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本书基本结构与特点

本书
基本
结构

Step1

高考日语作文

简介

1.  对2005—2021年这17年的高考日语作文真题进行了

汇总，并对写作类型、出题次数进行了分析。

2.  针对“书写错误”“助词使用错误”“时态错误” 

“自他动词的使用错误”“指示代词、人称代词使

用错误”这些写作中容易犯的错误，通过大量举例

来进行讲解。

3.  介绍了实际写作时，除了写作基础知识以外的一些

原则，如如何分配时间、如何审题等。

Step2

高考日语写作

训练150篇

1.  精选150道贴近高考出题倾向的写作题目。

2.  按照写作难度，将150道写作题目分为“写作入门

训练”“写作提高训练”“写作进阶训练”“写作

达人训练”4个单元。 

3.  每个题目都有“提纲导写”，包含每个段落的写作

内容、实用词句和实用句型等，帮助考生构思与遣

词造句。

Step3

高考日语写作

范文150篇

包含Step2的150道写作题目的范文。

附
赠

范文翻译 包含Step3的150篇写作范文的翻译电子版。

写作稿纸 提供练习用的写作稿纸，供下载使用。



1

前  言

  近年来，选择日语作为高考外语科目的学生逐年增加。针对高考日语

考生，樱花国际日语图书事业部于 2019 年推出了“高考日语宝书”系列，

受到了读者的认可与好评。目前，很多学生日语学习起步晚，有不少人是

高一甚至高二才开始学习日语的，为了帮助这部分学生提高日语水平，在

高考中拿到理想的分数，樱花国际日语图书事业部推出了全新的高考日语

系列丛书——“高考日语基本功”系列。该系列包含词汇、语法、阅读、听力、

作文以及高分范文 150 篇六本书，为零基础或基础薄弱的学生编写，以夯

实日语基础知识、练好日语基本功为目标，为考生取得理想成绩提供最有效、

最强大的学习支持。

　　该系列丛书的编写是以《普通高中日语课程标准》（2020 年修订）为

指导思想的，《普通高中日语课程标准》（2020 年修订）明确了高中日语

学科的核心素养的水平划分，对语言能力、文化意识、思维品质和学习能

力这四项素养提出了明确的目标和要求。

　　《高考日语基本功·高分范文 150 篇》以《普通高中日语课程标准》（2020

年修订）和《普通高等学校招生全国统一考试大纲及考试说明》为依据编写。

编者基于对历年高考持久深入的研究，精选了 150 道贴近高考日语作文题

的题目，按照写作难度分为四个单元。

【本书使用建议】

1. Step1 高考日语作文简介——写作常见错误与写作原则

  对近 17 年的高考日语作文题目进行了汇总、分析，并精准概括了考生

在写作过程中的五大常见错误和写作六大原则。

2. Step2 高考日语写作训练 150篇——分梯度高考作文实练

  精心编写了贴近高考出题倾向的 150 道作文题，从“写作入门训练”到“写

作达人训练”，循序渐进，逐步提升写作技能。每个单元都包含了多种写

作题材，每道作文题都提供详细的“提纲导写”，手把手教大家写出好作文。

3. Step3 高考日语写作范文 150篇——丰富精彩的写作范文

  这个部分提供 150 篇范文，供考生参考与学习。 
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【高考日语全国卷考试介绍】

  考试总共分为听力、日语知识运用、阅读理解和写作四大部分。考试

时间为 120 分钟，总分为 150 分。各部分的题量、做题时间等如下表所示。

考试内容 构成
题量

（题）

分值

（分）

时间

（分钟）

第一部分 听力
第一节 7

30 20
第二节 8

第二部分 日语知识运用 40 40 30

第三部分 阅读理解 4 篇文章 20 50 45

第四部分 写作 1 30 25

总计 75+1 150 120

  考试对各部分的考查目标如下表所示。

考试内容 考查目标

听力 要求听懂有关日常生活中熟悉的话题的简短对话和独白。

日语知识

运用

要求能够适当运用基本的语法知识，掌握 2 000 个左右的词汇

及相关词组。

阅读理解 要求读懂有关日常生活中熟悉的话题的简短文字材料。

写作
要求能够根据提示进行书面表达，准确使用词汇和语法清楚、

连贯地表达自己的意思，书写、标点规范。

 樱花国际日语图书事业部

 2022 年 2 月
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Unit 1  高考日语作文简介

一、2005 — 2021 年高考日语作文真题汇总 

  我们首先从2005年—2021年这17年的高考历年真题入手，来了解高考日语

作文的考题、写作类型和写作要点等。

年份 作文题目 写作类型

2021年

  假如你是李明，你们班将于10月15日周五下午2~5

点举办中日学生交流会，届时希望日本留学生谈一谈

“日本人眼中的中国”。请你给日本留学生山本发一封

电子邮件，邀请他及他的朋友(2~3人)来参加。

写作要点：

1. 介绍交流会的基本情况。

2. 写明邀请的原因。

3. 发出邀请。

应用文

邮件

2020年

「電子書籍と活字の本」

  科技的发展和进步改变着我们的生活，也改变着人

们的阅读习惯。有人喜欢电子书（電子書籍），也有人

喜欢纸质书（活字の本）。你更喜欢读哪一种书呢？请

以「電子書籍と活字の本」为题，写出你的看法。

写作要点：

1. 简述纸质书的优缺点。

2. 简述电子书的优缺点。

3. 写出自己的选择和理由。

“ 说 明 ＋

看 法 ” 类

写作

2019年

「最近読んだもの」

  请以「最近読んだもの」为题，写一篇日语短文，介绍

一本你最近读过的印象深刻的中文或日文书（或一篇文

章）。

写作要点：

1. 简单介绍一下该书（或文章）。

2. 谈谈你介绍这本书（或文章）的理由或读后的感受。

“ 说 明 ＋

看 法 ” 类

写作
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年份 作文题目 写作类型

2018年

「雨の日に」

  晴天时，我们可以安排丰富的户外活动。雨天时我

们同样能够外出购物，看电影或会朋友等。雨天时，你

会怎样安排自己的时间？请以「雨の日に」为题，写一

篇短文。

写作要点：

1. 列举一两件你在雨天里所做的事情。

2. 叙述你当时的心情或感想。

“ 叙 事 ＋

感 想 ” 类

写作

2017年

「細やかな幸せにも感謝の気持ち」

  在现代社会中，人们总是在追求着自己的幸福。有

了幸福感，生活才能丰富多彩。但是，我们在追求幸福

的时候往往忽视了那些细小的感受。请你以「細やかな

（细小）幸せにも感謝の気持ち」为题，写一篇短文。

写作要点：

1. 举出几件你感到幸福的小事。

2. 谈谈你的感受。

3. 阐述你的观点。

“ 叙 事 ＋

感 想 ” 类

写作

2016年

「自由な時間があったら」

  高中三年，我们都在紧张的学习中度过。其实，除

了学习之外，很多人都希望能有自己独立支配的时间，

做自己想做的事情。请根据下面的写作要点，以「自由

な時間があったら」为题，写一篇短文。

写作要点：

1. 简单介绍你将如何支配自由时间。

2. 列举事例，具体说明。

3. 叙述你那样做的理由。

“ 叙 事 ＋

感 想 ” 类

写作

2015年

「天気とわたしたちの生活」

  请以「天気とわたしたちの生活」为题，写一篇短文。

写作要点：

1. 写出天气与人类生活的关系。

2. 简单写出随着科技的进步，人类对天气认知情况的变化。

“ 说 明 ＋

看 法 ” 类

写作

（续表）
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年份 作文题目 写作类型

2014年

「家族で食事をとることについて」

  随着社会发展节奏的加快，我们与家人在一起的时

间越来越少，甚至很少有时间与家人共同进餐。你对此

有何感受？请以「家族で食事をとることについて」为

题，写一篇短文。

写作要点：

1. 简述你家的情况。

2. 表明你的看法。

3. 说明你的理由。

“ 叙 事 ＋

感 想 ” 类

写作

2013年

「映画はどこで見ればよいか」

  最近，随着家电的普及，在家里也能欣赏到电影

了。有人认为，看电影还是去有银幕（スクリーン）

的影院好。还有人认为，在家里通过DVD等看电影也不

错。请你以｢映画はどこで見ればよいか｣为题，写一篇

短文。

写作要点：

1. 表明你的观点。

2. 阐明持有这种观点的理由。

3. 总结全文。

“ 观 点 ＋

理 由 ” 类

写作

2012年

  假设你是孙翔宇,正在日本人家短期寄宿（ホームス

テイ）。房东田中太太现在不在家。你有事要外出，请

你用日语给房东写一个便条，要点如下：

1. 晚6点之前回来。

2.  房东交办的①去市立图书馆还CD；②去超市买麻婆豆

腐调料（マーボー豆腐のもと），两事均己办妥。调

料己经放入冰箱。

3.  有个叫山口的人来电话说，原定明天中午一起吃饭的

事因故取消，并且已通知了其他相关人员，晚上会再

打来电话。

应用文

便条

（续表）
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年份 作文题目 写作类型

写作要点：

1. 写出留便条的理由。

2. 表述清楚以上3项内容。

3. 写出结束语。

2011年

「小学生の外国語の勉強について」

  关于在小学开设外语课，人们有不同的看法，请阅

读下面的对话，以「小学生の外国語の勉強について」

为题，写一篇短文。

女： ねえ、知ってる？最近、小学生も外国語を習って

いるんだって。

男： えっ、小学生が？それはちょっとどうかなあ。

女： どうして？私は中学から英語を勉強して苦労した

から、もっと小さいうちから英語を始めるほうが

いいと思ってるんだけど。

男： でも、母国語もまだしっかりしていないのに外国語ま

で勉強したら、どっちもできなくなっちゃうよ。

女： でも、子どもの時から外国で生活して、母国語も外国語

も同じように話せる人、たくさんいるわよ。

写作要点：

1. 简单介绍你学外语的经历。

2. 结合你的经历，表明你对这一问题的看法。

3. 说明你持有上述看法的理由。

“ 观 点 ＋

理 由 ” 类

写作

2010年

「共通語と方言」

  在日常生活中，普通话和方言都在使用，同学们对

此看法不一。针对这个问题，班里将召开日语讨论会。

请你以「共通語と方言」为题写一篇发言稿，谈谈自己

的看法。

写作要点：

1. 阐述普通话和方言各自的作用。

2. 分析普通话和方言都在使用的原因。

3. 表明你的看法。

“ 说 明 ＋

看 法 ” 类

写作

（续表）
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年份 作文题目 写作类型

2009年

「仕事を選ぶ時の基準について」

  某机构对日本大学生的择业标准做了一次问卷调

查，下表是此次调查的统计结果。请根据图表（グラ

フ）所提供的信息和写作要点，以「仕事を選ぶ時の基

準について」为题，写一篇短文。

写作要点：

1. 对表中数据做一简单综述。

2. 简单分析日本大学生择业标准的特点。

3. 写出你对日本大学生择业标准的印象或评价。

材料作文

2008年

  在表述同一事物时，日语中有些词既可以使用汉语

词，又可以使用外来语，比如：教科書/テキスト、試

験/テスト、演奏会/コンサート、体育/スポーツ等。

你倾向于使用汉语词还是外来语？请谈一下你的看法。

写作要点：

1. 简单叙述上述现象。

2. 表明你的看法。

3. 说明你的理由。

“ 观 点 ＋

理 由 ” 类

写作

（续表）
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年份 作文题目 写作类型

2007年

「鈴木さんへのお見舞い」

  假设你是李平，代表全班前往医院看望铃木同学。

请根据你看望铃木时的对话，以「鈴木さんへのお見舞

い」为题，用第一人称写一篇班级通讯。

李平：どうですか、具合は。

鈴木：いやあ、足の骨、折っちゃってね。

李平： 大変でしたね。でも、お元気そうですね。この

花、みなさんの気持なんですけど。

鈴木：やあ、どうも。

李平：あ、じゃ、ちょっとこれ、花瓶に入れてきます。

鈴木：うれしいなあ。どうもありがとう。

李平：鈴木さん、自転車に乗ってたんですね。

鈴木：うん。

李平： 気をつけてくださいね。自転車も危ないから。

で、まだ痛むんですか。

鈴木： うん、少しね。でも、単純骨折だからすぐ治

るって、医者が言ってた。

李平：で、いつごろ退院できるんですか。

鈴木：あと一週間ぐらいかな。

李平：じゃ、そろそろ。

鈴木：今日は本当にありがとう。みなさんによろしく。

李平：はい。じゃ、どうぞお大事に。

应用文

通讯

2006年

  以下是日本某报社对“数学は人生の役に立つと思

いますか”的问卷调查结果。请对这一问题表明你的观

点并阐明理由。

役に立つ 78％

役に立たない 10％

どちらともいえない 10％

その他 2％

写作要点：

1. 表明你同意哪种观点。  

“ 观 点 ＋

理 由 ” 类

写作

（续表）
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年份 作文题目 写作类型

2. 利用调查结果来说明你持有这种观点的理由。

3. 举例支持你的观点。

2005年

「日本の高齢化社会」

  下表是日本进入老龄化社会的一份调查表。请根据

该图表所提供的信息和表后的写作要点，以「日本の高

齢化社会」为题，写一篇短文。

総人口に占める高齢化者の割合（比例）の推移

写作要点：

1. 图表所显示的具体情况。

2. 日本进入老龄化社会的特点。

3. 你对日本进入老龄化社会的看法。

材料作文

二、2005 — 2021 年高考日语作文真题分析 

  从对2005—2021年历年真题的汇总表中，我们可以发现：

  1. 高考日语作文题以“叙事+感想”类写作、“说明+看法”类写作及“观

点+理由”类写作为主，另外还有应用文和材料作文写作等。

  2. 大部分都是命题作文，“写作要点”往往已经明确了作文的结构，并且

大部分都是三段式写作。

  我们将上表2005—2021年这17年的高考作文题中的各个写作类型的出题次

数统计如下。

（续表）
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写作类型 出题次数

“叙事＋感想”类写作 4 次

“说明＋看法”类写作 4 次

“观点＋理由”类写作 4 次

应用文写作

邮件 1 次

便条 1 次

通讯 1 次

材料作文写作 图表等材料作文 2 次

三、高考日语作文考试要求及评分标准 

1.考试形式

  写作是考试的第四部分，目的是测试考生的日语书面表达能力。该部分满

分为30分，考试时间为25分钟，要求考生根据所给的信息，用日语写一篇300～

350字的短文。提供信息的形式有图表、提纲、词组、短语、短文等。主要考试

形式是命题作文。

2.考试要求

  在《普通高等学校招生全国统一考试大纲及考试说明》中对日语写作的具

体要求为：

　　①准确使用词汇和语法，注意书写格式、标点符号。

  语言的准确性是写作中不可忽视的一个重要方面，因为它直接或间接地影

响到信息的准确传输。句子是否流畅，用词是否准确是写作部分评分标准中的

一项重要内容。书写是否规范和标点符号运用是否正确也会在一定程度上影响

考生的成绩。

　　②使用一定的句型、词组，清楚、连贯地表达自己的意思。

  任何一篇文章都需要有一个主题，考生应该围绕该主题，借助一些句型、

词组等，清楚、连贯地表达自己的思想。

3.评分方法及档次标准

  根据《普通高等学校招生全国统一考试大纲及考试说明》可知，在高考日

语作文的评分中，阅卷老师先根据短文的内容和语言初步确定其所属档次，然

后根据该档次的标准并结合评分说明确定或调整档次，最后给分。具体的“档

次标准”如下：
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第六档 26—30分
写出“写作要点”的全部内容，语言准确流畅，表达

形式丰富。

第五档 20—25分 写出“写作要点”的全部内容，语言表达恰当。

第四档 15—19分 写出“写作要点”的大部分内容，语言表达通顺。

第三档 10—14分
写出“写作要点”的一部分内容，语言表达基本通

顺。

第二档 5—9分 写出“写作要点”的少部分内容，语言表达欠通顺。

第一档 0—4分
写出“写作要点”的很少内容，语言表达不通顺或字

数少于100字。

4.评分说明

  ①少于300字者，每少写一行扣1分。

  ②每个用词或书写错误扣0.5分（相同错误不重复扣分）。

  ③每个影响交际的语法错误（活用、时态、助词、句型等）扣1分，扣分总

值分不超过5分。

  ④标点符号及格式错误扣分总值不超过2分。
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Unit 2  高考日语写作常见五大错误

一、书写错误

1. 单词书写不规范

　　日语单词都有惯用的、约定俗成的书定方式，有些单词写汉字，有些单词

写假名，有些单词既有汉字又有假名，还有些单词用不同的汉字表达不同的词义。

在写作时，应该按照平时所学的方式写单词，不能随意书写。

错误示例 分析

1）× 答えを鉛ぴつで書きます。

　 ○ 答えを鉛筆で書きます。
有汉字的单词要写汉字。

2）× 姉は晩ごはんを食べません。

　 ○ 姉は晩ご飯を食べません。

3）× どうやって週末を過しますか。

　 ○ どうやって週末を過ごしますか。

不能漏写单词中的假名。

4）× 落ち込んでいる友だちを励しました。

　 ○ 落ち込んでいる友だちを励ましました。

5）× 今の生活は苦いです。

　 ○ 今の生活は苦しいです。

6）× このお店は今日、お客さんが少いです。

　 ○ このお店は今日、お客さんが少ないです。

7）× 今住んでいる部屋はとても明いです。

　 ○ 今住んでいる部屋はとても明るいです。

8）× 故郷は大き変化はないです。

　 ○ 故郷は大きな変化はないです。

9）× 鈴木さんに変わって会議に出席します。

　 ○ 鈴木さんに代わって会議に出席します。

读音相同、汉字不同的单
词 , 要根据句意选择正
确的汉字。

10）× 今年の夏は熱いです。

　  ○ 今年の夏は暑いです。

11）× 最近、温かくなりました。

　  ○ 最近、暖かくなりました。
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12）× 王さんはもう家に帰えました。

　  ○ 王さんはもう家に帰りました。

有些一类动词词形与二
类动词相似，要注意其
变形规则。

2. 汉字写法受中文干扰

　　日语中很多汉字和中文汉字的写法十分相似，但又有细微的区别，有些汉

字的写法和中文的汉字有很大的区别，还有些汉字笔画较多，较难写。在写作时，

要特别注意这些汉字的写法。

1）与中文写法相似的汉字

1
× 映画を見る

○ 映画を見る
11

× 道を步く
○ 道を歩く

21
× 人数が减る
○ 人数が減る

2
× 留学を决める

○ 留学を決める
12

× 鱼を食べる

○ 魚を食べる
22

× 簡单な問題

○ 簡単な問題

3
× 凉しい天気

○ 涼しい天気
13

× 图书馆で勉强する

○ 図書館で勉強する
23

× 角を曲がる

○ 角を曲がる

4
× 黑の帽子

○ 黒の帽子
14

× 将来の夢

○ 将来の夢
24

× 冰を入れる

○ 氷を入れる

5
×  お客さんが增える

○  お客さんが増える
15

× 正直な人

○ 正直な人
25

× 住所を書く

○ 住所を書く

6
× 大きな変化

○ 大きな変化
16

× 大气污染

○ 大気汚染
26

× 理解できない

○ 理解できない

7
× 突然のこと

○ 突然のこと
17

× 恼みがある

○ 悩みがある
27

×  親に苦劳をか

ける

○  親に苦労をか

ける

8
× 意見を交换する

○ 意見を交換する
18

× 生活に满足する

○ 生活に満足する
28

× 背が低い

○ 背が低い

9

×  彼の意見に赞成す

る

○  彼の意見に賛成す
る

19
× 体の具合が悪い

○ 体の具合が悪い
29

× 浅い池

○ 浅い池

10
× この边り

○ この辺り
20

× 友だちと别れる

○ 友だちと別れる
30

× 虫歯を拔く

○ 虫歯を抜く

（续表）
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2）与中文写法区别很大的汉字以及通用规范汉字表中没有的汉字

1
× 泪を流す

○ 涙を流す
6

× いい习慣を养う

○ いい習慣を養う
11

× 広い范围
○ 広い範囲

2
× 邻の人

○ 隣の人
7

× 雨の日が续く

○ 雨の日が続く
12

× 経験を积む

○ 経験を積む

3
× 态度がいい

○ 態度がいい
8

× 部屋を扫除する

○ 部屋を掃除する
13

× 自分の专門

○ 自分の専門

4
× ごみを扔てる

○ ごみを捨てる
9

× 盐を入れる

○ 塩を入れる
14

× 坡を上る

○ 坂を上る

5
× 学校に迟れる

○ 学校に遅れる
10

× 窗を開ける

○ 窓を開ける
15

× 危险なところ

○ 危険なところ

3）笔画较多，较难写的日语汉字

1 大声に驚く 10 今日は曇りだ 19 髪が長い

2 自転車が壊れる 11 試験で緊張する 20 大勢の人

3 困難な状況 12 環境がいい 21 洗濯機を買う

4 仕事の経験 13 傘を持っていく 22 積極的に行動する

5 私の夢 14 橋を渡る 23 先生に褒められる

6 寮に住んでいる 15 日本の歴史 24 席を譲る

7 展覧会に行く 16 相撲を見る 25 資料を準備する

8 今年は 18歳です 17 鳥が飛ぶ 26 駅前の喫茶店

9 漫画に興味を持つ 18 故郷に帰る 27 建築物

二、助词使用错误

1.「に」与「で」的误用

助词「に」与「で」都可以表示场所，「に」一般表示存在的场所，而「で」

表示动作进行的场所。

错误示例 分析

1）× 木村さんは教室でいます。

　 ○ 木村さんは教室にいます。
表示存在的场所要用「に」。 
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误用举例 分析

2）× 私はよく図書館に勉強します。

　 ○ 私はよく図書館で勉強します。
表示动作进行的场所要用「で」。

3）× この紙で名前を書いてください。

　 ○ この紙に名前を書いてください。
表示动作的着落点要用「に」。

4）× 学校に運動会があります。

　 ○ 学校で運動会があります。
表示举办活动的场所要用「で」。

5）×  李さんは日本で 5 年も住んでいま

した。

　 ○  李さんは日本に 5 年も住んでいま

した。

表示静态动作的场所要用「に」。

2.「で」与「を」的误用

错误示例 分析

1）× 小鳥が空で飛んでいます。

　 ○ 小鳥が空を飛んでいます。

表示动作经过的场

所要用「を」。其

后面的动词多为包

含移动意义的自动

词，如「歩く /渡

る/走る/曲がる/ 

飛ぶ / 散歩する」

等。

2）× 週末はよく公園で散歩します。

　 ○ 週末はよく公園を散歩します。

3）× 2つ目の角で右に曲がると、映画館が見えます。

　 ○ 2つ目の角を右に曲がると、映画館が見えます。

4）× 信号をよく確認してから道で渡ります。

　 ○ 信号をよく確認してから道を渡ります。

3.「に」与「を」的误用

错误示例 分析

1）× 去年、大学に卒業しました。

　 ○ 去年、大学を卒業しました。 表示离开的场所、起点或出发

点时要用「を」，后面常用「出

る/立つ/卒業する/降りる」

等动词。

2）× 今朝 8時に家に出ました。

　 ○ 今朝 8時に家を出ました。

3）× 新宿駅で電車に降りました。

　 ○ 新宿駅で電車を降りました。

（续表）
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4.「に」「で」与「を」的误用

错误示例 分析

1）×  毎日電車を乗って学校へ行きま

す。

　 ○  毎日電車に乗って学校へ行きま

す。

「乗る」和「電車」不是动宾关系，

不能用「を」表示。「乗る」是自

动词，而「電車」是「乗る」的着

落点，要用「に」表示。

2）×  毎日電車で乗って学校へ行きま

す。

　 ○ 毎日電車で学校へ行きます。

「電車」不是「乗る」的工具，不

能用「で」，用「で」的话句子应

改成「電車で行く」。

5.「は」与「が」的误用

错误示例 分析

1）× 鈴木さんが髪は長いです。

　 ○ 鈴木さんは髪が長いです。

表示句子的主题（大主语）要用

「は」，表示主语（小主语）要用「が」。

2）× 私は日本語が少し話せますが、フ

ランス語がぜんぜん話せません。

　 ○ 私は日本語は少し話せますが、フ

ランス語はぜんぜん話せません。

表示对比和强调时，要用「は」。

3）× 今日の授業で誰は発表しますか。

　 ○ 今日の授業で誰が発表しますか。 疑问词作主语时，要用「が」来表示，

而不能用「は」。4）× どの人は佐藤さんですか。

　 ○ どの人が佐藤さんですか。

6.「を」与「が」的误用

错误示例 分析

1）× 私は漫画を好きです。

　 ○ 私は漫画が好きです。

表示「好き / 喜欢」「嫌い / 讨厌」

「上手 / 擅长」「下手 / 不擅长」

等的对象时，要用「が」。

2）× 新しいかばんをほしいです。

　 ○ 新しいかばんがほしいです。

表示「～たい」「～ほしい」等的

对象时，要用「が」。


