

例文2：2012年读解文章（二）

つまり、わたしどもの前にも後ろにも、わかれ道はたくさんあるけれども、その

中で自分では予知できないものもあるし、また気をつけていれば、落ち着いて考え

て、どっちの道をとればいいか、自分で選べるものもあるということである。自分

で道を選ぶ力、これが大切である。

30.筆者がこの文章でもっとも言いたいことは何か。

[Ａ]慎重に考えるのはいいが、うろうろしないことがもっとも大事である。

[Ｂ]道を決めた後は、向こうがよかったのだと後悔しないことが大事である。

[Ｃ]分かれ道のところで立ち止まってしまわないことがもっとも大事である。

[Ｄ]進むべき方向を選択できる能力を身につけることがもっとも大事である。

解析：“つまり”一般用于对文章内容进行归纳总结，是读解文章中不可忽视的要

点符号。其后面所接的句子通常是对前面内容所做的解释说明或归纳总结，表达方式

也通常更为简洁、精练，因此能帮助读者快速理解消化文章内容，节省阅读时间。我

们看看本段中“つまり”后面的内容：“也就是说，虽然我们前后都有很多岔路口，其

中有些道路是我们自己无法预知的，但也有一些道路是我们经过谨慎认真的思考之后，

可以自己做出选择的。自己选择道路的能力，这是最为重要的。”读懂了这一段，我们

就能找到答案，即“掌握选择前进方向的能力是最为重要的”。
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（三）直接体现主张的表达

在文章中涉及作者主张的部分，作者一般都会用直接且明显的表达方式。如“～な

ければならない”“～すべきだ”“～が大事だ”“～が必要だ”“～が大切だ”“～と思う（思

われる）”“～と考える”“～のではないだろうか”等。通过这一类表达方式，我们可

以快速理解作者的意图，找出文章的主旨。

例文：2011年读解文章（一）

もしかしたら親の方が、子どもたちの学ぶ機会の芽を摘んでいるのではないだろ

うか。治安の悪さから買い物へ行かせない、無駄づかいをさせたくないからお金を

与えないといった「べからず主義」をやめ、もう少し放任する勇気をもつべきだと
感じた5日間だった。

25.子どもを育てることについて、筆者はどう考えているか。

[Ａ]無駄づかいをさせないためにも、お金を与えないほうがいい。

[Ｂ]お金のことには、もう少し放任する勇気を持ったほうがいい。

[Ｃ]物の値段に実感をもたせるために買い物に行かせたほうがいい。

[Ｄ]治安の悪さを考慮し、子どもを買い物へ行かせないほうがいい。

解析：读文章的目的在于了解作者的意图或主张，所以读文章时要先留意常用于

表示主张的句型。本题中常用于表示主张的表达为“～をやめ”“～べきだ”，作者的

观点即“放弃‘不让主义’，比如‘因为治安不好就不让孩子出去买东西’‘因为不想

让孩子浪费钱，所以不给孩子钱’等”，“应该再多一些放任孩子的勇气”。因此问题

的答案显而易见。

（四）疑问句、设问句

文章的疑问句、设问句是解读文章的一个很好的切入口。疑问句、设问句是要引起

读者注意的明显的语言符号，其目的一般是要引发读者的思考，所提出的问题往往就是

文章论述的要点。疑问句虽然可答可不答，但通常会对应要关注的信息要点，引发读者

的思考；而设问句，因为要自问自答，所以我们一定能够从文章中找到相应的答案。

例文：2005年读解文章（三）

お弁当というものを、そういうふうには考えたことがなかったので、たいへんお

もしろく感じました。しかし、ほんとうにこれは母親や女に関する日米の文化的差

異から来るのでしょうか？わたしは、まず根本は食文化の違いだと思います。日本

には、子どものお弁当に限らず、各種駅弁から始まって、高級料亭のお弁当まで、
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「お弁当」という芸術的食物を作る文化があるでしょう。アメリカにはそもそもそ

れが存在しないので、美しい子どものお弁当が生まれる余地がないのです。

35.筆者は日本とアメリカとの子どものお弁当の違いはどこにあると思っているか。

[Ａ]日米の母子関係の文化的差異

[Ｂ]日米の食に関する文化的差異

[Ｃ]日米の給食に関する文化的差異

[Ｄ]日米の母親や女に関する文化的差異

解析：设问句的回答通常分为两种情况，一是问句后边直接给出答案；二是经过

摆事实、讲道理，引导读者逐渐向答案靠近，到文章的最后才给出实质性的归纳总结。

本题属于第一种情况，在提出问题后直接给出答案。如果我们把问句作为要点来关注，

会很快找到答案，即“わたしは、まず根本は食文化の違いだと思います（我认为根

本在于饮食文化的差别）”。

（五）说明、强调原因、理由的表达

读解文章中还有一类必须关注的表达，那就是说明、强调原因、理由的表达。常

用的表示原因的接续词有“だから”“したがって”“それで”“そこで”“ゆえに”等；

常用的表示原因、理由的接续助词有“から”“ので”“ため”等。此外还有“から”

和表示强调的助词“こそ”构成的“からこそ”，而语气更为强烈、意义更为明确的

则是因果倒装句，即“～のは～からだ”。

例文1：2018年读解文章（一）

もっとも、人類はそれほど自己中心的で、かつ攻撃性を備えていたからこそ、地

球という星で、こんなに栄えたというか、蔓延ったわけでしょう。というのも、地

上は酸素はたくさんあるけれど、食物を手に人れるのが海の中とは比べ物にならな

いくらい困難で厳しいので、地上の生物たちは、そのための大変な努力をしながら

今日に至った。そして人類は、今のところそれに勝ったのだと言えます。

24.文中に「人類は、今のところそれに勝った」とあるが、それはなぜか。

[Ａ]地上は生きるのになくてはならない酸素が十分にあるから

[Ｂ]人間は自己中心的だけでなく、攻撃性もある生き物だから

[Ｃ]地上は食物の入手が容易で、努力しなくても生きられるから

[Ｄ]人間は目や耳や鼻などの進化が他の動物より進んでいるから。
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解析：“からこそ”是强调原因的表达，当读解文章中出现这一类表达时，不管是

否与问题关联，我们都一定要重点关注、重点解读，它可以帮助我们深度了解作者的

主张、意图，把握文章的关键信息。本题中的关联表达为“人类本来就以自己为中心，

并具有攻击性，正因为如此，才在地球这个星球上占据主导地位，才能够生息繁衍”，

这正是“为什么人类现在取得了胜利”的答案所在。

例文2：2019年读解文章（四）

私はその話を聞いて、体が一瞬揺らぐような不思議な感じに襲われた。春先、も

う間もなく花となって咲かそうとしている桜の木が、花びらだけではなく、木全体

で懸命になって最上のピンクの色になろうとしている姿が、私の脳裏に揺らめいた

からである。

37.�文中に「体が一瞬揺らぐような不思議な感じに襲われた」とあるが、それはな

ぜか。

[Ａ]美しい桜色の着物には目と心が吸い込まれるように感じたから

[Ｂ]春のピンクに色づいた桜の花びら一枚一枚に引き付けられたから

[Ｃ]ゴツゴツした桜の皮から取り出された黒っぽい色に感動されたから

[Ｄ]桜の木全体で懸命に最上のピンク色になろうとしている姿に感心したから

解析：这一部分是典型的原因后置句。整段的逻辑是，先写感觉，再给出原因，

即“我听了那些话，瞬间感到实在是不可思议”，那是因为“在我脑海中浮现出初春

即将开花的樱花树，不仅是花瓣，整棵树都在为变成最美的粉色而努力的样子”。在

考研日语的阅读题目中询问原因的题型约占所有题目的40%，因此因果倒装句关联答

案或信息要点的概率很高，是我们不能忽视的语言符号。

例文3：2006年读解文章（二）

チンパンジーは、さまざまなあいさつの仕方をもっている。おじぎ、握手、抱

擁、平伏す、肩を叩く、軽く相手にさわる。それにキスさえもする。ゴリラ（大猩

猩）は深いおじぎをするが、その他のあいさつ行動は貧弱である。なぜチンパン

ジー属にだけ、あいさつ行動が豊富なのか。

（中略）

このように、時間的空間的に離れていたための疎遠感を、あいさつによって消し

去り、もとの社会関係を回復することができるのである。チンパンジー社会では、

個体の行動の自由度が大きく保証されているが、あいさつはそれを可能にするため

の行動型なのである。
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26.�文中には、「チンパンジーは、さまざまなあいさつの仕方をもっている」とあ

るが、それはなぜか。

[Ａ]チンパンジーの社会は、個体の行動の自由度が大きい社会だから

[Ｂ]チンパンジーの社会は、時間的空間的に疎遠感が大きい社会だから

[Ｃ]チンパンジーの社会は、あまりにも形式化し過ぎた社会だから

[Ｄ]チンパンジーの社会は、閉鎖的で群れから離れると戻りにくい社会だから

解析：日语中说明、强调因果关系的表示方式除了上面列举的接续词、接续助

词、因果倒装句之外，还有一类必须注意的，那就是使用频率极高的强调句式“～の

だ”“～のである”。这一类句式的基本用法是“事情説明”，简单来说就是用于“对

事情的缘由进行强调性的说明”。除了“缘由”外，也用于单纯的“强调性说明”，因

此读解文章中出现的此类句式，或多或少都具有强调的意味，阅读时我们要注意体会。

本题询问“为什么大猩猩有各种问候方法”，我们来看文章中两个“である”所

在的句子：“通过问候，可以消除时间空间上的疏离感，能够恢复原有的社会关系”“在

大猩猩社会，个体自由得到了很大的保障，而寒暄恰恰是使之成为可能的行为之一”。

我们对照以上两个要点句式所提供的信息去看四个选项，就能够迅速锁定答案。

例文4：2019年读解文章（二）

しかし、われわれの生活のすべての面において、努力ということが尊重されるの
は、すなわち環境順応の無為よりも、四囲の自然に逆らっていくことの中に、真の

人間らしさがあることを公認しているものにほかならない。

28.文中に「努力ということが尊重される」とあるが、それはなぜか。

[Ａ]環境に抵抗しない生き方にこそ生きがいが感じられるから

[Ｂ]環境に順応せずに生きていく中には真の人間らしさがあるから

[Ｃ]環境に順応する無為の中にこそ自然の美しさが感じられるから

[Ｄ]環境に適応しようとする人間の積極的な活動に意義があるから

解析：强调因果关系以外的其他逻辑关系的表达方式也需要作为要点来关注。如

本题中的“～のは～にほかならない”。这个句式就如同一组设问句一般，“～のは”

部分是问题，“～にほかならない”是对应的答案。本题中，“努力之所以被尊重”，

正是由于“与顺应环境、无所作为相比，人们普遍认为，在与周围的自然环境进行抗

争的过程中才能体现真正的人性”。
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二、论说文的结构法则

文章结构遵循着一定的法则，通过分析文章的结构，我们可以更好地把握文章的

脉络，从而更清楚地了解作者的主张或意图，快速解读文章、回答问题。论说文是说

理性的文章，更具逻辑性，所以结构脉络会更加清晰。论说文的结构法则大体可分为

“对等关系”与“对立关系”两大类。

（一）对等关系

简单来说就是 A 项与 B 项说的是同一件事情。A 项通常是论点或主张，B 项给出具

体事例、经历经验，或引用、比喻；A 项为中心论点，B 项提供论据、论证，或做更加

形象生动的说明。即作者想说的 A 项要通过 B 项来体现或论证，或通过各种修辞来进

行形象化的传达。从这个意义上来讲，二者形成了“对等关系”，可以简单表示成：

笔者的论点、主张 = 具体事例、经历经验，或引用、比喻等

1. 论点、主张＝具体事例

例文1： 2012年读解文章（三）

わたしがA国から帰国してまもなく見た新聞に、「もう泣き寝入り(忍气吞声)すま

い」という投書が載っていた。交通事故で、自分が悪くないのに謝ったりしては大

損(吃大亏)だという体験談である。A国の人があれを読んだら、そのあまりにも日本

的な現象に驚きあきれるだろう。

民族が違うと、ものの考え方もこのように違う。それは日本とA国と「とちら

が良い(あるいは悪い)」ということではなく、「違う」という事実が重要なので 

ある。

普通わたしたちは自分のことを「日本人」と規定している。しかし日本人とし

てのわたしたちとは、具体的にはどういう民族なのだろうか。どこの国に限らず、

自分たちの民族的性格や特徴は案外知らないものだ。何かを知るということは、そ

の「何か」を「他」から識別し、取り出すことでもある。まず「他」を知らなけれ

ば「何か」を識別することはできない。わたしたち自身を知るためには他民族を知

ることがその第一歩なのだ。地球上のさまざまな民族と接してみると、わたしたち

があたりまえと思っていることが他民族には全く通用しない例がよくある。そう

した事実を知って初めて、わたしたちは自らを客観化し、知ることができるように 

なる。

簡単な例を挙げよう。わたしたちがコメと言うとき、それは煮る前のコメツブの

ことであって、食べるときのメシ(ゴハン)のことではない。しかし英語ではとちら
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もrice(ライス)である。

もう少し複雑な例を挙げよう。魚のブリは、日本語だとその成長段階に応じてシ

オワカナ、ツバス、ワカナ、ハマチ、メジロ、モンダイ、ブリ(明石地方の場合)と

よび分ける。しかし英語ではすべてyellowtail(イエローティル)だ。

もっと複雑な例として、ベドウィン(砂漠を遊牧しているアラブ人を指す)による

ラクダのよび方がある。日本語では「ラクダ」の一語だが、アラビア語ではその各

成長段階はもちろん、「乗用」や「荷運び」のような用途別、さらに「妊娠したラ

クダ」「草を食っているラクダ」など、実に200とおり近くもの単語に細分されて

いる。エスキモー(因纽特人)の場合は雪がそれに当たるだろう。「激しく吹き付け

る雪」「吹きだまりの雪」「地面を広く覆う雪」「飲料水用に溶かすための雪」と

いったさまざまな状態・用途に応じて大変細かく命名されている。

なぜこのような違いができるのだろうか。それは例えばエスキモーにとっての雪

の場合、日本人にとっての雪とは比べものにならぬほど生活と密接に結びついてい

るからである。エスキモーが生きてゆくためには、北極地方の風土を支配する雪へ

の深い関心がなければならず、関心が深ければ深いほどその対象を表す言葉も豊富

になる。

解析：文中的对等关系体现在“一般观点=具体事例”，前面的“民族が違うと、

ものの考え方もこのように違う”是抽象化、一般化的观点，后面的“簡単な例を挙

げよう”“もう少し複雑な例を挙げよう”“もっと複雑な例として”则是具体体现文

化差异的事例。后者是对前者的说明，表达方式不同，但要表达的意思相同，从意思

层面而言两者是对等关系。

例文2：2016年读解文章（三）

数ある関西の損の中で、言葉の問題がある。いわゆる標準語を称するもの、こ

れはあきらかに関東弁の一種だ。それを、いまさら共通語と言い換えてみたところ

で、実際には同じことである。無理やりに、こういうものを押し付けてもらっては

困る。本気であんなものを奉じしなければならぬとすれば、関西の人間にとって、

これは大問題であると言わなければならない。

標準語のおかげで、関西ではどういうことが起こっているか、実例を挙げよう。

この間、豆記者社会探訪という大阪放送を聞いた。数人の小学生が、警視庁のパ

トロール・カーに乗りこんで、市内を巡回する。その車内での警察と子供との問

題を録音している。警官は大阪の人らしくちゃんとした大阪弁で、なかなかよく

わかる。親切な説明を与えている。子供のものの言い方を聞いて、これはいけない

と思った。緊張していて、何かを棒読みに暗唱しているように聞こえる。どの子供
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も、アクセントの点を除いては、標準語らしきものを話しているのだが、標準語で

あろうとする努力で精一杯で、言おうとする内容にまで注意が届かぬというふう

だった。舌足らずで、もどかしい。落ち着きがなく、不自然である。それは、まる

で言葉になっていない。質問に子供らしい新鮮さがなければ、素朴な驚きの表現も

なかった。子供は話すことができなくなっている。（中略）標準語で思うことを自

由に話せるようになるなんて、容易なことではない。よっぽど、物好きでなければ

関西の人間は標準語をしゃべれるようにはならない。

解析：文中的对等关系体现在“问题点＝具体事例”，插入的事例越具体，越有

助于读者理解抽象化的论点或问题。简单来说就是为了更好地说明前项，让人更容易

理解或接受而插入具体事例。因此前后项也是一种对等关系，依然类似于数学上的“A

导出B，B证明A”的逻辑关系。

2. 论点、主张＝经历经验

例文：2009年读解文章（二）

しかし、権利を大切に考える者は、たとえ無駄であってもかけがえのない存在を

最後まで守ろうとするであろう。わたし自身十数年前に母を癌でなくした経験があ
るが、その時に脳死状態の母に高額の治療費がかかったことがあった。それでも温

もりのある母の身体が病床にある限り、東京の病院に何度となく足を運び看病をし

たことがあった。第三者からみれば、無駄な出費とみえるかもしれないが、それが

当時のわたしにとって最大の仕事であり、生きがいでもあった。権利感覚は最終的

には、かけがえのない個別としての人間、それがどれほど効率が悪く、手のかかる

存在であろうとも、そのような存在に対する深い思いに根ざすものなのである。

解析：文中的对等关系体现在“作者观点＝亲身经历”。作者的观点为画线部分

的“重视权利的人，对于那些无可替代的存在，即便明知徒劳也要坚守到最后”。为

了让读者认同这一点，作者举出自己的亲身经历，“处于脑死状态的妈妈要花费高额的

治疗费，但我始终无法放弃，那是我最重要的工作，也是生存的意义”。

这一类文章结构同样也是对等关系，举出亲身经历更容易传达作者的体会或情感，

也更容易引起读者的共鸣，让读者能够快速地理解消化作者的观点。可以说在这种文

章结构中A项与B项的对等性很强，读懂了A也就明白了B，读懂了B也就理解了A。
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3. 论点、主张＝引用

例文：2014年读解文章（二）

こうして、新しい祭りがどんどんふえていく。ムラの祭りが活気を失い、衰える

道をたどっているのに対して、都市部や近郊の新しい都市で、祭りが盛んになる。

ここでは、演じものは規模が大きくて華やかなものだが、そのくせ底が浅い。

それでも、祭りに人々が集まるのは、都市の住民にとって、機械化された管理社

会の単調さを打ち破る非日常性への参加であり、そのことで生活の圧迫感から逃れ

ることができるからだ。

「祭りに似たチャンスは、若い世代の場合、週末ごとにおとずれる。暴走族と呼

ばれる若者たちの行動や、原宿に集まる日曜ごとの竹の子族、ロックンロール（摇滚

乐）族の集まりも、彼らにとっては毎週末の行事であり祭りである。また、季節ご

とのスポーツも彼らにとって祭りとしての心理的な意味をもっている」と、最近の

若者たちの祭り好きについて言っている学者もいる。

解析：文章中引用权威专家、学者等的言论都是为了更好地证明作者的主张或结

论，因此从文章结构上而言，属于对等关系，即“作者主张=引用言论”，当然，有时

也会引用一些与观点或结论相悖的言论，通过反驳、反证的方式来进一步论证观点。

本篇读解文章先是说明“庆典活动的盛行打破了城市的单调性，人们通过参与活

动从生活的压迫感中逃离出来”，进而通过学者的言论，说明了“年轻人喜欢聚集与

喜欢参与庆典活动的共通性”。因此逻辑关系是：“学者说年轻人喜欢聚会——聚会与

参加庆典活动对他们来说有相同的心理意义——参加聚集或庆典活动都可以打破单调

性，消减压迫感”。如此前后便对等关联起来。

4. 论点、主张＝比喻

例文：2019年读解文章（四）

考えてみればこれはまさにそのとおりで、木全体の活動の神髓が春という時節の

花びらという一つの現象になるにすぎないのだった。しかし、我々の限られた視野

の中では、桜の花のピンクしか見えない。たまたま志村さんのような人がそれを樹

木全身の花として見せてくれると、はっと驚く。

このように見てくれば、これは言葉の世界での出来事と同じことではないかとい

う気がする。言葉の一語一語は、桜の花びら一枚一枚だといっていい。一見したと

ころ全然別の色をしているが、しかし本当は全身でその花びらの色を生み出してい

る大きな幹、それを、その一語一語の花びらが背後に背負っているのである。そう
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いうことを念頭に置きながら言葉というものを考えるという必要があるのではなか

ろうか。そういう態度をもって言葉の中で生きていこうとするとき、一語一語のさ

さやかな言葉の、ささやかさそのものの大きな意味が実感されてくるのではなかろ

うか。それが「言葉の力」の端的な証明でもあろうと私には思われる。

解析：中文也好，日文也好，所有的比喻运用都出于一个目的，就是通过形象生

动的描述，把抽象转化为具体，或者将具体意象与抽象观点相关联，从而使读者更容

易理解或接受作者提出的一般性论点或抽象概念。显而易见，这也是一种结构上的对

等关系。

本文中，语言本身是抽象的存在，作者将“每个词语”比作“每片樱花花瓣”，

我们平常“只见花开”，却看不到“整棵树为花开所背负的东西”，带着这种视角来看

待语言，我们就能够看到“单个语言”背后所隐藏的“强大的语言力量”。以简单的B

比喻复杂抽象的A，因为二者具有显而易见的共通性，所以理解了B也就理解了A，二

者为对等关系。

（二）对立关系

如果论说文结构中的“对等关系”是由 B 项来论证、说明 A 项，那么“对立关系”

则是通过对比、比较A、B 来达到论说、说明的效果。与“对等关系”相比，“对立关系”

结构更加清晰，更简单易懂，并通常伴有明显的语言符号，如“～に対して”“と違っ

て”“一方”等。

1. 并立性的对立

例文：2013年读解文章（三）

それに対して釣りとか、ゴルフとかいわゆる余暇時間を楽しんでいるときには人

は機嫌よく見える。自分の好きなことをやっているときには概して人は機嫌がいい

のである。このように人は好きなことには積極的に接近し、それに関与することに

喜びを感じる。これに対して嫌いなことはできるだけ回避し、やむを得ずそれと接

触しなくてはならない場合には、身体的にも心理的にも苦痛を感ずる。これは人間

の行動に見られるかなり大きな原則である。

解析：文章中有显而易见的语言符号，即“これに対して”。我们围绕着语言符

号进行解读，前面的句子为“像这样，人会积极地接近自己喜欢的事情，并为参与其

中感到喜悦”，后面的句子为“人会尽量回避讨厌的事情，在不得不与之接触的时候，

身心都会感到痛苦”。而这截然相反的两点就是“能够从人类的行动中看到的大原则”。
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这是典型的“并立性的对立关系”，即A项与B项虽然意义相对，但同时起到证明中心

论点的作用。

2. 反证性的对立

例文：2015年读解文章（一）

青春時代に自分の力量を出し切らなかった思い出ほど後味の悪いものはないので

あって、その悔恨は一生私たちを苦しめるのである。それに比べれば若気のあやま

ちの思い出の方が遥かに楽しいと言わなければならない。青年の老い易いというこ

と、従って、感覚も鋭敏で肉体も丈夫な時代に、自分の力量の養いになるものをで

きるだけ豊富に取り入れるということは、青春時代の最も大切な心がけである。

解析：阅读时我们要先从文章中找到标识性的语言符号，即“それに比べれば”，

然后再关联前后句子。“青春时代没有倾尽全力是最让人后悔的事情，那种悔恨会让我

们痛苦一生”，而“与此相比”，“我们不得不说年轻时犯错误的回忆更让人愉悦。青

春易老，因此，在感觉敏锐、身强体壮的时代，尽可能多地吸收能提高自身能力的东

西，这是青春时代最重要的心理觉悟。”通过这种“反证性的对立关系”，即把B项与

A项相比，证明B项好于、胜于、优于A项，来强调B项的正确性。

3. 结构性的对立

例文：2006年读解文章（二）

チンパンジーは、さまざまなあいさつの仕方をもっている。おじぎ、握手、抱

擁、平伏す、肩を叩く、軽く相手にさわる。それにキスさえもする。ゴリラ（大猩

猩）は深いおじぎをするが、その他のあいさつ行動は貧弱である。なぜチンパン

ジー属にだけ、あいさつ行動が豊富なのか。

（中略）

このことは、われわれのあいさつ行動に照らしてみると、よく理解できる。な

ぜ、いつ、あいさつをするのか。それは日常的には相互に時間的空間的に離れてい

る場合に限られている。

（中略）

チンパンジーのあいさつが文化的行動だという実証的研究はないが、その可能性

は大いにある。それはともかく、人類はあいさつを文化行動として形式化し、人間

関係の基礎に置いて発展させた。（中略）それはチンパンジーから受けつがれた、

社会的動物として生きるためのひとつの知恵なのである。
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解析：在“结构性的对立”的文章中，通常会双线进行论述、说明，先说说A项，

再说说B项。A项与B项并非是事物的正反两面，不是二选一的关系，而是相互关联的

关系。在并行的论述中可以看到二者的共通点，或是作者通过列举二者的共通点、相

似性得出的结论。这种就是单纯的结构上的对立，也可以理解成双线行文。这种文章

的特点在于实质性的结论要在最后才能看到，所以我们要重点关注最后的结论部分。




