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前　 言

以“日语教育本土化”为主题的2011年度上海外国语大学日本学国际论坛,于2011年11月19
日顺利召开圆满闭幕。会上特邀嘉宾日本大阪大学著名学者仁田义雄教授做了主旨发言,在各个分

会场有120余位国内外专家学者宣读了论文。经过一定的审核筛选,共有90余篇论文入选,现特汇

编成册,以资切磋交流。
近年来,中国大学的日语教学随着中国经济的强势增长而快速发展,然而这样的快速发展使我们

面临众多亟待解决的问题。譬如:对中国大学日语专业学生实际情况的把握不够准确,对日语教学

的基本理念来不及探入探讨,教材和各种辅导材料虽然数量剧增但拿来主义盛行等。总而言之,面向

中国学生的日语教学体系尚未形成。而且,处于教学第一线的广大教师忙于授课,无暇进行深层次的

总结;已经付出沉痛代价的经验教训没有得到充分的利用;专家学者的相关研究成果,特别是日汉语

言对比研究的成果没有得到应有的重视。因此,我们认为日语教学的本土化是一个迫在眉睫的课题。
对日语人才用人单位的调查显示,中国大学日语专业教学的存在意义就在于它不仅能够满足社

会对日语人才的短期工具性需求,还能使学生在智力发展和人文修养上得到提高和完善。语言教育

工作者的任务是要帮助学习者真正掌握语言中的奥秘,弄清语言与人类思维、行为、社会等诸多因素

之间的种种关系。真正意义上的语言学习不仅仅是语言能力的培养和语言知识的掌握,而且是思维、
行动和社会活动能力的综合提高。

我们为何要强调语言对比研究的重要性? 因为大千世界森罗万象,可对我们人类来说不同的仅

是我们所使用的语言,森罗万象的大千世界并不存在本质不同。然而,语言的不同往往来源于我们认

识世界时的不同,这就是我们常说的文化背景的不同。我们在对自己母语进行研究时不太会有强烈

感受,而在进行外语研究时情况就会迥然不同。如果把外语教学等同于母语教学,无视语言文化背景

带来的差异,我们就无法完成历史赋予我们的责职。
日语和汉语之间的对比研究,从内容着眼,可以分为日汉语言对比研究和汉日语言对比研究两大

类。严格地说,它们之间的研究视点是不一样的,前者的立足点是日语,而后者的立足点则是汉语。
我们中国的日语教育工作者也应该是日汉语言对比的研究者,我们在日本的真正同行应该是日本从

事日语教育研究的工作者。然而,我们与他们之间在教学对象方面又存在着本质的不同,而且他们的

教学研究内容是他们自己的母语,而我们的教学研究内容对我们来讲是外语。从这个意义上来说,日
本的汉语教育工作者也应该是我们的同行,因为他们和我们一样也是把教育内容作为外语来教的。
但他们教的是汉语,而我们教的是日语。从这样的角度看,我们的研究应该正名为日汉语言对比研

究,而他们的研究应该正名为汉日对比语言研究。这是从教学研究内容的角度所进行的分析,可是,
也可以从不同的角度看待这个问题。如果把着重点放在国家、放在民族来看,你是中国人的话,无论

实际上是进行日汉对比研究还是进行汉日对比研究,都可以称为“汉日对比研究”。而你是日本人的

话,无论实际上是进行日汉语言对比研究还是进行汉日语言对比研究都可以称为“日汉对比研究”。
在日语教材研究方面,近年来已经认识到了现有教材中存在的主要问题,提出了不少有价值的见

解。但是,依然存在着不加消化地引进和照搬日本国内词汇语法体系的现象。应该说在日本国内无

论是传统词汇语法体系,还是新型词汇语法体系,对我们来说都还是舶来之物。我们需要的是具有中

国语言文化背景的本土化了的日语词汇语法教学体系。这种体系应该在广泛吸取日本国内各类研究

成果的基础上,结合具有中国语言文化背景的教学对象的特点,在符合科学发展观的日语教材上充分

体现出来。
中国的日语教学与在日本国内的日语教学有着本质的不同,因为,我们的教学对象是中国大学的



2　　　　

学生,他们的思维中有着汉语的语言文化背景,而在日本国内的日语教学中却没有。日本的语言教学

研究者是根据他们的教学对象制定了一套教学语法体系的,在他们那里不需要关注我们教学对象的

语言背景问题。照搬日本大学的教学模式,曾为我们迅速提高日语教学水平起到了重要的作用,但我

们应该清醒地认识到,拿来主义已经不再适合中国社会发展的新形势新要求。
我们认为日语教学本土化的成功与否有个先决条件,那就是日汉语言比较研究必须先行。我们

的研究方法是,利用可信度较高的客观对译语料,找到形态上的异同,把分析重点放在“异”上面。再

分别对纯日语语料和纯汉语语料作分析归类,形成结论。同时,我们也须运用调查统计和政策分析的

研究方法,精确把握学生具体的日语学习过程中遇到的问题,提出教学重点,形成教学体系。
在研究的重点中,将语言与人类思维、行为、社会等诸多因素相结合,对日汉两种不同的语言进行

全方位的对比研究,总结出系统性的日语教学方法和教学内容,是今后研究的难点所在。我们认为高

校日语专业教学的根本目的是培养学生的跨文化交际能力,而该能力的开发不是通过简单地引进日

本的国语教育方式和单纯的模仿就能够实现的。应该把日汉语言比较研究作为实现日语教学的本土

化的机制,把“三个工程”作为实现日语教学本土化的途径。
我们的思路具体表现在以下四点。①通过大规模的问卷调查和访谈,利用统计学分析方法,全面

地把握中国高校日语专业学生的实际学习情况;②运用政策学研究方法,考察高校日语专业的教学大

纲,对其所体现的教学理念进行详细分析提出改进意见;③将日语学习与中国本土的语言文化背景结

合在一起,在日汉语言对比研究的基础上,分析各种教材和现有语法体系的主要弊端,总结出为日语

教学本土化服务的系统的教学方法和内容;④提出并设计三个工程,即新型教师的培养工程、基础教

材的本土化工程和日语词典的本土化工程。经过三十多年来的努力,我们已经具备了日语教学本土

化的能力和基础。
本论文集能够顺利出版要感谢华东理工大学出版社的鼎力支持和慷慨赞助。上海外国语大学日

本文化经济学院的硕士研究生孙月婷、代子安两位同学也对论文集中的稿件做了不少整理和协调工

作,在此一并表示感谢。
本论文集所登载的论文,为探讨切磋日语教学本土化问题提供了很珍贵的第一手资料,为我们按

照上述宏观思路的实践,展示了确实可行的路径。我们深知前面道路漫长,困难重重,但坚信只要秉

承锲而不舍的精神定能有所成就。

编　 者

2012年4月10日

前　言
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日语基础教材本土化的实践与探索

上海外国语大学　吴大纲

一

笔者于三年前主编了《新编综合教程第四册》,作为供我校本科生二年级学生第二学期精读课使

用的教材,已经过了三个轮次的试用修改,即将付印出版。笔者认为这是一次日语基础教材本土化的

实践机会,花了很大精力精心构思,组织团队攻克难关,有很多收获体会,适逢《日本学国际论坛

日语教学本土化》的召开,借此机会作个小结,使实践与探索结合起来。

二

教材共有16课,按每课上两周的进度计算,一学期下来正好。每课设有正副课文各一篇,正课文是

叙述体而副课文是会话体。我们先来介绍一下各课文的内容安排。
第一课的课文题目为「山に行く」。日本是个岛国,到处是山,日本人也特别喜欢爬山。但是这里的

话题并不局限于这一点,有着更深的一个层次,即山是大自然的代表,爬山不是为了征服山,而是为了

进一步亲近山,在山面前人类显得非常渺小,让我们对山产生敬畏之情。在这一点上有值得我们学习

的地方。我们在副课文的会话文里安排了两个中国大学生在学习课文后的会话,表述中国人对爬山的

感觉与日本人的异同,同时还突出了相关的日语表达中语法使用的细微之处,和会话文里的口语简体

特点。
第二课的课文题目为「夕焼け」,是日本的现代诗歌。把它拿进来主要是出于它跟我们中国的现代

诗歌在内容上有着明显不同。一个电车里的女孩为了该不该让座,心理格斗程度之激烈出乎我们想

象。我们在副课文的会话文里,通过一男一女两个中国学生带有调侃情调的会话,介绍了日语现代诗

歌擅长于刻画细腻的感情,而我们汉语的现代诗歌擅长于描绘宏观的东西,这一不同特点。同时还突

出了日语口语体裁里男女在终助词使用上的不同。
第三课的课文题目为「何のための料理番組」,料理节目泛滥而且不是为了教你如何烧菜,纯粹是

一种游戏感觉。这种现象在日本电视节目里已经有些年头了,现在的中国也有类似的倾向。这是一篇

社会批判性文章,不仅是对这种电视节目的批判,更重要的是对现代社会文明发展方向的反思。我们

在副课文的会话文里安排了两个中国女生在课后一边走回寝室一边聊课文内容的情景,可以帮助学

生对本课文内容的理解和消化。
第四课的课文题目为「表と裏」,是一篇随笔。从日语里由「顔」「目」生成而来的惯用句为何如此之

多谈起,最后谈到了芥川龙之助的短篇小说『手巾』。短篇中刻画了一个大学生母亲来到教授家中来告

知自己的孩子不幸去世的消息,强装微笑的背后是痛不欲生的悲痛。
我们中国人也是个要面子的民族,尽管文学作品往往带有夸张的色彩,但从这里还是能够在一定

程度上了解到日本民族的一些本质东西。我们在副课文的会话文里安排了两个中国大学生如何通过

国际互联网找到短篇的全文加以阅读,然后交流读后感的内容。
第五课的课文题目为「茶碗の湯」,也是一篇随笔,但它的特点是以讲课时使用的口语体写的。一

日语教育研究
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只茶碗里盛着一碗开水,开水上面冒着热气,仔细看可以观察到很多微妙的变化。一般人不会去观察

得这么仔细,到底是学物理出身的作家不一般。我们在副课文的会话文里安排了两个中国大学生有关

文理科在高考时该不该分的争论,联系课文内容进而涉及一个社会人应该具有多少自然科学知识才

算合格的大问题。这对拓宽我们中国大学生的眼界必定会有一定的帮助。
第六课的课文题目为「私の美学」,也是使用口语体写的。诗歌的美不是用美丽动听的语言制作

的,反而是越简洁越好。笔筒里的铅笔如果是断了头肯定没有美感。劳动时出了一身汗的身影有时也

会有美感,但带着一身臭汗坐在餐桌前时肯定不会有美感。一言以蔽之,有用的东西都能给人带来美

感,多么令人耳目一新的审美观。我们在副课文的会话文里安排了两个中国大学生联系实际,为为何

物质生活改善了反而幸福指数降低,是人的欲望无止境还是与价值观有关系,争论得不亦乐乎。在这

里没有明确答案,也不需要答案,已经达到目的了。
第七课的课文题目为「小説の読み方」,从内容看有一定的难度,但是使用的语言并不难。我们选

择这篇文章的目的就是为了让学生如何通过语言的表层深入内容的深层,帮助他们提高阅读能力。所
以,我们在后面副课文的会话文里,安排了在课堂上老师与学生的一段对话,老师提问学生回答。小说

是文学的一个主要形式,我们谈文学一般都从小说谈起。我们的大学生看过的小说肯定不少,至于应

该如何看,日本人中著名的文学评论家的观点,可以作参考,但也不一定是唯一的。
第八课的课文题目是「環境倫理の確立」,文章对消费美德进行了猛烈的抨击,通过回顾历史,江

户时代爱惜财物的精神值得提倡,认为战后高速成长期带来的副作用不可小视。日本经济腾飞比我国

先走了一步,我们正经历着这个过程,主张精神教育的观点对我们来说应该是前车之鉴。我们在副课

文的会话文里安排了离别一年再相聚的两位老师的会话内容。去日本法政大学小金井住了一年,对当

地处理垃圾方法的具体介绍是出自我真实的经历,有血有肉。同时,教师之间使用敬体的会话,体现君

子之交的关系,也可以让学生对日语语体的复杂性有个初步的感性认识。
第九课的课文题目是「新聞の読み方」,一篇有点晦涩的文章,句子特别的长,朗读起来有点绕口,

听起来也不一定很顺耳,应该说这类文章对我们中国人来说比较难啃。我们在这里安排这样的文章首

先出于内容上的需要,其次也有让我们的学生尝尝不同味道的意思。很难想象这篇文章也出自前面

「茶碗の湯」的作者之手,简直判若两人。可能跟他的物理学专业有关,他的风格独树一帜。从内容看,
为追求新闻报道的时效性而轻视了其正确性,其后患无穷,这是当前的一个重大的社会问题,尽管这

篇文章写于半个世纪之前,但其内容价值一点儿也没减。我们在副课文的会话文里,安排了两个中国

学生谈论平时爱看的报纸以及日本报纸出现过的明显误报的具体事例,这些内容都具有真实性和现

实意义。
第十课的课文题目是「あいさつは心のパスポート」,文章很好懂,可能是专门为外国人写的文

章。然而仔细阅读就会发现,文章内容很乏味,也经不起多推敲。我们在这里安排这样的文章主要是为

了题材的多样化,文章风格的多样化。为此,我们就安排了这样的副课文。副课文里安排了两个中国学

生学习后对照自己民族的习俗,怎么也对不上号,因此把话题扩展到了蒙古族,还联系自己与日本朋

友交往的经历来婉转地对课文中的观点表示不同意见。
第十一课的课文题目是「悲しみの復権」,这是一篇对当前日本社会潮流不良倾向的批评文章,无

论从语言角度看还是从内容角度看都很精彩。对法国血统的英国女作家韦达1872年出版的童话小说

《弗兰德斯的狗》给予新的评价 悲情可以给人力量,引起相关人士的指责。因此就有了这篇反驳文

章,同时也真实地反映了日本社会存在的问题 不要悲伤不需眼泪天天生活在快乐之中,任其当作

人生追求的唯一目标。我们在副课文的会话文里也安排了相同的话题,两个中国学生对在中国家喻户

晓的日本漫画书《哆啦 A梦》从中国人的角度进行了多方面的评判,学生喜闻乐见的话题也能帮助提

高我们学生阅读日本作品时的深度和培养批判能力。
第十二课的课文题目是「時代のキーワード」,较难的话题讲得很简单是这篇文章的特点。难是难

在一些专用词汇所表示的概念上,概念搞清楚了对文章的理解就容易了。我们在副课文的会话文里安

日语教育研究
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排的两个学生的对话,实际上就是在正确地解释课文的要点,包括专用术语,以及具体事件的来龙去

脉。尽管课文作者是日本著名哲学家,讲的却是西方的哲学观点,从中国人的角度讲,具有东方哲学思

想的特点,在有些方面可能还超越了正课文的内容。
第十三课的课文题目是「言葉の力」,来自诗人·评论家大冈信的著作『言葉の生まれる場所』中的

一段,不过经过了一定的加工。该书里还包括了染织作家志村所写的六篇文章,不论哪一篇读来都很

美。我们把其中的一段拿来的意图是想说,语言美的关键是语言所表达的事物美,语言所表达的事物

美不美是决定性的。而语言的背后是人的存在,人美才能语言美,这里说的人美当然指的是人格美。我
们在副课文的会话文里安排的两个女生的对话。对话分两段,前一段中借一个去过京都岚山的学生之

口介绍了一下文章背景,后一段中另一个学生找来并阅读了那六篇文章,还具体介绍了其中的几段美

文,让感兴趣的学生可以去图书馆借来进一步欣赏。
第十四课的课文题目是「広告の形而上学」,是一篇经济评论文,考虑到我们这里有经贸专业的同

学,有一两篇带有经济专业性质的文章也是有必要的。「形而上学(けいじじょうがく)」是一种哲学,
其词源来自希腊语 metaphysika的英译 metaphysics,日本人率先把它译成日语。而汉语里所说的“形
而上”则出自《易经》。在日语里该词具有多重意义:1)把“有本身”或者“作为有的有”这一超越性原理

作为其研究对象的一门学问;2)明确承认客观的存在,并承认对客观的存在可以认识的哲学观点;3)
揶揄那些非现实的、抽象的议论。这里所说的「形而上学」的含义明显是指3),因为这也符合马克思对

它的评论,把实际上不存在的“差异”硬看作客观存在来看。有了这些基本知识,这篇文章读起来就没

有什么障碍。我们在副课文的会话文里安排的两个男生的对话,也是在有意帮助譬如如何正确理解课

文中有关“差异产生价值”的论点,举的例子相信会对学生有很好的帮助。
第十五课的课文题目是「言葉と国家」,来自于一桥大学名誉教授田中克彦一系列文章中一段,他

的专业是社会语言学,专攻语言与国家的关系。正是有了他的一系列文章,现在日本政治家也不敢轻

易地讲“日本是单一民族国家”了。而且,据我观察,特别是搞语言研究的人不太轻易使用「母国語」这
个词,而大多改用「母語」了。这篇文章语言似乎不难理解,但实际上的细微处是在批评日本人普遍地

不分「母国語」「母語」之间的区别,把这一问题提到了一个空前的高度。我们在副课文的会话文里安排

了两个男生的对话,内容是把中国的情况与之加以比较,明确指出这是日本人的狭隘心理在作怪。进
而话题一转,联系日本国内最近高调喊出的“日语国际化”口号,其背后的用心令人怀疑。

第十六课的课文题目是「父子の確認」,最后一课使用了井上靖的小说,直接使用小说在这里还是

第一次。这是一篇日本的经典小说,描写的内容可能中国人不会太喜欢,因为似乎没有什么特别值得

写的故事情节。简单介绍一下其梗概:父亲临终时作为儿子的我并不在场,想起最后一次见面时和父

亲握了一次手,但是刚刚碰到马上就抽了回去。仔细分析,有各种可能,首先是父亲主动收回,理由可

能有两个:父亲中途心情发生变化;父亲对我的伸手动作感冒。其次,也可能是我先把手缩回。百思不

得其解,渐渐陷入痛苦之中。然而,当我想到父亲在地下也许也像我一样在百思不得其解时,我终于获

得了解脱。这样细致刻画心理状态的小说有很多,可以说是日本小说的一大特点。我们在副课文的会

话文里安排了两个老师一边吃饭一边交谈的场面。一名中国老师与一名应邀前来讲学的日本老师之

间的谈话,内容是关于应该如何阅读小说。

三

笔者在该教材的《编者的话》里这样说:
首先,对学生现状的分析结果表明,当代学生所处时代的信息化程度,相关学习材料丰富程度已与十年前不

能同日而语,更不能与二十世纪相提并论;第二,信息化时代的学生见多识广,聪明好学,我们决不应低估他们的

理解吸收消化能力;第三,我们的日语教学要走自己的路,不能照搬日本学校教育的套路。因为,我们的学生已经

是成年人,具备了对汉语文化高度理解的底蕴。编好具有针对性的教材,必须把学生的这一文化背景作为首要考

日语教育研究



· 5　　　　 ·

量。我们的培养目标责无旁贷地把既具有汉语文化底蕴又通晓日本语言文化的人才放在首要位置;最后一点,我

们的日语教学还须做到在短短的四年在校期间,让学生走多快好省的捷径,让他们具备今后在社会上工作中打

拼时迅速成为专用之才的素质。

本教材共十六课,每课由本文、会话文各一篇组成。本文内容主要包括了能代表日本思想的日本人写的文

章。这些文章所体现的日本思想涉及的面尽量广一些,我们的目的首先是提供话题,以资增加学生思维的深度和

广度。会话文内容由我们自己编写,主要以中国大学生之间谈论该话题的形式,帮助我们学生尽快理解本课文中

涉及的日本独特文化这一意思层面。本文和会话文后都有新单词表,并注有汉译,可以省去学生查阅新单词的劳

累与时间。在其后的相关解释部分分为三大类:语法与句型、词组、单词。最后是具有针对性的练习部分。教材最

后还附有总单词表。这种配套设计的主要目的,都是围绕有效帮助学生对课文内容的理解而制定的。我们的教学

是在课堂上进行的,有任课教师的积极引导和审时度势的有效讲解这一背景,离开了这一背景就无从谈起。因此

本教材不适合作为自学教材使用。

四

笔者还在去年8月于杭州师范大学主办的《第三届汉日对比语言研讨会》上的发言里这样说过:
我们认为日语教学本土化的成功与否有个先决条件,那就是日汉语言比较研究必须先行。我们的研究方法

是,利用可信度较高的客观对译语料,找到形态上的异同,把分析重点放在“异”上面。再分别对纯日语语料和纯

汉语语料作分析归类,形成结论。同时,我们也将运用调查统计和政策分析的研究方法,精确把握学生具体的日

语学习过程中遇到的问题,提出教学重点,形成教学体系。

研究的重点在于将语言与人类思维、行为、社会等诸多因素相结合,对日汉两种不同语言进行的

全方位的对比研究,总结出系统性的日语教学方法和教学内容。这也是今后研究的难点所在。
我们认为高校日语专业教学的根本目的是培养学生的跨文化交际能力,而该能力的开发不是简

单地引进日本的国语教育方式,单纯的模仿就能够实现的。应该把日汉语言比较研究作为实现日语教

学的本土化的机制,把“三个工程”作为实现日语教学本土化的途径。
我们的思路具体表现在以下四点。①通过大规模的问卷调查和访谈,利用统计学分析方法,全面

地把握中国高校日语专业学生的实际学习情况;②运用政策学研究方法,考察高校日语专业的教学大

纲,对其所体现的教学理念进行详细分析提出改进意见;③将日语学习与中国本土的语言文化背景结

合在一起,在日汉语言比较研究的基础上,分析各种教材和现有语法体系的主要弊端,总结出为日语

教学本土化服务的系统的教学方法和内容;④提出并设计三个工程,即新型教师的培养工程,基础教

材的本土化工程和日语词典的本土化工程。

五

我们认为日语专业的日语基础教材即《日语综合教程》应该到第四册这里告一段落,但不是说,语
言教育就此打住,而是认为从三年级起应该更改课型,进入专业知识的学习。也就是说,不应再有《日
语综合教程》,有关语言教学的内容可以《读解》《讲座》《作文》等课型来延续,更重要的是开设诸如《日
本文学》《日本经济》《日本文化》等更加专业的课程提供给高年级学生选择,这样的专业课程越多越

好,让真正的学分制得以落实。而且这些《日本文学》《日本经济》《日本文化》本身仍然有个本土化

问题。
我们按照这样的宏观思路在实践,通过实践求得真知,不断更新不断完善。我们深知前面道路漫

长,困难重重,而且没有终点。可是,我们同时深切地感到我们是中国日语教学本土化的开拓者,为中

国大学的日语教学开创一个新时代是我们不可推卸的责任。诚意邀请有志之士积极参与,为我们的共

同目标一起奋斗。
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我国高校日语专业社会文化类课程开设现状

上海外国语大学　窦心浩

　　我国高校的专业日语教学迄今为止已有六十余年的历史,随着经济的全球化和高等教育的大众

化,日语专业的规模正在不断扩大。据中国日语教学研究会统计,目前已有680所高校开设日语专业,
日语成为仅次于英语的第二大外语语种。与此同时,日语专业所开设的专业课程也逐渐增多,日语人

才的培养模式出现了多元化的趋势,复合型人才、双语型人才成为了新的热点。然而,正如日语语言文

学专业这一名称所显示的那样,长期以来日语专业的教育都是以语言和文学为中心展开的,因此社会

文化等非语言文学课程一直被视作辅助性课程。但是,从日语专业学生的毕业论文选题来看,社会文

化和经济类共占61%,语言文学类不到40%,反而成为少数派。由此可见,学生的兴趣已超出了传统的

语言文学领域,日语专业学生中对日本文化和社会抱有较大兴趣的大有人在。
另一方面,由于社会对外语人才的能力要求不断提高,在培养语言技能的同时,如何利用学校教

学培养学生的跨文化能力,使学生对对象国的社会文化拥有较全面和准确的认识,也是一个非常重要

的课题。20世纪50年代,“跨文化能力(cross-culturalcompetence)”这一概念被提出后,众多学者从不

同视角对“跨文化能力”进行了描述和界定。最初,许多学者将“跨文化能力”等同于“跨文化交际能

力”,将其定义为能够有效地与来自不同国家和文化背景的人沟通的能力。近年来,“跨文化能力”的含

义有了较大的变化。语言教育学者Fantini(2002)主张跨文化能力包括文化意识、知识、技能、态度和

语言能力。由此,我国学者祖晓梅(2003)指出跨文化能力是一种包括知识、技能、态度和文化意识的综

合能力。显然,跨文化能力的实际内涵已经超越了交际能力的范畴,在本质上是一种社会文化能力

(Bryam,1997)。
如上所述,社会文化类课程在外语专业教育中具有重要的意义。那么,目前我国各高校日语专业

社会文化类课程的开设状况究竟如何?在此类课程开设方面存在哪些问题?为了解上述情况,上海外

国语大学日本社会文化类课程开设状况调查课题组于2010年对国内部分高校日语专业实施了调查。
本文旨在介绍此次调查的具体内容和调查结果,为将来对社会文化类课程的开设进行更深入的探讨

提供基本信息。

1.问卷调查的基本状况

本次调查的问卷共由27题组成,根据其具体的内容可以分为三个大类,分别对应于不同的考察

目的。
第一类是有关学校和日语专业的基本信息,主要包括学校所在地、日语学科点的类型、日语专业

开设历史、在校本科生人数和专业教师人数等。笔者认为,日本社会文化课程的设置与调查学校日语

专业的状况存在着一定的联系,因此有必要对两者之间的联系进行考察。
第二类是关于该专业日本社会文化课程开设的基本状况,也是本次调查的主要内容。该部分内容

包括,社会文化方向教师的人数、学历、职称,社会文化课程的具体名称、学时、学分、教材、考试形式,
相关图书资料,以及社会文化讲座的举办状况等。

第三类是教师对于日本社会文化课程的看法和意识。其中,包括学生对社会文化课程的兴趣、开

日语教育研究



· 8　　　　 ·

设社会文化课程的必要性以及课程开设的难点等。为了能够获得更多的信息,调查表中另设“自由填

写栏”,受访教师能够不拘泥于上述内容,自由地对日语专业的社会文化课程发表意见和建议。
本次调查共发放问卷200份,收到答卷61份,回收率为30.5%。61所高校分布在全国21个省市,其

中东部地区高校35所,中西部地区高校26所。从办学水平来看,“985工程”院校11所,“211工程”院校17
所,普通四年制本科院校30所,民办高校3所。同时,上述高校中还设有日语专业硕士点24个,博士点4
个。由此可见,本次调查所涉及的院校虽然较为有限,但其办学类型和水平,以及分布地区都存在着很

大的多样性,具有较为广泛的代表性,调查结果基本能够反映我国高校日语专业社会文化类课程的实

际状况以及相关教师对此类课程的看法。

2.日本社会文化类课程的现状

61所调查院校中,开设日本社会文化类课程的高校共有58所,占95.1%,其余3所高校表示虽未单

独开设此类课程,但在精读等课程中也会讲授有关日本社会文化知识。调查院校所开设的日本社会文

化课程共计216门,平均每所学校3.7门。各校日本社会文化类课程平均5.3学分,占总学分数的3.1%。
显然,在高校日语本科专业中,日本社会文化类课程的开设已经相当普遍。但是,从课程的数量和学分

来看,日本社会文化类课程在所有课程中所占的比例非常低,在教学中仍旧未能摆脱边缘化的境遇。
如图1所示,日语专业开设社会文化类课程的58所高校中,社会文化类课程的开设时间超过30年

的仅有5所,占全体的8.6%,而开设此类课程时间不满10年的高校有29所,占全体的50%。总体上看,
我国高校日语专业中的日本社会文化类课程的开设时间相对较短,缺乏对日本社会文化知识进行系

统授课的传统。一般来说,日语专业的创设时间与社会文化类课程的开设有着较强的关联。但是,被调

查高校中,有18所高校的日语专业具有30年以上的历史,创设时间不满5年的高校仅有3所。日本社会

文化课程与日语专业几乎同时设立的高校有28所,仅占调查学校的45.9%。由此可见,各高校在设立

日语专业时,并未将传授日本的相关社会文化知识作为教学内容中的重要组成部分,因此该类课程的

开设往往大大滞后于语言文学类课程。

图1　各调查高校社会文化类课程的开设时间

有关课程的种类大致有8种,其中开设最多的是“日本概况”(51所),其次是“日本文化”(36所)和
“日本历史”(30所),而开设“日本思想史”的学校最少,仅有3所。其余四种课程开设状况如下:“日本

社会文化”(29所)、“日本国情”(26所)、“日本社会”(23所)、“日本地理”(18所)。除此之外,少数高校还

开设了“中日文化交流史”、“中日跨文化交际”、“日本企业文化”、“日语与日本文化”等课程。从课程类

型来看,目前各高校的日本社会文化类课程中浅层次的概况介绍较多,而涉及高层次理论知识或思辨

性强的课程较少,研究探索型的课程更是几乎没有。这一状况也客观上反映了我国高等教育的理念,
即重视灌输实用性知识,而忽视培养学生的思维与探索能力。
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日本社会文化课程的开设年级主要集中在二、三年级,二年级开设此类课程的学校有38所,三年

级开设的学校有49所,分别占调查学校的62.3%和80.3%;而在一年级和四年级开设的学校分别为6
所(9.8%)和14所(23.0%)。与一年级和四年级学生相比,二、三年级学生已经过了一段时间的日语学

习,有了一定的语言基础,又没有毕业和求职的压力,相对而言能够较好地吸收日本社会文化知识。但
是,在一年级开设日本社会文化课程也能够起到提高学生学习日语的兴趣,推动学生更好地对大学阶

段的学习进行规划。
除了每周固定开设的课程之外,公开讲座也是一种非常行之有效的教学形式。与固定开设的正式

课程相比,由于讲座的内容和形式丰富多样,主讲人不受制度束缚,往往具有不同的学科背景,因此在

开拓学生的视野、激发学生主动学习的热情等方面,能够发挥非常重要的作用。与专业课程相比,社会

文化讲座能够充分调动校内外的各种资源,又不受到课时及学分的限制,相对而言更容易开设。调查

学校中,定期举办有关日本社会文化讲座的学校有29所,占全体的47.5%。另外,从此类讲座的数量来

看,经常举办的学校有10所,很少举办的有34所,基本不举办的有16所。讲座的内容主要集中在日本的

传统文化、风土人情、企业文化等方面,学术性的内容相对较少。根据这一状况,笔者认为,各高校并未

能很好地利用各方面的力量,而且对讲座内容也未进行科学的设计,由此造成了社会文化讲座数量

少、内容单调的结果。

3.日本社会文化类课程开设中的问题

影响课程开设的因素很多,一般来说,可以分为内因和外因这两大类。对于日本社会文化类课程

的设置来说也是如此,各高校相关负责人或教师对此类课程的重视程度、学生的学习热情、课程大纲

的具体规定等都是非常重要的内因,而师资力量和所需的各种教学设施设备是影响课程开设的主要

外因。

3.1　影响课程开设的内因

在我国高校的现有制度框架中,开设一门新的课程,要获得所在专业、院系和教务处的同意。因
此,日语专业负责人对日本社会文化课程的看法能够在很大程度上影响此类的开设。在本次调查中,
就本科日语专业有无必要开设日本社会文化类课程这一问题,征询了各高校日语专业负责人的意见。
结果,61位负责人中,除1位认为毫无开设的必要、1位未作回答之外,其余59位均认为有必要开设。而
且,回答“非常有必要”的为27人,占44.3%;回答“有必要”的为32人,占52.5%。由此可见,各位专业负

责人基本上都认识到了日本社会文化课程的重要性,对其开设抱有较为积极的态度。
另一方面,作为教学的对象,学生的看法起到了间接的影响作用。在被问及学生对学习日本社会

文化知识的兴趣时,61位负责人中,除1位未作回答之外,其余均认为学生有兴趣学习。其中,认为“非
常感兴趣”和“有一定兴趣”的分别为20人和40人,分别占32.8%和65.6%。很明显,各位负责人都切实

感受到了学生对于学习日本社会文化知识的热情,这也在很大程度上影响了他们对此类课程的看法。
在被问及本科日语专业开设日本社会文化课程的难点之时,选择“学生积极性”和“教师积极性”

的学校仅分别有4所和6所。这一结果也很好地说明了上述两项内因并非阻碍日本社会文化课程设置

的主要原因,相反在很大程度上,他们都能够成为推动此类课程发展的积极因素。
但是,由于课时和学分的限制,新课程的设立必然会影响已有的课程。由于我国高校的专业外语

教育较为重视语言技能的习得,往往将教学重心放在“听、说、读、写、译”等语言训练方面,大部分课时

和学分都被精读、泛读、听力、会话、口译、写作等传统的语言类课程所占据。如前所述,日本社会文化

课程的开设相对滞后于语言类课程,因此在课时和学分被严格限定,课程选修制度受到较多限制的制

度框架下,为了增加此类课程,就必须减少语言类课程的种类和数量。然而,这一做法必然会损害语言

类专业教师的利益,同时还会产生对学生语言能力下降的担心。在本次调查中,将“现有课程结构”列
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为开设日本社会文化课程的难点的高校达28所,占调查学校的45.9%。上述结果证明,作为内因之一,
课程大纲的具体规定在很大程度上对日本社会文化课程的开设起着消极作用。

3.2　影响课程开设的外因

与上述内因相比,以师资和图书资料为代表的外因显然对日本社会文化课程的开设产生了更多

的影响。在本次调查中,认为“图书资料”和“师资”限制了日本社会文化课程的开设的高校分别达32所

和29所,分别占调查高校全体的52.5%和47.5%,大大超过内因中的“学生积极性”和“教师积极性”等
两项。

对于文科专业的课程开设来说,师资力量往往是最主要的制约因素。日本社会文化类新课程的开

设并不需要实验设备,对教室也没有过多的要求,但该专业方向的教师是必不可少的。由于长期以来,
我国的高校外语专业教学以语言和文学类课程为主,因此在这一课程体系中所培养的后备师资力量

也大都将语言或文学作为其教学研究方向。在本次调查中,各高校日语专业社会文化方向教师的平均

人数仅为3.2人,在日语专业教师中所占的比例为22.4%。平均每位社会文化方向教师需要承担81位

学生的授课和辅导任务,其沉重的教学负担可见一斑。
实际上,师资的缺乏并不仅局限于社会文化方向教师人数的数量,教师基本素养和教学能力上的

不足也凸现出师资力量的薄弱。在调查问卷的自由回答栏中,“教师自身水平需提高”、“教师上课照本

宣科居多,直接影响学生的积极性”、“去日本留学,切身体会过日本社会文化的教师人数太少”等意见

很清楚地表明,与数量一样,师资的质量也是影响社会文化课程开设与发展的重要因素。从教师的职

称来看,教授、副教授、讲师、助教分别占社会文化方向教师总数的14.8%、27.9%、48.9%、8.3%;同
时,从教师的学历来看,博士、硕士、学士分别占教师总数的26.4%、57.7%、15.9%。总体上看,高级职

称和博士学历的教师人数所占比例相对偏低,这也映衬了各高校社会文化方向师资力量的薄弱。
另一方面,图书资料的缺乏也是制约日本社会文化课程发展的一个瓶颈,教师授课、学生学习都

需要适当的教材以及一定数量和种类的文献资料。调查发现,许多高校都深受图书资料,特别是日文

原版图书资料缺乏问题的困扰。总体上看,各高校所拥有的相关书籍资料中,日本社会文化教科书和

日本社会文化普及性读物相对丰富,分别有39所和30所高校表示拥有上述书籍。近年来,有关日本社

会文化的教材和普及性读物在我国出版较多,读者层较广,因此比较容易获得。与此相对,社会文化经

典著作、日本社会文化研究著作、日本社会文化相关词典、日本社会文化相关杂志、数字音像制品等都

较为缺乏。尤其是后两类书籍资料,仅有约四分之一的调查学校表示拥有。由于国内对日本社会文化

的研究尚处于较低水平,因此国内创作出版的日本社会文化研究著作、日本社会文化相关词典、日本

社会文化相关杂志、数字音像制品都非常有限,而购买日本的相关书籍则又受到资金的限制。至于社

会文化经典著作,虽然国内各出版社都已大量出版,但由于高校图书馆在购置图书时偏重于专业性和

实用性较强的书籍,因此在许多高校其数量也相当有限。
日语专业的主干课程是语言和文学,因此各高校图书馆的资料主要集中在日语语言和日本文学

这两大领域。随着日语专业的发展,虽然增开了日本社会文化类课程,但对于图书资料却并未设定具

体的标准。由于缺乏具体的制度规定,同时又受到资金的约束,学校和学院都未能作出积极的调整,其
结果就造成了日本社会文化领域相关图书资料的匮乏。

4.结论

如上所述,对于高校日语专业来说,日本社会文化类课程的重要性虽然已经受到普遍认同,但目

前的开设状况却并不理想。
虽然绝大多数高校的日语专业都已经开设了日本社会文化的相关课程,但是仍旧存在着课程种

类和讲座数量少、概况性低层次课程多、开设年级少等问题。对于日本社会文化课程的开设,教师和学
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生都较为积极,但有关课时和学分的相关规定、师资力量、图书资料等内因和外因在不同层面上限制

着此类课程的开设和发展。
要解决上述问题,推动日本社会文化课程的发展,各高校必须针对各主要影响因素作出合理的调

整。为了突破学分和课时的限制,就有必要对现有的课程大纲和教学制度等进行改革,进一步推进选

修制度,实现真正意义上的学分制。同时,各高校应增加资金投入,购入教学所需的日本社会文化类图

书资料。与此相对,师资问题的解决显然更为棘手。培养能够胜任日本社会文化课程教学的教师需要

相当长的时间,因此在注重研究生培养和教师培训的同时,从国内外引进日本社会文化类专业的高层

次人才也不失为一个有效的手段。

基金项目:本文为上海外国语大学校级一般科研项目“中国高校日语专业日本社会文化类课程建设

状况调查”、上海外国语大学“211”工程三期人才培养项目“高等教育大众化时代日语人才培养模式的

转变”的阶段性成果之一。

参考文献

[1]FantiniA E.A Central Concern:DevelopingIntercultural CompetenceIn ReportbytheIntercultural
CommunicativeCompetenceTaskForce.WorldLearning,Brattleboro,VT.USA,2002.

[2]祖晓梅.跨文化能力与文化教学的新目标.世界汉语教学,2003(4).
[3]Byram M.TeachingandAssessingInterculturalCompetence.Clevedon:MutilingualMatters,1997.
[4]金子元久.大学の教育力.东京:筑摩书房,2007.
[5]修刚.中国の日本語教育の現状と課題.日本学研究:2008年上海外国语大学日本学国际论坛论文集,2008.
[6]宿久高.我国日语专业的现状与发展趋势.首届全国日语专业院长系主任高级论坛,2010.

日语教育研究



·12　　　 ·

理解させたうえでまねさせよ

日本語教育の土着化を考えて

上海市人民对外友好协会　　 俞彭年

土着化とはなにか

　同じ言語であっても、 母国語である場合は感覚的、 情緒的、 具体的であり、 外国語である場合

は概念的、 観念的、 抽象的であるといわれる。 この違いは母国語には生活経験の裏づけがあり、

外国語には生活経験の裏づけがないからである。 この生活経験を得るにはその言語環境の中で長

く生活せねばならない。 外国語を学ぶ場合、 母国語を習得する場合のような言語環境を欠くこと

が常である。 そこで、 話せて聞けて、 読めて書けるという役に立つ外国語を学ぶということで、

ナチュラルメソッドとかオーラルメソッドとかオーラルアプローチなどの教授法が開発された。

しかし、 このような母国語の場合と外国語の場合との違いを超克することはやはり難しいといわ

れる。

　日本語教育の土着化の発想はこの違いから来るのではなかろうか。 つまり、 外国語としての日

本語を中国人に教育する場合の教授法は、 母国語としての日本語(すなわち国語)を日本人に教育

する場合の教授法と違ってしかるべきである。 私たちが日本語を教育する際、 学ぶ中国人学生に

欠けるものは日本語の言語環境と日本語に密着する生活経験の裏付けであろう。 そのため学ぶ日

本語は学生にとっては概念的、 観念的、 抽象的なものとなる。 それで、 ナチュラルメソッドやオ

ーラルメソッドやオーラルアプローチなどの教授法の狙いは学生に日本語を感覚的、 情緒的、 具

体的に感じさせて、 日本語の母国語化をはかることではなかろうか。 しかし、 このような方法は

初級段階ではまだしも、 上級段階になると限界に達して実施がたいへん難しくなるのではな

いか。

　外国語の学習ではよく「習うよりもまねよ」といわれる。 しかし、 単なるまねでは外国語の発想

や語感がよく理解することができず、 そのため言葉遣いの正確さが損なわれる。 そのために受け

手(聞く人や読む人)に違和感を与えたり、 変な感じをさせたり、 滑稽に聞こえたりする。 それで

「理解させたうえでまねさせよ」を主張したいわけであるが、 中国語と比較しての日本語の発想形

式と語感を教育内容に盛り込むことが日本語教育の土着化につながるのではないかと考える次第

である。 なお、 発想形式と語感とをまとめて「言語表現心理」と名づけたい。 教育の中で発音、 語

彙、 文法の三要素のほかに、 言語表現心理を加えて、 発想や語感、 それに言葉に密着する生活経

験を解析して、 日本語を支える日本人の文化をも習得させる必要を深く感じるのである。

日本人の言語表現心理について

　以下は日本人の先達が述べたものである。

　∗日本人は感性的であり、 中国人は理知的である。

　∗日本人のものの考え方は視覚型である。

　∗日本人は挨拶をたいへん重んじる。
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　∗日本語に自動詞が多いのは、 自分の行動をことさらに言い立てたくないという、 日本人の精

神性から来ていると見ていいだろう。

　∗日本人は言語表現においては、 控え目であり、 直接的で強い表現を人に与えることを避け

る。 ごく軽い、 間接的な、 あるいは象徴的な表現を好む。 したがって、 そういう表現は多少

ともあいまいになる傾向を持つ。

　∗日本語には受け手に対する思いやりがあり、 受け手尊重が建前になっている。

　∗対立者を意識した表現、 思考ではなくて、 同じような心情を持つ集団内において、 他の人た

ちの気持ちを代弁する立場においての発想が日本語の特色である。

　∗日本語は相手によって言葉遣いを大きく変えなくてはならない。 年齢や地位の上下を気に

する。

　∗日本語における豊富な擬声語、 擬態語は音の響きとか、 しぐさ、 すがた、 かたちなどを描写

している。 「むしゃくしゃ」「イライラ」「のんびり」「ゆったり」などの擬情語も少なくなく、 こ

れは心の動き、 心の状態を映すものである。

　∗日本人のものの考え方の特色は義理人情が論理に優先し、 感情移入的思考である。

　∗感情移入的理解にはある程度の人間経験による裏づけが必要である。

　∗日本語は末尾重心的な言語である。

　∗日本語は言い切らないでぼかした語尾が全体の調子を決定していることがある。

　∗日本語のセンテンスは必ずしも主格のあることを必要としない。

　∗日本語の伝達は主体と客体、 われとなんじの関係を明確に規定する必要のない間柄において

行われてきたことが多かった。

　∗日本人はちょっとした言葉にも傷つく繊細さを持っている。

　∗「……と思う」は断定を避けて、 表現に丸みを持たせる言いまわしであり、 一種の照れ隠しの

措辞である。

　∗日本人のコミュニケーションでは、 送り手は省略と飛躍による点的論理で伝達を進めるが、

受け手は連想の能力を用いて点と点を統合して意味を解読していくという連想の論理で相手

と対応する。

　∗日本語で語尾に言い切る断定調が多くなると、 人に堅苦しい感じを与える。

　∗日本語では慣用によって連想や情緒、 共鳴、 感銘、 感動などのニュアンスが一つ一つの言葉

に付着している。

　∗日本語の「考える」や「思う」は感覚や感じによってものごとをとらえて判断し、 結論付けるこ

とである。

　∗日本人はまず個事、 個物に向かう。 ディテェルに注意する。 論理的、 哲学的ではなく、 審美

的、 芸術的である。 個物に向かっていって、 その個物のさま、 かかわりあいを丹念に見る。 そ

してそれを文字において簡潔に示そうとする。 日本文法における「てにをは」やまた「や」「か
な」「の」等の助詞また切字の持つ意味は大きい。

　∗日本語は相手の心の中に自分を置いて使う言葉。 「遠慮する」とか「控える」とか、 「気を配る」
「気を遣う」、 すべて常に人の心を読んでいる、 他人の心の中に標準をおく行動様式である。

　∗漢語か外来語か和語かという「語種」の問題では、 外来語や漢語をカッコいいと思う傾向が日

本人にある。

　

　まだいろいろとあるが、 一応これまでにしておきたい。

　以下は筆者の日本人の言語表現心理について試みた分析例である。 叱正を乞いたい。
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「わたしは……と思う」と「……と思う」は違う

　人に「兪さん、 今年の景気はよくなりますか」と聞かれて、 「はい、 よくなると思います」と答え

る。 司会が「皆さん、 今年の景気はよくなりますか」と聞いて、 列席の人たちが「わたしはよくな

ると思います」、 「わたしはよくならないと思います」、 「もう少し見ないとわかりませんね」、 「そ
うですね、 よくなって欲しいです」などと答えたりする。 「よくなると思います」と「私はよくなる

と思います」の意味は同じなのであろうか。 ここでの「私は」は私を他人と区別して取り立てて示

したいから付けたものであろう。 したがって、 他人と区別して取り立てて示す必要がなければ当

然出てこない。 つまり二人で話をしていて、 傍に人がいない場合はいちいち「私は」を出す必要が

ないので、 「よくなると思います」になるのである。 次に、 ここでの「思います」は「断定を避けて

表現に丸みを持たせる言いまわし」であり、 「一種の照れ隠しの措辞」である。 もし「よくなりま

す」と断定してしまうと、 人に堅い感じを与えてしまう。 以上の分析からわかるように、 「よくな

ると思います」と「私はよくなると思います」は、 意味では実質同じであり、 違うのはただ場面で

ある。 中国語に翻訳する場合、 場面の違いをどう扱うべきか。 それから、 「思います」を訳すべき

かどうか。 ここに中国語の表現と日本語の表現の違いが出てくる。 学生に説明して理解させる必

要があるのではないか。

「……たいと思います」の表現心理

　司会者が「それでは始めたいと思います」とか「これから十分間休憩したいと思います」などをよ

く耳にする。 それから、 団体旅行でガイドが「明日の出発時間は9時にしたいと思います」とか「集
合場所はホテルのロビーにしたいと思います」などもよく耳にするものである。 学生たちには、

なぜ簡潔に「それでは始めます」「これから十分間休憩します」「明日の出発時間は9時にします」「集
合場所はホテルのロビーにします」と言わないのか、 ここでの「……たいと思います」はどんな意

味なのか、 などの疑問が生じるのではないだろうか。 中国語の発想では「たいと思います」を付け

る必要はまったくないし、 付けたらかえっておかしくなるのである。 したがって、 中国語に翻訳

する場合、 当然「たいと思います」を訳す必要はない。 しかし日本語にもどす場合、 「たいと思い

ます」を忘れるべきではない。 ここで問題にされるのは話し手が自分の決定を大勢の相手に伝え

る場合、 どのような言い回しを遣うかである。 「それでは始めます」「明日の出発時間は9時にしま

す」と言ってしまうと「直接的で強い表現を人に与えてしまう」ことになり、 人に押し付けとも取

られかねない。 そこで、 「ごく軽い、 間接的な、 あるいは象徴的な表現」として「……たいと思い

ます」が遣われるのであろう。 「思います」は「断定を避けて表現に丸みを持たせる」し、 「たい」は
決定を自己の願望として「ごく軽い、 間接的な、 あるいは象徴的な表現」に変える働きをしてい

る。 「私の決定」ではなく、 ただの「私の願望」である。 聞く人は生活経験によってこれを「決定」と
受け止め、 誰も言葉通りに理解することはない。

　もちろん、 言い切らずに、 後に「いかがでしょうか」をつけ加えた場合、 たとえば「乾杯の音頭を

王先生にお願いしたいと思いますが、 みなさん、 いかがでしょうか」である。 ここでは「いかがで

しょうか」と呼応するため「私の願望」は「私の提案」に変わっている。 この場合と先の言い切りの場

合との中国語訳はどうなるのであろうか。 「土着化」を進めるには常に中国語との連携を考えなく

てはならない。

「中米首脳会談が行われた」と「中米首脳会談を行った」との違い

　この二つのセンテンスは受け手(聞く人や読む人)にどのような違った語感を与えるのだろう
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か。 「中米首脳会談が行われた」では受け手は自発のものごと、 客観的な描写·説明として受け取

る。 「中米首脳会談を行った」では受け手に作為を感じさせて、 作為の主体や意思などを連想させ

る。 したがって、 ただものごとが発生したというだけの情報伝達であれば、 「行われた」のほうが

すっきりしていて、 いかにも日本的な表現といわれる。 ここの「行われた」は他動詞の「行う」の受

身の形で、 ここでは自動詞として遣われている。

　日本語では動詞が自動詞と他動詞に分類されて、 辞書を引けばすぐわかる。 多くの動詞は他動

詞と自動詞がセットになっている。 たとえば「入る」と「入れる」、 「開く」と「開ける」、 「沸く」と「沸
かす」などがある。 しかし、 セットになっていない動詞もある。 その場合は、 他動詞の受身の形は

自動詞の働きをし、 自動詞の使役の形は他動詞の働きをする。 他動詞「行う」にはセットされた自

動詞がないため、 受身の形「行われる」が自動詞として遣われるわけである。 ここで問題となるの

は、 中国語の動詞には自動詞と他動詞の分類がないことである。 したっがて、 中国人には動詞を

自動詞と他動詞に分ける意識がなく、 また遣い分ける意識もない。 このため日本語の動詞を中国

式に扱い、 自動詞と他動詞に分けて遣うことが不得手である。 日本語の動詞では圧倒的に自動詞

が多いのに、 日本語を学ぶ中国人は自動詞がよく遣えない。 自動詞を遣うべきところをなぜかよ

く他動詞を遣ってしまう。 これは中国人の日本語の勉強における難関であるようだ。 だから、 中

国人に自動詞と他動詞の分類とその遣い分けを習得させることに十分注意を払い、 十分工夫すべ

きであろう。

　日本語に自動詞が多いこと、 日本人が自動詞を好む理由について、 日本人の先達がこう述べて

いる。 「自分の行動をことさらに言い立てたくないという、 日本人の精神性から来ていると見て

いいだろう」と。 ここで少し「自分の行動をことさらに言い立てたくない」心理を分析してみた

い。 たとえば「お茶が入りました」とよく言われる。 「お茶を入れました」と言い換えたらどうなる

か。 つまり自動詞の「入る」を他動詞の「入れる」に換える。 そうすると、 受け手は他動詞によって

作為とその意思を連想し、 言葉は恩着せがましく聞こえる。 したがって少なくとも受け手に失礼

なやつだと反感を生じさせるのではないか。 自動詞「入る」を遣えば、 ものごとが自然発生的であ

り、 話し手とは何のかかわりもないこととして伝達される。 しかし、 このような表現が逆に話し

手の親切さと謙虚さが自然と受け手に伝わるのである。 このためこのような表現は日本人らしい

表現といわれるのである。 もうひとつの例、 「閉店は8時となっております」「全席禁煙となってお

ります」などの自動詞の表現「……となっております」であるが、 他動詞の表現「……にしておりま

す」と比較した場合、 どういう違いがあるのだろうか。 「……となっております」は自動詞の表現

であるため、 状態の叙述であり、 話し手とは何のかかわりもない「決まり」を客観的に説明するだ

けになっている。 「……にしております」は他動詞の表現であるため、 「決める」行為の叙述であ

り、 受け手は相手の作為とその意思を連想しがちであり、 客によってはなぜこう決めるのだ、 こ

れではたいへん不便ではないか、 などと種々の苦情を言い出しかねない。 だから、 自動詞の表現

にしておけば、 当たり障りのない表現となり、 ここに日本人の生活の知恵が伺える。

　かりに上海市の市長が日本人の客人に上海市の状況について紹介した際のことを考えてみた

い。 その場の通訳は他動詞表現を遣って行為の叙述として訳すべきか、 それとも自動詞表現を

遣って状態の叙述として訳すべきか。 たとえば、 「上海市では上海万博の準備作業を進めており

ます。 都市の再開発や地下鉄建設や道路整備などを急ピッチに行っております。 市民のマナーの

向上においてもいろいろな措置を取っております。 」とするか、 それとも「上海市では上海万博の

準備作業が進められております。 都市の再開発や地下鉄建設や道路整備などが急ピッチに行われ

ております。 市民のマナーの向上においてもいろいろな措置が取られております。 」とするかで

ある。 市長を市の代表としてとらえた場合、 以上の事柄は市長の行為としてとらえることができ

る。 したがって、 他動詞表現の訳が適切となる。 もし、 自動詞表現を遣った場合、 以上の事柄は

日语教育研究
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市長の行為ではなく、 受け手には事柄が市長とは関係ない他人事のように聞こえてしまう。 も

し、 話し手が普通の市民であった場合は当然、 自動詞表現がぴったりである。 だから、 中国語で

同じ内容のものごとは、 日本語になると、 話し手の身分によって他動詞表現になったり、 自動詞

表現になったりして、 通訳を泣かせるのである。 したがって、 中国人に日本語では動詞は自動詞

と他動詞に分ける意識を植え込み、 そしてその遣い分けの意識を植え込むことはたいへん大事で

あることが身に沁みるのである。

　むかし、 学者の富永仲基が癖についてこういったそうである。 中国人の癖はものを誇張するこ

と、 インド人は空想的な超現実なことをいうこと、 日本人はものを隠すことであると。 ものを隠

すことと自動詞を好むことと繋がるのではないか。 たとえば、“私の携帯の番号が変わりまし

た”といった場合、 受け手はああそうかと素直に聞き入れることだろう。 もし、“私の携帯の番号

を変えました”といった場合はどうなるだろう。 つまり自動詞“変わる”を他動詞“変える”に

した場合である。 受け手が日本人の場合、 連想能力が強いため、 どうして変えるのだろう、 何か

あったのかな、 携帯をなくしたのかな、 などときっと勘ぐられるに違いない。 だから、 勘ぐられ

たくない場合、 何か触れたくない場合、 つまり何か隠したい場合は自動詞を遣うとたいへん都合

がよいのである。

　言語表現心理の研究はまだ文法ほど進んでいないように思われる。 日本語教育の土着化を図る

以上、 日本語教育界がこの面の研究を推奨されることを望み、 そしてその研究成果を期待し

たい。

日语教育研究
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日本中学国语文学课程的教学理论和方法
对中国大学日语专业日本文学课程的启示

上海外国语大学　高洁

　　中国大学本科日语语言文学专业的学生一般在三年级开设日本近代文学作品选读的课程,从而

在课堂上正式开始日本文学的教育。从目前选用的教材来看,基本以日本初高中国语教材中经常出现

的篇目为主,例如:夏目漱石的《心》、森鸥外的《舞姬》、芥川龙之介的《鼻子》和川端康成的《伊豆的舞

女》等。因此,日本初高中国语文学课程的教学理论和方法对于中国大学本科日语专业的日本文学课

程有重要的参考价值。

1.日本国语教育界的“文学教育”与“语言教育”之争

日本文部科学省自2002年开始全面实施新的学习指导纲要,以“宽松”和“生活能力”为关键词,重
新审视教育现状。这一新的学习指导纲要是对自1947年开始实行的学习指导要领的重大改革。在国语

教育方面,更加重视语言教育,提出要提高“交流能力”,试图摆脱过去偏重文学教材的国语教育模式。

1997年11月18日《朝日新闻》上刊载的教育课程审议会〈中间报告〉概要中指出:
改变过去偏重文学性文章阅读理解的指导方针,充分进行演讲、说明、讨论、书信以及记录、报告等活动,使

学生能够在高中阶段选修将来有益于社会生活的课程。

那么,战后日本中学国语教育的情况究竟如何呢?
一方面,偏重以文学趣味为中心的教育内容,以此对学生进行道德情感教育,另一方面,倾向于将语言作为

表达的“工具”,作为一种技能进行教育指导。在前者的道德教育中,授课以教材的解释为中心,在与战后的意识

形态紧密结合的作品解释框架中压抑了丰富多样的阅读可能性。而在后者的“工具”主义的语言教育中,基于个

人经验的语言行为的意义和技能被抽象化,语言内在的对话性格和共同体性格被剥夺,进而音韵和声音等语言

的身体性也被剥夺了。①

这是佐藤学对于战后日本中学国语教育状况的总结。文学教育变成了道德教育,而语言教育则成

为技能教育,二者处于一种对立状态,国语教育在两者之间摇摆不定。
事实上,战后在日本的国语教育界,曾出现 “文学教育”和“语言教育”之争。具有代表性的就是时

枝诚记和西尾实之间的论战。时枝认为:没有必要将文学教育与语言教育特别区分开来,只要对语言

有正确的理解,对文学作品自然而然也就会理解。日常生活中的会话是人与人之间联系的纽带,文学

也是如此,因此在文学教育中重视作者的立场、态度、人生观等有关作者的信息。而西尾则认为应该区

分语言教育与文学教育,他认为,日常生活中所必需的听说读写与作为欣赏对象的听说读写是有区别

的。文学教育首先要重视作品的体裁,其次是文体样式,最终是作品的主题等与作品有关的内容。②

西尾与时枝争论的问题至今仍然是日本国语教育界的一个重要课题。2002年开始实施新的指导
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佐藤学:「言葉と出会うこと」，佐伯胖·藤田英典·佐藤学編『言葉という絆[シリーズ「学びと文化」2]』東京大学出版会,

1995年,259頁。
详细内容可参照渡辺哲男:「国語教育における文学教育と言語教育―西尾実と時枝誠記の論争を中心に―」、日本大学

教育学会「教育学雑誌」2002年3月。
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纲要说明以往的国语教育对于文学的教育超过了语言教育。但是文学作品归根结底也是语言的一种

表现形式,正如日本学者府川源一郎所说,即便在要求更加重视语言交流能力的今天,文学教育仍然

具有重要的现实意义:
国语教育中为什么需要选取文学性的文章,以此为基础推进文学教育呢。简单地说,有两个方面。首先,我们

可以基于此了解文章中出现的各种人性。文学作品中描写了人间百态,这是语言所描绘出来的人类共同的文化

遗产。如果文化的传播与创造是教育的一大使命的话,那么对于作为语言文化遗产的文学作品的赏析理所当然

也应该在语言教育中占有一席之地。而且,语言文化的创造并不是无中生有,为了继承过去的遗产,取其精华,去

其糟粕,必须将对文学作品的赏析作为重要的教育内容之一。①

的确,文学教育是让学生了解人类共同的语言文化,它的重要性不仅限于国语教育本身,而且关

系到了人类文化遗产的继承和发扬。

2.日本国语教育中文学课程的教育理论

那么在日本的国语课堂上,教师是以什么为教育目标,采取何种方法展开教学的呢?林浩司在《关
于国语课中文学教育理论与文学研究理论相互关系的研究》一文中,根据对于文学作品的不同研究方

法,将文学作品课的教学法归纳为:解释·鉴赏型、言语技术型、读者理论型、“新作品论”型等四种。②

自战前至战后,解释·鉴赏型教学法一直是日本文学教育中最为常见的教学法。该教学法的教学

目的是在课堂上欣赏文学作品,它重视作家的创作意图,课堂上教师重点讲授作品中的故事情节、人
物心理以及描写技巧等,之后从文献学、实证学的观点让学生了解作家的信息,从而使学生对于作品

的理解更加具有客观性。
言语技术型教学法重视学生对于作品中语言表达的理解。鉴赏型的教学法每每在课堂上列举作

品的5W1H③,不停地让学生思考出场人物的心理、作者的意图,出于对这种重视感动、重视心理、重视

事件的固定模式的教学法的不满,言语技术型教学法在课堂上不涉及“感动”,而是教授“技术”。这种

教学法不要求教师具有广博的文学知识,课堂上仅讲授狭义的语言表达。
解释型的理论认为:文学作品本身是固定不变的,读者只能努力试图去理解文学作品本身固定

不变的意义。而这一固定不变的意义存在于作者的思考、思想以及生平之中。而言语技术型的理论基

础 分析批评理论则认为,作品本身是独立于作者之外的文本,读者只要解读作品本身即可,无需

涉及作者。与此相对,读者型理论认为:作品是在读者阅读文本的过程中产生的。根据这一理论,读者

理论型教学法确保了学生在解读文学作品时的主体性,但是却面临着一个作品文本产生无数解读的

问题。
针对读者论面临的解读的无限性的问题,田中实与须贝千里提出了“新作品论”④。二者在现实存

在的文学作品和读者解读后的文本之间设定了“原文”(“原作品”)这个概念。这样读者的无数解读就

有了一个可以指向的目标。该理论认为,在具体阅读作品时,需要将小说的语言分解为作品中叙述者

所叙述的出场人物的语言和叙述者自己叙述的两部分,从而将小说定义为“故事+叙述者的自我表

述”,将叙述功能作为解读的一个重要依据。在实际的课堂实践中,提倡首先将近代文学作品作为一个

故事尽可能仔细详尽地按照作品的叙述进行阅读,然后将其按照时间序列重新排列,把握故事内容之

后再让学生阅读其中的叙述结构。
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参见田中実·須貝千里編『文学の力×教材の力　理論編』,教育出版,2001年。
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3.日本国语教育中基于文学教育理论的教学实践 以《罗生门》为例

《罗生门》是日本近代著名作家芥川龙之介的代表作之一,也是日本中学国语教材中必收的篇目

之一。以下,从《罗生门》的教育实践中,我们来看看前文所介绍的四种文学教育理论的具体应用。
在解释·鉴赏型的课堂实践中,一般将如何把握作品的主题作为教学重点。在讲授《罗生门》这一

课时,主要从以下几个方面展开对主题的研究。

1.语句·表达(时代设定、人物形象、比喻表达等。以此来理解“家将是怎样一个人物”。)

2.段落·结构(按照场景,将家将的行动·心理列成表格,以加深对小说结尾“外边是一片沉沉的

黑夜。谁也不知这家将到哪里去了”的理解。同时也可以与小说初稿的结尾“家将已经急匆匆地冒着雨

赶去京都城里做强盗了”进行对比。)

3.与原典的比较(制作《今昔物语集》与《罗生门》的对照表,以明确作家对原典的关注点所在。)
在解释·鉴赏型的教学实践中,教师以讲授文学作品的知识为目标,了解先行文学研究的成果是

学生学习的重点。
言语技术型的课堂实践是 TOSS所提倡的教学 法。TOSS即 Teacher’sOrganizationofSkill

Sharing,是“教育技术法则化运动”的简称,指以向山洋一为代表的、提倡教师教育技术的机构及其活

动。TOSS认为,文学教育应该专注于讲授正确阅读理解作品语言表达的技术。因此,在《罗生门》的课

堂实践中,教学重点放在对于叙述者和视角这两个概念的理解上。例如,叙述者只叙述家将的心理,对
于老婆子的心理却不提及,这属于第三人称有限视角的叙述方法。另外,让学生对文章内容进行概述,
以及以作品中的描写为根据进行推论也是TOSS常用的方法。如在《罗生门》的课堂实践中,让学生对

《罗生门》全文进行概述,要求限制在200字以内。对作品中某一段落进行概述,字数限制在20字以内

等。关于小说的结局,要求学生以小说中的描写为根据,思考家将今后的命运:是成为盗贼,还是饿死

街头。可以说,言语技术型的教学将文学作品视作了技术指导的材料。
读者论型的教学首先让学生对于作品的语言表达有了一定水平的理解之后,找出若干不同读者

有不同理解的地方让学生重点阅读,然后互相交流想法。对于主题的把握,不同于解释·鉴赏型的教学

提示一个权威性的主题理解,而是将以往的代表性观点全部提示给学生,然后让学生选择自己赞同或

者反对的观点。在该教学法的课堂实践中,也采用“对照阅读”的方式。例如,将学生分成若干小组,讨
论《罗生门》和《今昔物语集》的异同点,然后发表各个小组的结论。读者论型的教学意在使学生认识到

一部作品可以有多样性的解读,但是这种解读也不是漫无边际,而是有一定的方向性的。从这一点来

看,小组讨论的形式比起个人阅读更能比较立体地看待作品。
新作品论的教学实践关注如何阅读作品,提出着眼于叙述者来解读作品语言结构的方案。如前所

述,该理论认为,阅读的基本姿态是将小说的语言分解为作品中叙述者所叙述的出场人物的语言和叙

述者自己叙述的两大部分。在小说《罗生门》中,将老婆子比喻成为乌鸦和肉食鸟等丑陋的动物属于前

者,将拔死人头发的老婆子比喻成猴子则属于后者,即叙述者的视点。在具体的教学实践中,授课时将

重点集中于叙述者,提出四个思考问题:

1.家将被描写成为怎样的人物形象,请依次按照场景进行归纳。

2.就家将和老婆子所处的“现实”的差异进行思考。

3.罗生门所象征的、出场人物所处的时代社会状况如何?

4.关注作品中以“作者”名义出现的叙述者的视线,思考该视线如何叙述了一个怎样的故事。
在新作品论的教学实践中,授课目标是使学生立体地解读作品,因此问题4是最重要的课题。通

过问题3,使学生了解到连佛像、佛具都拿去变卖的人们内心的颓废。而问题1旨在让学生认识到,家
将虽然处于这样的社会状况之下,四五天之前自己所处的秩序和道德观念还是让他犹豫不决是否要

成为盗贼。问题2意在让学生发现瘦弱的老婆子属于社会的弱者,而家将则是缺乏紧迫感的年轻人。
在回答了这三个问题之后,最后进入问题4,让作为读者的学生意识到叙述的双重性。
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新作品论教学关注叙述学在文学教育中的应用,认为叙述学可以克服解读的随意性,为解读的相

互评价、自我评价提供一个立足点。

4.日本国语教材中课文问题的设计

从日本现行国语教材中的课文问题设计来看,解释·鉴赏型、言语技术型、读者论型的问题仍然占

绝大部分。以《罗生门》一课为例,东京书籍的《新编国语综合》教材中设计了以下问题:

1.“这里”、“勇气”具体指什么?

2.“蟋蟀”、“一个男人”、“面疤”、“深夜之底”这些词语有什么表达效果?

3.家将是如何看待“黄昏的暮色”的?

4.“的确如此”、“不过”表达出老婆子怎样的心情?

5.将老婆子的逻辑作一简要归纳。

6.想象一下家将接下来的行动,进行小组讨论。

7.总结一下作品中故事发生的舞台、时代状况和时间等。

8.按照场景,整理一下家将心情的变化。

9.思考一下作品中各种比喻表达的表现效果。

10.将《罗生门》与芥川龙之介其他取材于古典的作品(《杜子春》《地狱变》等)作一比较。
其中前4个问题,属于考查学生对于作品内容是否正确理解的阅读理解题目。问题5、问题7和

问题8,要求学生对作品的内容进行归纳总结,从而得出教师期待的关于作品主题的结论。问题6属

于读者论型的问题,可以让学生发挥解读的主体性。问题10则意图通过对照阅读的方法,使学生了解

《罗生门》叙述结构的特点。

5.日本国语课程文学教育方法在中国大学日语语言文学专业文学教育中实施的

可能性

　　中国大学日语语言文学专业三年级的学生,处于日语学习的高级阶段,具备一定的日语语言能

力。但是,中国学生与以日语为母语的日本中学学生的日语语言能力毕竟不同,所以在接触日本文学

作品时,最大的问题仍然是语言障碍。同时,对于异国文学作品的理解,还面临着对于异国文化理解的

障碍,这也是和日本的初高中学生不同之处。因此,在中国大学的日本文学课堂完全照搬日本国语课

堂的教学方法有些勉强,不过,对于文学作品的欣赏是人类共同的行为,在如何指导学生进行作品赏

析方面,日本国语文学教育的做法有很多值得借鉴之处。以下是笔者针对中国大学日语语言文学专业

三年级学生制作的《罗生门》课程的授课方案,其中就借鉴了日本国语课程文学教育的教学方法。
(一)课时数:8课时

(二)新单词:以学生预习、课堂发表方式进行。
(三)小说中出现的和时代文化背景有关系的词:由学生预习、课堂发表之后,教师进行总结

讲解。
(四)与小说《罗生门》有关的时代背景:教师提示关键词,如:“养和饥荒”、“治承·寿守之乱”等,

让学生课后查阅相关资料。课堂上教师进行总结讲解。
(五)小说情节把握:小说的故事情节可以借鉴言语技术型教学法,让学生自己归纳,字数限制在

200字以内。以此来确定学生是否真正理解了小说的语言和故事内容。
(六)中文译文提示:小说《罗生门》的中文译文版本很多,比较著名的有鲁迅、楼适夷、文洁若、吕

元明、林少华等的版本。让学生将这几种译文和原作进行比较,然后分组讨论各种译文的长处和不足,
以此进一步加强对小说语言的理解。
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(七)主题提示:关于《罗生门》的主题,可以借鉴读者论型教学实践,将以往对于《罗生门》的先行

研究中提及的八种主要解读全部提示给学生,然后让学生从中选择自己赞成、反对或者认为新颖的

解读。
(八)学生作业:
作业1:归纳整理家将的心情变化。
作业2:归纳整理老婆子的逻辑。
作业3:想象一下家将今后的行动。
为了整合通过第七项读者论型活动,学生得出的不同论点,让学生对以上三个题目进行归纳整

理,以此为依据,来修正自己的解读。
(九)对于小说语言表达中关键词的理解:主要理解具有象征意义的表达和比喻表达等。
(十)小说的叙述特色:重点让学生理解小说采用的第三人称有限叙述视角。
(十一)与原典的比较:通过对比,让学生了解作者的创作意图和创作方法。
以上关于小说《罗生门》的授课方案借鉴了日本国语文学课程的教学理论和方法。受篇幅限制,不

再详细展开。
总的来说,以往中国大学日语语言文学专业的文学课程,语言习得与作品鉴赏基本各占一半的分

量,作品鉴赏多以教材上提示的内容为主,辅以作家介绍的方式进行。通过文学课程的学习,学生一般

只是对近代文学作品有了比较粗浅的了解,作为一种教养,对日本的近代文学有了一个初步的印象。
而如何真正从文学研究的角度切入作品进行研究,基本上课堂上并不涉及。

本文详细介绍日本国语课文学课程教学法的研究成果,并制定小说《罗生门》的授课方案,旨在提

起一个课题,那就是如何改进以往日本文学课程的授课方式,使学生不是浮在作品的表面,浮光掠影

般地了解一些作家的知识和作品的情节了事,而是能够按照客观科学地进行文学研究的方法论,具体

到作品的每一个细节,习得鉴赏文学作品的方法。对于大学三四年级的学生来说,习得一门做学问的

方法论,相比通过课堂的学习,只是了解一些知识和信息更加具有重要。日语语言文学专业文学课程

的授课目标应该是能力的培养,而不仅仅是知识的传授而已。
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用知识的广度和深度激发学习潜质
以日语专业基础阶段的日本概况课为例

北京外国语大学　张慧芬

一、引言

日语教育在我国已有较长的历史,尤其是在当今的知识社会中,日语已经成为我国普通高等教育

中外语学习人数仅次于英语的语种。与英语相比,探讨日语教学新的理念起步较晚,研究得也不够深

入。全球化将外语教育改革置于一个国际化的环境中,信息化不断挑战着我们熟悉的教育方法,在全

球化外语背景下,探讨本土化的日本语教育与研究性教学问题逐渐得到了应有的重视。本文仅就日语

专业基础阶段的日本概况课教学 用知识的广度和深度激发学习潜质作一探讨。

二、研究性教学与知识社会

中外许多著名教育家都十分重视把教学与研究相结合并重视研究性教学法。我国著名教育家蔡

元培说:“大学者,研究高深学问者也”;他还提出,大学不能只是从事教学,还必须开展科学研究;他要

求大学教员不是灌输固定知识,而是对学问有浓厚的研究兴趣,并能引起学生的研究兴趣;大学生也

不是去死记硬背教员的讲义,而是在教员的指导下自动地研究学问。美国教育家科南特主张大学教学

应当有更多的灵活性和机动性,采取讲课、提交个人作业、写读书报告、进行小组讨论等多种形式相结

合的方法,以便充分发挥学生学习的积极主动性和创造性,满足他们依靠自己的能力进行自由、自主

学习的愿望(潘懋元、王伟廉1995:96)。联合国教科文组织国际教育发展委员会提出:“培养自由的人

和创造性思维,最大限度地挖掘每一个人的潜力,这就是最后的目的。”(联合国教科文组织国际教育

发展委员会1979:199)2010年启动实施的《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》中
也明确提出了“优先发展、育人为本、改革创新、促进公平、提高质量”的工作方针。

一般认为,研究性教学是让学生在独立的主动探索、独立思考和主动实践的过程中去吸收知识、
应用知识,去分析问题和解决问题,以提高学生的综合素质和实际工作能力。在当今知识社会中,采用

研究性教学法尤为重要。“知识社会”一词最早见于美国学者贝尔1973年所著《后工业社会的来临》一
书,他认为在后工业社会中“理论知识处于中心地位”,科学家和工程师是后工业社会的“关键集团”,
大学是“主要机构”,因而后工业社会又可称为“知识社会”。美国著名管理学家德鲁克于1993年在《后
资本主义社会》一书中称人类正在进入“知识社会”即以知识为核心的社会。显而易见,网络的普及更

加速了知识社会的形成,“信息爆炸”、“知识爆炸”都是知识社会的真实写照,无论在广度还是深度上,
人类所创造出来的知识都在迅速增加并深化。而受教育者本来就拥有不断学习的潜质,关键在于要通

过恰当的教学法去尽可能启发和激励学生的学习热情和学习潜质。

三、本土化的日本语教育与研究性教学

日本语教育在我国已有较长的历史,且逐渐形成了本土化的日本语教育模式。虽然近几年来,舆
论提倡要探讨日本语教育新的理念,要改变传统的以教师为核心的教学模式。但由于我国大学日语专
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业目前使用的基础教材仍以语法结构为纲,教师多采用传统的教学方式,授课时面面俱到,这样自然

形成了“以知识传授为核心”、“以教师讲授为中心”的教学模式。这种以教师讲授为主的模式,从某种

意义上讲,是很有必要的,但是传统教育方法在教育者与被教育者的关系上缺乏民主,“我说你听”的
模式忽略了大学生的主体性,既不利于激发学生的思维,也不利于训练学生的能力和发掘学生的潜

能。因为,学生作为一个学习者,不是一张“白纸”。他们具有自己的思想、情感、智慧,具有自己学习的

方式和能力。更可贵的是,大学生们具有无限的“可能性”。他们不仅有强烈的求知欲和好奇心,更具有

相当强的自学能力。因而,课堂上教师要敢于、乐于、善于将时间、空间和权力还给学生,就像将土地还

给农民一样。教师要改变现有的教学方法,抛弃传统的单方面灌输和“填鸭”式教育法,重视学生的主

体需求,让他们主动参与到教育的过程中,积极体验,领会教学的内容,充分发挥学生的学习积极性和

热情。
笔者多年来从事日语专业基础阶段的课程,从主干课 精读课,到会话课、听力课以及近两年

来的日本概况课。一直在思索如何在有限的时间内尽可能提高学生的学习兴趣、打开思路、学会学习

的技巧、提高分析问题和解决问题的能力,使他们在毕业之后能长期甚至终身受益,有长远的发展后

劲。基于这些考虑,笔者在日本概况课上探索研究性教学法,用知识的广度和深度激发学生的学习

潜质。
“概况课”是大学本科外语教育中不可缺少的组成部分,是大学本科外语专业的核心课程之一,也

是大学本科外语专业的基础课。北外日语系从2008年9月起开始尝试从新生入学起就开设日本概况课

(一年级上、下学期72学时,在这之前是在二年级开设的),并且与精读课程同步并行。经过三年的实

践,日本概况课与精读课以及其他课程之间的互补作用越来越得到学生的认可。几届学生都一致认为

一年级开设日本概况课合适且很有必要。一方面,当代大学生已不满足于仅学会使用一种语言,他们

中间很多人是怀着对日本强烈的好奇心开始语言之旅的。日本这个国家过去曾经发生过什么,正在经

历什么,他们的政治、经济情况以及独具魅力的文化都磁石般吸引着学生们。另一方面,在全球化背景

下,我国对外交往不断深入扩大,对于外语水平的要求也越来越高。仅仅会使用外语已无法适应工作

需求,用人单位迫切需要既精通语言,同时又熟悉对象国自然地理条件、历史传统、社会现状、当地习

俗等的毕业生。在学习语言的同时能够了解对象国文化及国情,既激发了学生学习语言的兴趣又培养

了学生对所学对象国文化及国情的研究能力,显然是一件事半功倍的好事。因而,受到了学生们的充

分肯定。
教学实践中发现,一旦学生对授课内容感兴趣,教师采用研究性教学法,注重分析方法和授课技

巧似乎更容易影响到学生。比如,在每次授课前,教师会指出本次课的主线,或是给一个关键词,或是

先给出一个问题,提醒学生通过教师授课找到答案。结果学生在自己的口头介绍和分析中,也非常重

视发现问题,更能想到“为什么”,从而努力给自己的任务增加内容的深度和视野的广度,他们的陈述

中也因此包含了更多个人的反思和深层次的论证。例如,在介绍日本的俳句与短歌时,班里有位同学

听了介绍后,按照俳句5/7/5的规则,当场作了两首俳句。A.“楽しいや、 スキーをすると、 すべられ

る”、B.“問題や、 わからないとき、 調べよう”(2010年4月2日)。虽然作品很稚嫩,不一定完全符合俳

句要求。但这是一位一年级零起点的学生用日语创作的作品,作为日语教师感到很欣慰、鼓舞。当然,
笔者也发现外语专业学生的特点或曰不足,例如:重视外语学习却忽视汉语学习和写作,重视了解对

象国情况却对其他广泛的国际问题和知识重视不够,外语意识强而科学学科意识却不够强,对创造性

思维有所忽视,如此等等。因而,作为概况课教师,应尽量打开思路,让学生在知识海洋中尽情畅游、尽
可能汲取各方面知识。这里需要提示的是:多数学生在考入日语专业之前对日本动漫﹑日剧﹑网络

游戏显示出极大的兴趣,这是事实。但如果因此认为他们对日本国情很了解,那就估计错了。再说,一
堂概况课的信息量是相当大的,如何使学生既学到了日语,又了解了对象国国情并掌握深入研究的方

法,笔者认为:
研究性教学首先要改变教师为课堂中心的传统教学模式,充分调动学生的学习积极性,让学生成
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为课堂上的主角。引导学生提出问题、分析问题,鼓励学生得出与教师不同的结论。学习过程中的得与

失、错与对,都是收获。学习心理学的研究证明,在学习过程中,通过听可以记住学习内容的20%,通过

看或阅读可以记住学习内容的30%,通过听看结合可以记住学习内容的50%,通过自己表达(说或写)
可以记住学习内容的80%,而通过自己实践(各种技能的综合运用)可以记住学习内容的90%。日本概

况课综合运用阅读﹑自己表达﹑听看结合﹑共同讨论等方式,可以留下比较深的印象并记住大部分

学习的内容。
其次,使用教学技术设备与多媒体课件丰富教学形式。根据日本概况课的特点,很多课件里不但

有着丰富的图片,还配了大量图表、数据,甚至包含最新研究观点和成果等,使得学生能更直观、更全

面地掌握所讲内容。
再次,优化教学程序,丰富教学活动。教师应多组织学生参与教学活动。鼓励学生从寻找信息、处

理信息、提出方案、实施方案,到最终完成课堂教学任务的全过程。使学生在语言基础知识和语言交际

能力上获得均衡发展。
最后,有意识地培养学生对所学专业的研究能力。古人云:“授之以鱼,莫若授之以渔”。“概况”一

词乍一看对课程的定位比较模糊,因为这个词给人一种浅尝辄止的感觉。一学年每周仅靠两个学时,
似乎难以面面俱到。但是,教师可以传递丰富的信息,打开通向日本国情概况的大门,指点深入研究的

路径和方法。研究性教学实践证明该课程激发了学生进一步学习日语的热情,也培养了研究对象国国

情的兴趣和习惯,学生利用课下时间阅读相关书籍,并且十分关注媒体对于日本以及我国与日本对外

交往等的新闻报道。这一点在学生的课上讨论、作业以及学期论文中可以得到证实。学期论文在一年

级第一学期用中文撰写,第二学期过渡到日文撰写。学期论文涉及的题目有:“从万博看日本”、“简述

宫崎骏动画中体现出的日本人文现象”、“浅谈村上春树的小说”、“日本文化中的中西元素”、“日本独

特的企业文化”等。从这些题目中可以窥视到研究性教学开阔了学生的视野。学生们通过查找资料,深
入思考,发现问题,找到问题的切入口,从而锻炼了独立分析问题和解决问题的能力。有的学生还表示

对“日本国宪法”、“日本汉诗与中国文化”等问题感兴趣,要进一步深入地学习、研究。

四、用知识的广度和深度激发学习潜质

《高等院校日语专业基础阶段教学大纲》中,对基础阶段的教学目标作了如下规定:“引导学生扎

实学习,掌握日语基础知识;训练听、说、读、写的基本技能;培养实际运用语言的能力;丰富学生的日

本社会文化知识,培养文化理解能力,为高年级阶段学习打下坚实的基础。”(2001:1)《高等院校日语

专业高年级阶段教学大纲》中明确指出:“要改革教学方法,激发学生的学习热情,培养学生的学术兴

趣和创新意识,锻炼学生独立分析问题、解决问题的能力。”(2000:1)作为日语专业基础阶段开设的

一门专业知识必修课,“日本概况”课教学的任务应该是:在引导学生掌握日语基础知识的同时,传授

日本社会文化的相关知识,扩大学生的知识面,提高学生综合运用语言的能力,培养学生独立思考和

工作的能力。
在日语专业基础阶段一般容易想到扩展知识,却往往忽略知识的深化,其实二者相辅相成。学习

日语和日本国情决不能只知道日本、只对日本的政治﹑经济﹑文化等感兴趣,而是要关注到国际时

事。在学习日语、了解日本本身的同时去了解世界。世界各国之间相互联系越来越密切,必须尽可能了

解各方面情况和知识,反过来才能对日本、对亚洲、对世界有尽可能深入的了解。知识面、兴趣面应当

是开放式的,对尽可能多的事情、知识都感兴趣,才有更大的乐趣,有更大的发展后劲,对今后的发展

也才更有利。当然,学习知识只能逐步扩展,但视野和思路的扩展最重要,如果基础没有打好或过窄,
会形成惯性思维,以后再打开思路会觉得很困难。所以笔者认为要从一开始就形成“发散性思维”,尽
可能减少不必要的条条框框,为以后发展打下比较广泛的基础。

笔者从事外语教学工作多年,一直认为知识社会中的外语人才应当具备:科学的头脑、广博的知
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识、世界的眼光和胸怀、较强的实际工作能力。为此笔者作了一些尝试。

1.学生在校主要是学习,因此最关键的是保持高度的学习热情,使大家对学习有浓厚并且持久

的兴趣,而大学生已是成年人,理解力已不成问题,所以需要把最佳的学习及科研方法传授给他们。俗
话说:“师傅领进门,修行靠自己。”这里需要强调的是师傅如何把学生领进门的问题。照本宣科不行,
填鸭式已落伍。能不能多让学生想想?思考时,能不能暗示有更多的可能性、差异性?鉴赏时,能不能让

学生尽可能地激活自己的生命体验?

2.虽然笔者上的是“概况”课,但笔者在进入正题之前先给学生们讲“如何成为优秀的外语学习

者”,目的在于帮助学生在有限的时间内知道怎样学到更多的有用知识和进一步学习的路数。并用小

专题方式介绍各种知识,使学生有新鲜感、有问题意识和专题意识。

3.大学学习必须大量阅读,须养成良好的阅读习惯,从而能够自我扩大知识面和词汇量。阅读能

力﹑兴趣和习惯的养成,在整个外语教学中起到至关重要的作用。在日语学习的初级阶段,培养学生

养成阅读的良好习惯,不仅可以激发起学生学习日语的兴趣,为深入了解对象国语言奠定基础,还能

培养学生的自主学习能力,从而提高思维能力和学习新知识的能力。通过课外阅读对课内的有关知识

进行了延伸,为课堂学习奠定了一定的智力背景。不仅如此,阅读还是学生们认识社会、走向社会、与
社会沟通的重要途径。可以说学生们所认识的世界、人生、社会,很多都源于阅读。

4.研究性教学一定要使学生有浓厚的学习兴趣并善于独立查找文献资料,同时和网络学习密切

相关,通过网络可以查到海量信息资料,了解大量信息及最新动态,激发学生的求知欲。提供网址,鼓
励学生上网阅读。学生在写学期论文时都普遍使用这些网址。这些都说明教师有效的引导是十分重要

的。知识是动态的、活的,应当使学生了解最新知识和动态,把外语学习搞活。

五、结语

以上笔者从研究性教学与知识社会、本土化的日本语教育与研究性教学、用知识的广度和深度激

发学习潜质这三个方面,就日语专业基础阶段的日本概况课教学问题作了一些初步探讨。研究性教学

可使学生感到学习的无穷乐趣及自我扩展的无限空间,以学生为主导,充分发挥学生的学习热情、积
极性和创造性,尽可能发掘、激发学生的学习潜力和潜质,不断提高学生的知识面和兴趣面,使他们具

有长远的发展后劲,从而提高教育质量,培养更多的优秀的国际化外语人才。
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学習者の日本語は母語話者にどのように解釈されているか

語用論的観点からの考察

東北大学大学院文学研究科　名嶋義直

1.学習者の産出する日本語に関する捉え方

1.1　第二言語習得研究と誤用訂正

　学習者は日本語を習得する過程において母語話者の有する日本語とは異なる特徴を持つ日本語

を産出することがある。 それらの日本語は「間違い」つまり「誤用」であると見なされ「修正すべき

もの」として位置づけられてきたが，第二言語習得研究の進展に伴い，学習者は目標言語習得の

過程で母語話者のものとは異なる体系を持つ「中間言語」を形成しており，これまで誤用と見なさ

れてきたものはその中間言語の一部であり，それらは習得の過程で生じる必然的なものであって

「間違いではない」，と考えられるようになってきている。 しかし，研究者にとっては「間違いでは

ない」中間言語も，日本語を意欲的に学ぶ学習者にとっては，直したい，そのような運用は避けた

い，と考えるものであることは想像に難くない。 したがって，教師による訂正行動は重要であ

る。 一方，近年の日本語教育界では「コミュニケーションのための日本語教育文法」を構築する動

きが盛んになっている。 コミュニケーションのための文法教育を考えるなら，学習者の誤用もコ

ミュニケーション上どのような障害をもたらしているか，という観点から分類·分析すべきであ

る。 日本語教師は教育場面でどのように学習者の誤用に対処していけばよいのであろうか。

1.2　語用論

　発話の意味を研究対象とする語用論はコミュニケーション研究に貢献してきた。 Thomas,J
(1995)は，語用論研究者のとるスタンスや興味の対象に三種類があると述べている。 第一は「話
し手」の立場から発話の意味を考察する立場である。 第二は「聞き手」の立場から発話の意味を考

察する立場である。 そして，前者がその分析において「聞き手の視点」が曖昧になってしまうとい

う問題点を持っていることを指摘し，後者が，それとは反対に，「話し手の意図や社会的制約とい

う視点」が曖昧になってしまうという問題を有していることを指摘している。 そこで，導き出さ

れるのが，発話の意味を「相互行為」を通して決定されるものと見なして考察する立場である。 学

習者の語用論能力の習得を中心的な研究テーマとする中間言語語用論では，相対的に見てもっぱ

ら産出面のみが重視され，解釈面に焦点が当てられてはいない観がある。 先の三種類に引き寄せ

て考えると，多くの中間言語語用論研究は，「話し手」の立場で学習者の誤用を捉えていると言え

る。 とすれば，「聞き手の立場」からの中間言語語用論も，「相互行為」に着目した中間言語語用論

もあって然るべきである。 新たな観点に立った中間言語語用論の展開が求められている。

2.本研究の目的と手法

2.1　目的

　当然ながら，コミュニケーションにおける「誤用の基準」はこれまでの形態的特徴や静的な意味
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を基準とするものとは異なるものとなる。 ある言語形式や言語運用が伝達の相手からどのような

発話解釈を受けるのかは重要な基準の一つであると言える。 この「聞き手の解釈する意味」を明ら

かにすることは聞き手の認知的内面的な処理に関わることであり，その実態を明示的に論じるこ

とが，音声や文法といった言語の持つ外形的特徴を論じることに比べ難しい面があるが，これま

での語用論や関連領域における研究成果を基に，いくつかのモデルを構築することは可能である

と思われる。 そこで本研究では，まず「聞き手の発話解釈」という観点から「どのような誤用の類

型」が取り出せるのかについて分析し，次に，聞き手が誤用に接したとき何らかの「補正」を行う

か否か，その「補正」のプロセスは何に動機付けられていると考えられるか，誤用の種類と補正プ

ロセスとの間に何か関連があるかについて考察する。 そして，それらを通して「どのように学習

者の誤用に接していけばよいのか」について，コミュニケーションの日本語教育という観点から論

じる。

2.2　手法

　本研究では学習者①の産出した日本語の中から「コミュニケーションにおいて何らかの支障をも

たらす」と考えられる言語運用の実例を取り出して考察する。 具体的には，それらの学習者が発

表者宛に実際に送った電子メール，発表者に対して行った実際の会話，会話授業の中で学習者が

課題として行った「学習者同士で行うロールプレイ」，作文授業の中で学習者が課題として提出し

た「電子メール文章」を資料とする。 この中で「実際の会話」においては発表者が適宜書き留めたも

のについて発表者がトランスクリプトを作成し，それを分析対象とした。 ②そのような実例を，

まず「聞き手にどのように受け取られるか」という観点から分類し，次にそれらの例が聞き手の発

話解釈において単なる音声や形態レベルにおける「形」の問題なのか，「語や文の意味」の問題なの

か，「発語内行為としての意味」に関わっているのか，「発話態度」に関わっているのか，という点

について考察した。 そして，コミュニケーションに支障が生じた聞き手がどのような補正作業を

行ってその問題を解決するのかについて考察した。 ③

3.分析と考察

3.1　聞き手による発話解釈タイプからの類型化

　分析の結果，聞き手による発話解釈は，「違和感を持つ」，「そのまま受け入れる」，「意味や意

図不明で理解困難」の3つに大別できることがわかった。

　「違和感を持つ」場合について「何に対して違和感を持つか」を分析したところ，音素·形態素·文

法レベルにおける「形態的逸脱」に対して違和感を持っている場合と類義語の使い分けや連語関係

など語法レベルで生じる「意味のずれ」に対して違和感を持っている場合があることが分かった。

(1)(2)が前者，(3)(4)(5)が後者の例である。
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①

②

③

実例を産出した日本語学習者は，発表者の勤務する大学に正規留学生，もしくは交換留学生として在籍していた学生

であり，主に発表者の担当していた日本語授業を履修していた学生である。 日本語能力は，一般的に言う中級から上

級にかけてである。

ロールプレイの場面設定は「引っ越しの手伝いを後輩に依頼する」，「教員に面談のアポイントをとる」，「教員にレポ

ート締め切りの延長をお願いする」，「同級生を旅行やパーティーや食事に誘う」，「同級生と雑談する」などである。 作

文授業での課題は「教員に長期欠席の連絡をする」，「教員にアルバイトについて問い合わせる」などである。

これらの分析は，実際に聞き手にインタビューをしたり質問紙調査を行ったりしたわけではないため，推測の域を出

ない面があるが，語用論の研究成果を踏まえ，一母語話者の発話解釈に基づき，聞き手の発話解釈の1つのありうる

タイプを考察したものである。
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　(1)パッティーはみんなお酒とか飲めませんか？

　(2)調査の結果の分析をしながら両国の社会を分かることが出来ました。

　(3)勉強はとてもいい人です。

　(4)どしたの。 元気が悪いの？

　(5)でも，いま，もう決めていません。

　「そのまま受け入れる」場合には，その下位分類として，まず(6)(7)のような「一旦はそのまま

理解されるが後でその理解に混乱が生じる」場合が観察された。 この場合，誤用箇所が「形の上で

は別の語や表現として正用と認められる」状態になっており，言語の持つ線条性ゆえ，当該箇所

では正用として「そのまま受け入れる」ものの，後続部分の解釈に進むと意味の上で衝突や矛盾が

生じ，改めて誤用として認識されるという発話解釈プロセスが想定できることがわかった。 つま

り，「一旦は別の語や表現として見なされ正用として理解されるがその理解が後で混乱を生じさ

せる」ということである。

　(6)私のレポート，書いたレポトを，レポトのしゅるいは私の子供がなくしたので

　(7)突然で先生にメールをいただいて、 本当に申し訳ございません。

　一方(8)(9)のような「そのまま受け入れるが話し手の意図と聞き手の解釈との間にずれがある」
場合も観察された。 この場合は，形の上でも違和感がなく意味の上でも衝突や矛盾が生じない場

合であり，その言語運用を誤用であると判断する手掛かりはないため，そのまま正用として理解

されるが，実際には，話し手の言語運用が話し手の意図するものでなかったというものである。

話し手自身は当該言語形式やその運用の仕方が「A」という意味や「B」という態度を聞き手に伝達

するということに気づいていない。 それらの意味や態度を，話し手としては伝達することを意図

していなかった，ということである。

　(8)一応質問をしたいですが、

　(9)えとー，締め切りは延長してもよろしいでしょうか。

　「意味や意図不明で理解困難」な場合とは，文字通り「何を言っているのかわからない」というも

ので，解釈しようと努力はしてものの結果にたどり着けなかった場合である。

　(10)推薦書は私の学歴と大学に巻き込まれることと大学院に入る目的について、 書いたほうが

よろしいと思います。

　ただし，上で述べたような「ずれ」が生じても，学習者に不利益が生じないのであれば大きな問

題にはならない。 そこで，「ずれ」の質的分析を行った。

3.2　言語的特徴からの類型化

　分析の結果，それらの「ずれ」や「誤解」は，「音声」「語形」「文法」「発話態度」「発語内行為」等の種

々のレベルにおいて生じていると考えられることが明らかになった。 統計的な手法で検証しては

いないが，大まかに言えば，「違和感を持つ」誤用は「音声」「語形」「文法」の各レベルにおいて直接

的な原因が存在すると思われる例が多く，「一旦はそのまま理解されるが後でその理解に混乱が

生じる」タイプの発話の場合も同じような傾向にあると思われる。 単純に言えば，「形」や「字義的

意味」レベルにおける誤用であると言える。 一方，「そのまま受け入れるが話し手の意図と聞き手

の解釈との間にずれがある」誤用の場合は「発話態度」や「発語内行為」に関わるレベルに原因が存

在する例が多いことがわかった。 「字義的意味」というより「発話の意味」のレベルでコミュニケー

ション上の問題が生じていると言えよう。

　これらの「ずれ」は，話し手の発話を受けて聞き手が何らかの意味の確定に関わる「補正」行動を

行った結果であると位置づけられる。 そこで，次に誤用例を聞き手がどのように補正するのかに

ついて更に考察を行った。
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3.3　聞き手における発話解釈プロセスからの類型化

　SperberandWilson(1995)にあるように，人が通常の発話解釈プロセスにおいて発話の意味を

確定させるために推論を行っていると見なすことは語用論の考え方としては一般的である。 その

場合，字義的意味のレベル，発話の意味のレベルという大きく2つのレベルで推論が行われてい

ると考えられている。 誤用に対する聞き手の発話解釈のプロセスとしても上で述べたような複数

の段階を想定することができると思われる。

　3.1節で類型化した「違和感を持つ」タイプの誤用の場合は，聞き手が抱いた形態や意味レベル

での違和感が推論の動機付けとなり，音形や語形や文形を基準とし，それに文脈を手掛かりにし

て修正や変更を加える形で補正が行われていると考えられる。 「そのまま理解される」タイプに関

しては下位分類として2つの類型を立てたが，そのうちの1つである「一旦はそのまま理解される

が後でその理解に混乱が生じる」タイプの場合は，音形や語形の点では問題はないが，文脈との

兼ね合いで意味の理解に問題が生じているということであり，それが補正の動機付けとなる場合

であると言えよう。

　なお，先に前提として確認したように，補正を行うということは推論を行うということである

ため，それには一定の労力(コスト)が必要となるが，それと引き替えに，補正によって意味や意

図の理解がスムーズになるという対価も得られる。 しかし，SperberandWilson(1995)によれば，

我々はその対価を得るために無制限にコストを払うわけではなく，得られる対価の大きさとの兼

ね合いでどこまで補正を行うかを判断しているという。 コストに釣り合わないと判断すれば途中

で補正を切り上げることもある。 場合によっては当初から補正を行わずその誤用を無視するとい

うことも起こりうる。 つまり，補正を行ったからといって話し手の伝達を意図する意味が確実に

復元されるとは限らないということである。 順番は前後するが3.1節の3番目の類型「意味や意図

不明で理解困難」な発話として処理される誤用は，発話解釈にかかるコストとそのコストを払っ

て得られる発話解釈とを考えて「コストに見合わない」と判断された場合であると考えられる。

　「そのまま理解される」の下位分類のもう一方である「そのまま受け入れるが話し手の意図と聞

き手の解釈との間にずれがある」場合は，形態の上でも意味の上でも補正の動機付けとなる情報

を顕在化させていない。 したがって，そのずれが偶発的に顕在化する場合を除き，当該発話は字

義通りに解釈され，補正作業は行われないと考えられる。 「誤解」が生じ，かつ，その「聞き手の

誤解」が顕在化しないので，誤解されていることを双方が認識できないまま，コミュニケーション

が進行する。

4.まとめと今後の課題

　「聞き手の発話解釈」という側面から学習者の産出する日本語を分析したところ，コミュニケー

ションのために日本語教育において，学習者の産出する日本語とどう向き合うかについて，2つ

の重要な示唆が得られた。 1つは誤用に対する発話解釈にいくつかの類型があり，補正されやす

いものとそうでないものがあるということである。 特に「発話態度·発語内行為」レベルで「顕在化

しない誤用」が観察されたことは注意を喚起する事実である。 もう1つは，学習者の産出した日本

語が誤用であるのかそうでないのかを判断する基準として「相互行為の視点で判断する」というこ

との重要性である。 極論を言えば，音声や文法に顕著な問題があっても，聞き手の補正によって

話し手の伝達を意図する意味が伝わるのであれば，それはコミュニケーション上では誤用ではな

い。 それとは逆に，音声上も文法上も問題はなく聞き手にもスムーズに理解されたが，その理解

が話し手の伝達を意図する意味とは異なっており，その「ずれ」の主な原因が話し手の言語運用に
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起因する場合，それは誤用であると判断されることになる。

　いくらシラバスが「コミュニケーションのための日本語教育」に対応しても，学習者の日本語に

対する教師の評価が「正確さ中心」や「文型や機能中心」であれば，コミュニケーション上では誤用

ではないものが誤用と判断されて形式的な修正を受けたり，逆に，コミュニケーション上重大な

誤用であるものが，誤用ではないと判断され正用として問題にはされなかったり，ということも

起こりうる。 後者の場合，学習者は「この言い方でいいのだ」と理解し，場合によっては更に積極

的にその運用を行うかもしれない。 その教師の対応は，積極的ではないにしても，学習者の誤用

に対して適切な指摘や修正を行わないという点において，誤用に対して肯定的な評価を示して承

認していることになる。

　昨今の「コミュニケーションのための日本語教育」構築という大きな動きに対応していくために

は，インターラクションという観点から学習者の言語運用を捉え，当該言語運用において意味や

意図の伝達が成功しているかどうかを見極め，学習者に対し，必要なフィードバックを行ってい

くことが重要である。 言い換えれば，教師の持つ「誤用観」を変化させ，教師の行う「誤用訂正行

動」についても変化させる必要があるということである。
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从教育本土化角度看日语被动句的教学1

上海外国语大学　凌蓉

0.引言

长期以来,外语教学往往只注重教授外语本身的特点和规律,忽视学习者的母语给外语学习带来

的影响,以至于学习者虽然在表面上掌握了外语的某些知识点,但是真正使用时,错误百出,举步维

艰。本文以日语被动句的教学为例,探讨如何实现外语教育本土化的问题。

1.现行教材及教学方法中存在的问题

现行教材2中对日语被动句的解说一般有两种方式。第一种首先把日语被动句分成“直接被动句”
和“间接被动句”两大类,然后分别说明这两类被动句的特点和用法。第二种则罗列日语被动句的各种

句型,对各句型逐条加以分析、解释。
常见的教学方法主要包括教师课堂讲解、学习者进行句式变换练习和造句练习等。
以上两种教材的编写方式能较好地反映日语被动句的特点,教学方法也能帮助学习者初步掌握

日语被动句的使用方法。
然而,让学习者做汉译日的练习时,许多问题会暴露出来。例如:
(1)弟弟被我说服了。
(2)我被他英勇的行为感动得流下了眼泪。
学习者一般会把例(1)和例(2)分别译为「弟は私に説得された」和「私は彼の英雄的な行為に感

動されて涙を流した」。其实,这两个句子虽然在汉语里都是“被”字句,但是在日语里却不宜使用上述

被动句。我们可以把例(1)译成日语的主动句「私は弟を説得した」,把例(2)译成日语的主动句「私は

彼の英雄的な行為に感動して涙を流した」。
为什么学习者的译文会出现上述错误呢?那是因为现行教材的语法编写主要参考日语语法研究

的成果,很少结合汉语语法的特点加以说明,当然也不会涉及日汉对比方面的内容。经过大量机械的

句式变换练习,学习者养成了“看到‘被’字就译成日语被动句”的习惯,而不是首先思考一下这个句子

在日语中是否也适合以被动句的形式出现。可以说,他们会犯上述错误是必然的,其根源在于我们的

日语教学没有实现本土化,没有考虑到学习者以汉语为母语这一重要特点。

2.汉语“被”字句和日语被动句的不同点

为了实现日语教学的本土化,首先我们进行语言研究时,不能只考虑日语的特点,而应该把母语

汉语也纳入视野之中。本文将汉语“被”字句有别于日语被动句的独特之处主要归纳为施事和动词这

四个方面,以下分别进行分析说明。
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　　施事的限制

汉语中有一些“被”字句的施事是第一人称。例如:
(3)然而终于被我说服了,将孝帏揭起。(彷)
(4)他提议照一张合家欢的相片,却被我严词拒绝了。(关)
(5)我的几个朋友,都已被我送走插队。(棋)
上面3个例句都以第一人称“我”为施事。与一般的“被”字句相比,这些“被”字句中施事的地位更

为重要。杉村(1992)把这样的句子称为「自己称揚の受動文(自我表扬的被动句)」和「自己批判の受動

文(自我批评的被动句)」,认为句中包含对施事“我”的表扬或批评的意义。
当然,施事非第一人称时,汉语中也有一些句子具有类似的含义。例如:
(6)十年没吃的“麻豆腐”,居然被她买着了!(辘)
(7)兜里装着姜波老师的自行车钥匙,那上边有个老虎的坠儿,被他“嘎巴”一声拽碎了。(金)
例(6)表达了对“她”买到“麻豆腐”的惊叹、钦佩;而例(7)则含有对“他”拽碎“老虎坠儿”的不满

情绪。
可以说,包含对施事的赞扬或批评的含义是汉语“被”字句的一个特色。日语被动句一般没有这种

含义,也很少把第一人称作为施事。因此,例(3)~例(7)往往被译成日语的主动句,而非被动句3:
(3′)しかし、 とうとう私のねばりに根負けして、 式幕をあげてくれた。

(4′)家族一同の記念写真を撮ろうと彼は提案したが、 私はきびしく拒否した。

(5′)何人かの友人は、 ぼくがつぎつぎに農村へ送りだしてしまった。

(6′)十数年も口にすることのできなかった痲豆腐が思いがけず彼女の手に入った。

(7′)ポケットには姜先生に借りた自転車の鍵があった。 鍵につけた虎の吊り飾りが彼のせい

で、 バシッと音をたて、 砕けた。

动词的限制

大多数动词既能用于汉语的“被”字句,也能用于日语的被动句。例如:
(8)大驴子还是被小老虎吃掉了。(毛)
(8′)大きい驢馬はやはり小さい虎に食われてしまった。

(9)刘祥一直被拴在屋子里。(金)
(9′)劉祥はずっと部屋の中に縛られていた。

上面4个例句中的动词“吃(食う)”、“拴(縛る)”可以分别用于汉语“被”字句和日语被动句。
但是,类似“召开(開く)”、“举行(行う)”、“实施(実施する)”等动词,可以用于日语的被动句,却

不能用于汉语的“被”字句。例如:
(10)たまたま、 この論文のことが今回のコベンハーゲンで開かれた国際学術会議の席上で

うわさに上った。 (あ)
(11)葬式は、 広瀬村の瑞泉寺で行われた。 (越)
(12)イギリスでは大論争の挙句に一八五五年から実施されることとなった。 (マ)
例(10)~例(12)分别使用了「開く」「行う」「実施する」的被动形式「開かれる」「行われる」「実施

される」,而汉语的句子中如果使用“被召开”、“被举行”、“被实施”,会显得很不自然。
另一方面,也有一部分动词可以用于汉语的“被”字句,但不能用于日语的被动句。这些动词大多

在汉语中可以作为及物动词使用,而在日语中却属于不及物动词。例如:
(13)渐渐,她被感动了,脸上不觉流露出欢欣的神色。(青)
(14)毛驴被我奶奶的话感动了,它“噢”一叫,仰起头,向前飞跑。(红)
(15)道静被这女孩子的纯真热情深深感动着。(青)
在汉语中,“感动”既可以作为及物动词,又可以作为不及物动词使用,所以汉语中存在“被感动
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了”、“被感动着”的说法。但是,日语的「感動する」是不及物动词,不能用于被动句。日语的句子中一般

使用「感動する」或「感動させられる」的形式。例(13)~例(15)的参考译文如下:
(13′)しだいに、 かの女は感動し、 いつかその顔には、 喜びの色があふれていた。

(14′)驢馬は祖母の言葉に感動して一声いななくと、 前へ向かってさっと駆けだした。

(15′)この女の子の純真な熱情に、 道静は深く感動させられた。

与“感动「感動する」”类似的动词,有“陶醉「陶酔する」”、“孤立「孤立する」”、“普及「普及する」”、
“发展「発展する」”等。它们都只能用于汉语的“被”字句,不能用于日语的被动句。

还有一些表示感觉的动词,如汉语的“冻”、“饿”、“渴”、“吓”、“窘”等,加上一定的结果补语都构成

的“冻醒”、“饿坏”、“渴坏”、“吓了一跳”、“窘住”等词可以用于汉语的“被”字句。而日语中这些意义一

般用主动句表示。例如:
(16)夜里我被冻醒了几次。(插)
(16′)夜中に私は寒くて何度か目を覚ました。

(17)妈和文吉被这突然的笑声吓了一跳。(金)
(17′)母親と文吉はその不意の笑いにギョッとした。

(18)道静突然被窘住了。(青)
(18′)道静は急につまってしまった。

在上述例句中,日语译文以「寒くて目を覚ました」对应汉语的“被冻醒”,以「ギョッとした」对应

汉语的“被吓了一跳”,以「つまってしまった」对应汉语的“被窘住”。
此外,有少数动词,虽然既可以用于汉语“被”字句,又可以用于日语被动句,表达的意义却大不相

同。例如:
(19)秦文庆被他爸爸气得哭笑不得。
(20)秦文慶は泣くも笑うもかなわぬほど父に怒られた。

例(19)用了汉语的“被……气”这个形式,生气的是句子的主语“秦文庆”。而例(20)用了日语的

「…に怒られた」,表示生气的是「父」。例(19)和例(20)这两个句子的意义截然相反。例(19)译成下面

的日语主动句比较合适。
(19′)秦文慶は泣くも笑うもかなわぬほど父に憤慨していた。

3.适合中国学习者的教材描述和教学方法

通过以上论述可以发现,汉语“被”字句存在不少有别于日语被动句的独特之处。教师在讲解日语

被动句时,如果只把眼光放在日语被动句上,仅仅介绍日语被动句的分类和特点,那么将很难防止学

习者在运用语言时出现种种错误,也很难注意到产生这些错误的原因在于学习者受到了母语汉语的

影响。
因此,在教材编写方面,在现有内容的基础上可以加入对汉语“被”字句特点的说明介绍。如:汉

语的“被”字句可以以第一人称为施事,表示对施事的表扬或批评,而日语的被动句没有这样用法。又
如:“感动”、“陶醉”、“孤立”、“普及”、“发展”、“冻”、“饿”、“渴”、“吓”、“窘”等动词可以用于汉语“被”
字句,但是「感動する」「陶酔する」「孤立する」「普及する」「発展する」「凍える」「空く」「乾く」「びっく

りする」「驚く」「困る」等动词一般不能用于日语被动句,而“被……气”和「…に怒られる」尽管语法上

都正确,但所表达的意义截然不同。
在教学方法方面,除了让学习者进行句式变换练习和造句练习等传统的教学方式,也可以举出一

些代表汉语“被”字句特色的典型句子让学习者译成日语,通过汉译日的练习,使学习者意识到虽然日

语和汉语中都存在被动表达方式,但是两者之间有差异,不能想当然地进行直译。还可以让学习者围

绕某一句被动句做写段落的练习,教师可以通过上下文判断学习者所写的被动句是否贴切。
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4.结语

目前,日语教学方面涌现出了一大批新教材,长年的教学实践也积累了丰富的经验。如何进一步

提高教学质量,使学习者少走弯路,更快更好地提高日语水平?日语教学的本土化不失为一个很好的

方法。通过上述对日语被动句的教学研究,可以看出要实现日语教学的本土化,首先应该对母语汉语

的语法现象展开细致的考察、研究和分析,然后进行汉语和日语的对比研究,最后将对比研究的成果

有效地应用于日语教学领域。

注

1本文属于上海外国语大学日语重点学科建设规划项目“关于日语被动句和汉语‘被’字句的对比研究”。

2作为“现行教材”,本文主要参考了《新编日语》《标准日本语》等教材。

3例句的参考译文大多参照原文的译著,原著和译著的具体情况在“例句出处”中列出。

例句出处

本文中的例句大多出自北京日本学研究中心于2002年开发的“中日对译语料库”。原著和译著的具体情况

如下:
彷:《彷徨》鲁迅著　竹内好訳

关:《关于女人》谢冰心著　竹内実訳

棋:《棋王》阿城著　立間祥介訳

金:《金光大道》浩然著　神崎勇夫訳

辘:《辘轳把胡同9号》陈建功著　岸陽子訳

毛:《毛泽东选集》(第一卷~第三卷)
青:《青春之歌》杨沫著　島田·三好訳

红:《红高粱家族》莫言著　井口晃訳

插:《插队的故事》史铁生著　山口守訳

あ:『あした来る人』井上靖著　林少華訳

越:『越前竹人形』水上勉著　吴樹文訳

マ:『マッテオ·リッチ伝』平川祐弘著　徐一平等訳
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日本語学習者による動詞の「スル」の習得

文末と連体修飾節との比較を中心に

上海外国语大学　陆洁

1.はじめに

　連体修飾節におけるテンス·アスペクト形式は必ずしも文末と同じではない。 これまでの先行

研究はもっぱら「テイル」を中心に検討をすすめたものであり、 「スル」を中心にしたものはまだま

だ少ないように思う。 したがって、 学習者の習得状況を調査し、 馴染まないものを整理した上、

これからの実際の教育現場に役立ちたい、 ということは本稿の目的である。 本稿は「テイル」と比

較しながら、 「走る」「来る」「変化する」といった動詞を取り出し、 「進行」「反復」「属性」という 意味

ごとに調査をしたい。

2.研究方法

　本稿は上海外国語大学日本文化経済学院に在学する三年生69名、 留学センターの母語話者29名

に調査を行った。 全21問で、 そのうち今回の分析対象となるのは10問であり、 残りはダミー問題

である。 各問題に「ル」「タ」「テイル」「テイタ」の四つの選択肢をあらかじめ設定し、 答えてもらっ

たのである。

　実際に答えてもらう時には、 自然だと思われるもの◎、 不自然ではない使用しないもの○、 少

し不自然なもの△、 完全に不自然なもの×といった4つの段階を設けており、 複数回答も可能で

ある。 データ採取の場合、 もっとも容認度の高いものとして◎の選択だけを取っておくことにし

た。 文法性判断テストについて、 以下のように参照されたい。

　(にこにこして(1)Bさんを見て)

A:最近、 よく(2)ね。 今日も、 また何か？

B:ごめん！ごめん！今日は絶対じゃましない！Cさん、 いる？

A:運動場を(3)よ。

B:ああ、 わかった。 彼の(4)時間ね。

三年も(5)なんて、 すごい！

A:でも、 やっぱりそれが得意じゃない？

B:ええ、 ずいぶん(6)人ね。 私なら…

A:でも、 男の子って、 ダイエットのため、 そこまで、 ねえ！

B:時代もどんどん変化(7)のね。

(窓から運動場へ目を移す)

A:でもね、 (8)姿って、 かっこよくない？

B:ええ、 男の子は、 やっぱり　運動だもんね。 あっ、 もうブカツの時間になるわ、 じゃ、 彼に伝

えてね、 私が(9)ことを。

A:いいよ。 じゃね！
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3.分析

　本稿は以下の観点から考察を進めたい。

Ⅰ文末と連体節では、 母語話者による使用状況はどうなっているのか。 弁別なしで同様な使用を

見せるか。

Ⅱ学習者は母語話者と同じ使用をしているのか。 異なるなら、 各アスペクト意味によって、 どう

変化するか。

Ⅲ文末と連体節とは同じ傾向の使用をとるか。

Ⅳ複数の選択において、 学習者と母語話者とは同じ傾向を見せるか。

Ⅴ学習者にとって、 習得しやすいものとしにくいものはぞれぞれなんだろう。

以下は今回の調査による採取したデータでまとめた表である。

表1

学習者(69名) 母語話者(29名)

走る スル タ テイル 両方 スル タ テイル 両方

1進行
文末 59·94% 3·5% 28·97%

連体 30·48% 36·57% 4·6% 18·62% 27·93% 17·59%

2反復 文末 28·44% 17·27% 17·27% 16·55% 23·79% 12·41%

連体 50·79% 6·10% 10·16% 19·66% 9·31%

3属性 連体 27·43% 16·25% 22·35% 21·72% 5·17%

変化する

4進行 文末 14·22% 43·68% 4·6% 20·69% 24·83% 15·52%

来る

5進行 連体 20·32% 27·43% 29·46% 5·8% 19·66% 17·59% 4·14%

6反復 文末 24·38% 24·48% 13·23% 3·5% 26·90% 16·55% 14·48%

　　「両方」は「スル」と「テイル」を同時に選択される、 つまり複数の選択という意味を指す。

　　「59·94%」は全体69名の中59名、 つまり94%という意味を表す。

3.1　「走る」

　まず、1の場合を見てみよう。 進行を表すには、 母語話者の場合、 圧倒的に「テイル」のほうが

多いに対し、 学習者も同じである。 ただし、 連体節にくると、 母語話者の場合、 「テイル」の使用

率が相変わらず圧倒的に多いにもかかわらず、 「スル」も増えていて、29人中の18人、62%に達し

ている。 つまり、 文末の「テイル」に対し、 連体節における進行という意味制限が緩まり、 中の18
人が「スル」も容認できるようになった。 一方、 学習者の場合、 「テイル」の使用率が「スル」の48%
とほぼ同じぐらい、 ぐっと57%まで減ってしまう。 しかも両方とも使えるのは3人だけ、 つまり、

どちらか一方のみ使われることが明らかになった。 一言で言えば、 母語話者による複数の選択が

よく見られるが、 学習者はどちらか一方のみの使用傾向が際立つ。

　反復を表す2の文末において、 「テイル」は進行ほど使用率が高くない。 母語話者の場合すこし

減り、 学習者の場合さらに減ってしまうのである。 前者のほうは「スル」の使用率は半分以上にも

なり、 両方とも使える場合も半分近くの41%になった。 後者のほうは「スル」が最高で、 「タ」(誤用
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である)と「テイル」が同じ程度になった。

　連体節において、 母語話者による最高使用率が66%にとどまることに驚いた。 四つの選択しの

中、 自然な言い方としてどれも選ばない人は8人、 28%に達している。 それは一体なぜだろう

か。 本テストは学習者のアスペクト習得を調べるために作られたものであり、 多少実際の表現習

慣に合わない場合もあると考えられるからである。 例えば、 この場合は最も自然な表現として動

詞修飾ではなく、 「運動時間」といった名詞修飾ではなかろう。 それに対して、80%近くの使用率

からも分かるように、 学習者はよほど「スル」をうまく習得しているといえよう。

　まとめてみると、 文末において「テイル」をもっとも受け入れやすい同時に、 「スル」の許容度も

半分ぐらいの高さに達している母語話者に対して、 学習者の場合、 「タ」の誤用の影響を受けてい

て、 「スル」と「テイル」の許容度が低くなっている。 が、 連体節において、 母語話者も学習者も「ス
ル」の習得レベスルが高いといえる。

　次に属性を表す3を分析する。 会話を作成したとき、 考慮も不十分で、 連体節だけになってしま

う。 この場合、 「長く走れる」「早く走れる」「走ることが得意だ」といった意味を示す属性的アスペ

クト意味に近づいてきて、 母語話者のように「スル」がもっとも自然であることが分かった。 が、

学習者にとってはまだまだ馴染まないものであり、 ほかの「タ」と「テイル」を選択した人も結構い

るようである。 連体節において「スル」を選択した母語話者に対する学習者はスル/テイル/タのよ

うにことなる選択をしている。 連体節の場合、 文末と同じく、 そのまま埋め込めばよいとよく言

われているが、 今度学習者はかえって同じ選択が馴染まなく、 習得力が低くなったことが示さ

れる。

　以上、 「走る」を考察してみたが、 次のまとめを参照されたい。

走る 進行 反復 属性

文末 母語話者 テイル → テイル(スル) → 〔スル〕

連体 母語話者 テイル(スル) → スル(テイル) → スル

文末 学習者 テイル → スル/テイル → 〔スル〕

連体 学習者 スル/テイル　A → スルB → スル/テイル

テイル(スル)は複数選択可能を表し、 (　)の中は比較的使用率の低いほうをさす。 　　表二

/は単数選択可能を表すが、/の前のほうは比較的使用率の高いほうをさす。

　文末の場合、 動作の進行の局面からその局面の反復を経て、 さらに性質的に固定化される属性

に定着するまで、 「テイル」から「スル」への移り変わりが目立つ。 文末から連体節に移す場合、 同

じ傾向が見られるが、 具体的なアスペクト意味によって「テイル」より、 「スル」の許容度が高くな

ることが分かった。

　以上の考察を表二にまとめてみた。 まず、 母語話者の複数選択が際立つが、 学習者にはそのよ

うな現象がみられない。 次に、 全体的に太文字の少なさからもわかるように学習者の習得力がひ

くいといえよう。 さらにAとBからもわかるように、 学習者が必ずしも文末と同様な選択をする

わけではない。

3.2　「来る」の場合

　次に、 「くる」という動詞について簡単に触れてみる。 進行を表す5において、 文末の場合、 「来
る」は進行を表すには「来ている」ではなく、 「来るところ」「来る途中」などで表すのは一般的であ

る。 したがって、 連体節にくると、 学習者にとって「テイル」で「進行」を表すイメージが印象深

く、 ついそれで表すようになったのである。 文法性判断テストでは母語話者の場合「スル」と「タ」
とは半分ほどの使用率と、 両方とも使える場合でも低い使用率から分かるように、 どちらか一方
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だけが使われ、 「進行」と「完了」と二つの意味が読みとられるのである。 が、 学習者の場合、 「ス
ル」「タ」「テイル」の使い方が混乱してしまうことがわかった。

　反復を表す6において、 母語話者の場合圧倒的に「スル」を用いると同時に、 半分ほどの人も「テ
イル」を使用している。 それに対して、 学習者の場合、 「タ」「ススル」「テイル」のように減っていく

のを見せる。 その要因はどこにあるかというと、 「来ている」は普通の動詞と異なり、 進行のかわ

りにその結果を表すようになったのである。

　以上の考察から分かるように、 「来る」はアスペクト的には特別な存在だといえる。 まず、 文末

の場合、 進行を表すには一般的の「テイル」の代わりに「来るところ」「来る途中」などで表すことで

ある。 もちろん、 「ほら、 みてよ、 バスがくるのよ」のような眼前の出来事を現す場合に限って、

「くる」「きた」のどちらも目の前の進行を表すには使われるのである。 それに対する連体節では

「来る」で進行を表すのは一般的だといえる。 この点について、 学習者にとって馴染まないまま、

相変わらず「来ている」を用いる傾向を見せる。 残念ながら、 今回のテスト設定には「反復」の連体

表現が抜けてしまい、 「来る」を考察するには不十分ではなかろうかと思っている。

　以上の考察から二つのことが分かるだろう。 一つ目は、 上記でも言及したように、 進行の場

合、 学習者にとって、 「来ている」は進行を表せない、 結果を表すということがまだ馴染まないこ

とである。 二つ目は、 反復の場合も学習者にとって、 まだ混乱を起こしやすく、 習得しにくいも

のだといえよう。

3.3　「変化する」の場合

　最後に、 「変化する」「バックする」といった動詞についても4のように文末の進行という意味でテ

ストを行った。 結果としては、 学習者は「テイル」の使用に問題がないようだが、 「スル」の場合は

明らかに母語話者のほうが受け入れやすい。 複数選択の52%という高いデータもその一証拠にな

るといえよう。 ただし、 学習者にとって、 ある程度「スル」も容認できるが、4%という低い複数の

選択可能からも分かるように、 それもどちらか一方のみに限られるということである。 つまり、

学習者にとって、 進行を表すには、 「テイル」の使用にはほぼ問題はないようだが、 同時に「スル」
も使えることがまだ習得されていないように思われる。

4.終わりに

　今回は「テイル」と比較しながら、 「走る」「来る」「変化する」といった動詞を中心に調査·分析し

た上、 以下のようなことがはっきりしている。

　Ⅰ複数の選択率がかなり低い。

　Ⅱ学習者が必ずしも文末と同様な選択をするわけではない。 例えば、 「走る」進行、 「走る」反復

という意味での文末と連体節の対照がその一証拠になるといえよう。 もちろん、 文末にまったく

影響されないともいえない。 例えば、 「来る」進行の「テイル」、 「変化する」進行の「スル」の場合

は、 文末の影響を受けていることがわかった。

　Ⅲ学習者にとって、 習得しにくいものは「走る」反復の文末や「走る」属性の連体、 「来る」進行の

連体、 「来る」反復の文末、 「変化する」進行の文末などである。

　本稿は三つの動詞だけを取り上げ、 調査したものであるが、 連体節における「スル」のアスペク

ト性質を考察するにはまだまだ不十分である。 また、 調査テストの作成や、 調査対象の人数など

といった点に関しても、 今後さらにがんばりたいと思う。
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