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前　 言

2012年6月9日上午,由中国日语教学研究会上海分会举办的“2012年大学日语教育

与日本学研究国际研讨会”在同济大学外国语学院新楼大厅隆重召开。教育部外语指导委

员会日语分会主任、上海外国语大学教授谭晶华,中国日语教学研究会会长、北京日本学研

究中心主任徐一平等分别为大会致开幕词。本次会议特别邀请了徐一平教授、北京大学外

国语学院彭广陆教授、北京日本学研究中心副主任曹大峰教授、日本上智大学名誉教授加藤

幸次等为大会作了精彩的基调演讲。
本次研讨会是在中国日语教学研究会天津换届选举会议之后国内成功举办的首个大型

国际会议,也是中国日语教学研究会上海分会自去年5月22日成立以来独立举办的首个大

型国际会议。本次国际研讨会不仅得到了我国教育部的正式批准,而且一如既往地获得了

新世界教育集团、卡西欧上海贸易有限公司、华东理工大学出版社、J-TEST中国事务局的

鼎力支持,也得到了高等教育出版社、北京大学出版社和海文出版社的大力协助。在6月8
日至10日三天的会议期间,共有来自全国各地和日本、韩国的专家学者将近150人莅临会

场。在9日下午至10日上午的大会议程中本次研讨会在内容和形式上都做了有益的改变

和大胆的尝试,不仅推出了日本语言教育、文学文化、社会和翻译等11个分会场,还由秦正

春教授牵头举办了关于“大学日语教育的现状与课题”的调查发表会,由武内清教授等主持

了“将来日语教育所必须关注的问题”的专题讨论会,新颖、活泼的会议形式得到了与会者的

一致好评。本次研讨会继续设立了研究生专场,并由中日韩的著名学者徐一平教授、小泉政

利教授(日)和金泰虎教授(韩)等担任点评嘉宾,取得了良好的效果。在10日的闭幕式上,
皮细庚教授、佐藤势纪子教授和小泉政利教授的精彩发言为本次研讨会画上了圆满的句号。

本论文集是各位参会者结合研讨会上所收集到的意见进行认真修改之后,编委会又请

专家们对投稿论文进行了认真的审阅和遴选之后,交由华东理工大学出版社汇编而成的。
作为本次研讨会的具体成果体现,我们希望能继续得到各位方家的指正,也希望以此凝聚更

多日语教育与日本学研究的中坚力量,为我国日语界的繁荣尽一份绵薄之力。

《日语教育与日本学研究———大学日语教育研究国际研讨会论文集(2012)》编委会

中国日语教学研究会上海分会

2012年12月21日
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大学における日本語教育の現状と課題

学生の意識を中心に

同济大学·上海海洋大学　秦政春　　上海海洋大学　张丽梅

上海外国语大学　窦心浩　　同济大学　陈毅立　　上海外国语大学　张　建

1　はじめに

　最近の学生たちは勉強しない。 授業をよくさぼる。 宿題を出してもしてこない。 やる気が

ない。 先生たちのこんな声をよく耳にする。 いっぽう、 学生たちの声である。 授業がおもし

ろくない。 暗記、 暗記で、 いやになる。 試験の連続で忙しい。 自分の時間がない。 大学は

もっと自由だと思っていたのに、 ぜんぜん違う。

　第三者的な意見で恐縮だが、 先生たちから学生に対する、 逆に学生たちから先生に対する

不満をよく聞く。 中国の大学の、 とくに日本語学科の先生たちは、 とても熱心である(と、

筆者はいつも感じている)。 そして、 日本語学科の学生たちも、 一部の例外を別にすれば、 と

ても真面目に勉強に取り組んでいる(ように、 筆者にはみえる)。
　こんな状況をみていて、 先生と学生たちとの間にミスマッチが生じているのではないかと

感じるようになった。 つまり、 お互いの意思や期待や希望といったものが、 十分に伝わって

いないのではないか。 だから、 相手に対して不満が出る。 しかし、 それでも授業だけは進行

していく。 いうまでもなく、 こんな状態は不自然であり、 両者にとってとても苦しい。

　こうした現実が生じている背景に、 いったいどんな事情があるのか。 これが、 今回の調査

研究を実施することにした直接的な問題意識である。

2　調査の概要

　さきほどの問題意識に基づいて、 今年(2012)年4～5月に上海市内の6校の大学(日本語学科

の学生、1～4年生)を対象にして質問紙調査を行なった。 有効サンプル数は、 Ａ 大学405、 Ｂ

大学123、 Ｃ 大学335、 Ｄ 大学122、 Ｅ 大学79、 Ｆ 大学が101で、 計1165を数えている。 対象に

した6校のうち、3校がいわゆる「重点大学」、 残りの3校は「一般大学」である。 学年別の内訳

は、1年生から順に359、313、307、186である。

　質問紙の内容は、 日本語教育に関するものだけではなく、 学生生活全般、 そして学歴意識

や人生観、 将来展望など多岐におよんでいる。 ただ、 本小論では、 日本語教育に限定して、

教員に対する意識、 授業に対する考え方、 日本語教育に対する満足度や要求、 勉強の状況、

生活時間、 などといったものを取り上げて検討を進めていく。

　なお、 本稿の執筆分担については、1～4、 および10を秦政春、5～8は張麗梅、 そして9を竇

心浩が担当した。
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3　日本語に対する学生たちの認識

　これに関する学生たちの平均的な状況をすこし紹介しておきたい。 日本語が好きという割

合は全体の7割程度を占めている。 そして、 日本語は難しいという意見が、 これまた7割ほど

である。 そうした学生たちの多くは、 「とても努力をしている」というわけではないが、 まあ

まあ努力しているといった様子である。

　全体的にみるかぎり、 大多数の学生たちは日本語に「適応」しているように感じられる。 し

かし、 データを注意深く読んでいくと、 日本語が好きという割合が、 学年進行にともなって

確実に減少していく。 つまり、 日本語が嫌いという割合が増加する。 日本語が嫌いという割

合を示しておくと、1年生が20.9%、2年生27.1%、 そして3年生になると33.6%になる。 参考

までに、4年生の割合は25.3%である。

　4年生の割合はともかく、1年生から順に学年進行にともなって「嫌い」という割合が増えて

いく。 そして、 その割合は、3年生になると全体の3割を超えるほどである。 また、 日本語の

学習に対する学生たちの努力に関しても若干の問題がある。 「努力していない」という割合を

示しておくと、1年生から順に20.3%、19.2%、25.0%、 そして4年生は37.1%である。

　ここでも、4年生についてはともかく、 どの学年をみても、 努力を放棄した2割程度の学生

たちの姿がある。 そして、 データを詳しくみると、1年生の後半時期ですでに2割程度の割合

に達している。 しかも、 どの学年においても、 この割合があまり変わることなく推移してい

る。 したがって、 どの学年でも日本語学習に「問題をかかえている」学生が、2割程度を占めて

いることになる。 これに関して、 とくに大きな問題は、1年生段階ですでにこうした学生が2
割を超えているという事実である。

4　日本語学習に関する学生たちの問題状況

　学生たちの問題は、 それだけではない。 自分に自信があるという割合に関して、 ここでも

学年が上がるにつれて、 その数値が明らかに減少していく。 自分に「自信がない」という割合

を紹介しておくと、 まず1年生27.3%である。 ところが、2年生になると40.3%、3年生でも

40.7%、 参考までに4年生は17.2%になる。

　おそらく、4年生は就職が決まるなどの状況によって、 自信が回復したのかもしれない。 し

かし、2年生、3年生の「自信がない」という割合は、 かなり高いといわざるをえない。 たしか

に、 この原因については、 いまのところあまり明らかではない。 しかし、1年生から2年生に

かけて、 急激に割合が増加している事実を考えると、 大学における教育、 とくに日本語教育

になんらかの原因があることは否定できない。

　このことについては、 つぎの結果をみればよくわかる。 日本語を専門にしたのは、 正しい

選択だったのか、 それともまちがった選択だったのかという問題である。 「まちがった選択」
だったと考えている割合を示しておくと、 つぎのようになる。 1年生の場合は17.5%にすぎ

ない。 ところが、2年生になると、 この割合が32.2%に増加する。 さらに、3年生では43.6%
に達している。 4年生になると、 さきほどの自信と同じく、 やや回復傾向をみせており

32.8%である。

　ごく常識的に考えて、 日本語専門が「まちがった選択」だったと考えている学生が、 とくに3
年生において全体の4割を超えているという事実は、 かなり深刻である。 「まちがった選択」
だったと考えること自体、 ある意味で自己否定にも等しい。 しかも、 この割合は、1年生段階
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から学年進行にともなって順に増加傾向を示している。

　この結果をみれば、 日本語に対する学生たちの「不適応感」だけではなく、 自信喪失という

深刻な問題状況も、 大学における教育が原因と判断していっこうに差し支えない。

5　先生の学習監督とそれに対した学生の対応

　精読授業を担当する先生を中心に、 学生の感じ方を聞いた結果、 「とても厳しい」、 または

「比較的に厳しい」と感じている学生は全体の76.3%という高い割合を占めている。

　では、 先生の厳しい要求に対して、 学生たちはどう対応しているのか。 「先生が厳しく要

求するか」と「あなたが努力しているか」のクロス表作ってみると、 先生の要求に応じて、 学

生たちが努力していると分かる。 また、 「先生が厳しく要求するか」と「予習するか」とのクロ

ス表でも先生の要求具合によって、 学生が課前予習していると示されている。 つまり、 先生

が厳しいほど、 努力する学生と予習する学生の割合が高くなる。

　「先生の要求」と「口頭宿題に対する態度」、 「修正後の書面宿題をまじめにチェックするかど

うか」などの質問項目とクロス表を作ってみても、 同じ傾向を目に留める。 つまり、 先生が厳

しく要求するほど、 学生が真面目になるという傾向である。

　一見して、 学生が先生の要求に応じて真面目に勉強してくれている。 先生が厳しく要求す

る価値はそこにありそうである、 とめでたく思われるかも知れないが、 しかし、 こういう現

象を裏返して考えてみよう。 もし先生が厳しくしなければ、 学生が行動しないという意味合

いも含まれているのではないかと考えておる。 それは正に学生の受け身姿勢ということで

ある。

6　学習意欲欠如と積極性喪失

　そういう受け身姿勢の裏付けとして、 別の視点で(「先生は厳しいか」と「予習するか」)をも

う一度見てみよう。

　「先生がやや甘い」と思う学生にはあまり予習しない割合が59%、 「非常にあまい」と思う学

生にはあまり予習しない割合が65.5%にまで上り、 そして、 全体の45.9%(五割近く)の学生

が真面目に予習していないと分かった。 予習することは日本語勉強する中で大変肝心な一環

であるが、 普通の宿題と違って、 いちいちチェックすることも、 評価することも難しいの

で、 先生にはとても監督しにくいところである。 ほとんど、 学生本人の学習意欲と積極性次

第なので、 学生の積極性と学習意欲を反映する大きな指標ともなると思う。

　また、 「先生は厳しいか」と「授業の時、 発言するチャンスが欲しいか」とのクロス表から

は、 先程、 ご覧の一連のクロス表に現れた傾向が見えない。 それは発言する意欲というもの

は内発的で、 学生の本心の現れであり、 先生の要求に応じ難いためだと言えよう。

7　自己診断からみた意欲欠如

　こういう学生の「受け身姿勢」は学生の自己診断という視点でも表されている。

　「なぜ日本語力が上がらないか」という問題に対して、 学生たちは次のように答えている。

　「自分の態度が真面目ではないため」は76.6%、 「課外練習機会が少ないため」は64.4%、

「雰囲気がよくないため」38.3%、 「サークル活動が多すぎるため」33.3%である。

　自己診断では「自分の態度が真面目ではなかったためだ」と思う学生の比率はトップになっ
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ている。

　先生の要求に応じて努力していると思っていながらも、 実際の態度が良くないと学生たち

は白状している。 言い換えれば、 それは本心から勉強に取り込んでいるわけではないという

ことで、 いわゆる「表と裏」であろう。

　日本語が上達しない原因は課外では日本語を練習する機会が少ないためだと思う学生は二

番目に多い。 これも学生の意欲欠如を裏付けている。

　練習機会が欲しいと考えながら、 学年の順に授業中に発言する意欲が喪失しつつある。 三

年生になると38.8%の学生が発言したくないと自覚しているという現状である。 三年後半の

学生は日本語レベルから見れば、 かなり上達して、 たくさん話せる反面、 もう話したくなく

なる。 一年から三年へと、 学生の発言する意欲喪失が目に見えて明確化する。

8　先生の授業監督実態

　こういう学生たちに対する先生の指導力点はどうだろうか。

　学習態度重視度、 自学力重視度、 学習方法の指導、 積極性の引き出しなど、4つの面を学

生たちの受け止め具合を聞いてみた。 結果は次の通りである

　　　　　　　　　　　　とても重視する　　　　　あまり重視しない+全然重視しない

　学習態度重視度　 　43.9% ―――――　 7.9%
　自学力重視度　　 　32.2% ―――――　 10.5%
　学習方法重視度　 　28.0% ―――――　 18.0%
　積極性の引き出し 　25.1% ―――――　 16.8%
　これらのデータからは、 学生の学習態度をもっとも重視されているのに対して、 学習方法

の指導と学生の学習積極性の引き出しは、 まだ十分に重視されていないと分かる。

　学生側の学習実態と先生側の日本語教学実態を合わせてみれば、 学生の受け身姿勢と先生

の指導力点などの問題点が浮き彫りになると言えよう。

　要するに真面目そうに応対してくれる受け身姿勢の学生たちに対して、 どういう授業管理

を施したらいいか、 それから、 指導力点をどこに置くべきかということを考えなければなら

ない時期が迫ってきていると思う。

9　日本語専攻大学生の学習活動と意識

　大学教育の質保障は高等教育の直面する重要な課題の一つである。 大学生の学業達成度は

質を測る主な指標とされているが、 学生の日常的な学習生活によって決められている。 本節

では、 学生の学習活動や学習意識を調べ、 大学教育の質保障に存在する問題を探ってみ

たい。

9.1　大学生の学習生活

　大学での授業科目を専門必修科目、 専門選択科目、 教養必修科目、 教養選択科目という四

種類に分けると、 学生の出席率は順番に下がっている。 84.8%の学生は専門必修科目の授業

にすべて出席しているのに対し、 教養選択科目の場合はわずか48.6%に過ぎない。 さらに、

大学教員との交流も担当する授業の性格との強い相関関係を示している。 授業時間を除い

て、62.9%の学生は本専攻の教員とある程度の交流を行っているのに対し、 他専攻の教員や

教養選択科目の教員との交流はそれぞれ20.8%、14.6%である。 大学での勉強において、 大
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学生は依然として自らの専門領域を重要視している。

　授業以外の時間には、 大学生は学習活動を続けているが、 娯楽、 運動及び各種の社会活動

にも携わっている。 学生の学習時間と娯楽時間はそれぞれ、2.7時間と2.6時間で、 社会活動

と運動時間はそれぞれ、0.8時間と0.6時間である。 明らかに、 娯楽時間に比べ、 学生が学習

にかけた時間はそれほど多くない。 社会活動と運動時間を含めて考えると、 学生の学習時間

が相当限られている。 また、 学習時間の中で、 専門領域の知識に関する勉強時間は全体の

52.4%を占め、 学生の専門知識への執着を示している。

　学習内容 に 関 し て、 学生 が 最 も 重要視 す る の は 「語彙 」(57.1%)で、 以下 は 「文法 」
(53.8%)、 「聴解」(51.1%)、 「読解」(28.8%)、 「作文」(3.6%)の順である。 実際には、 「語
彙」、 「文法」、 「聴解」はいずれも語学力の基礎をなしているものであるのに対し、 「読解」と
「作文」はそれより次元の高い能力で、 優れた思考力、 分析能力、 知識の蓄積などを必要とす

る。 こうした順番を見ると、 学生たちが比較的身につけやすい日本語基礎能力を重んじる一

方で、 職場でより高く評価される総合的な能力の育成にはあまり力を入れていない。

　一方、 「大学教育における種類別知識の重要度」という項目において、 学生が最も重要度の

高いと考えているのは「専門基礎知識」で、 その次は「幅広い知識」、 「職業関連知識」、 「高度

な専門知識と理論」の順である。 しかし、 学生の実感として、 大学が重要視するのは「専門基

礎知識」、 「高度な専門知識と理論」で、 彼らの期待との間に一定のズレが存在している。

9.2　大学ランク別に見る学生の学習活動

　同じ学習活動とはいえ、 大学間の違いも無視できない。 中国の四年制大学は重点大学と一

般大学に分けられ、 学生の入学時の成績にはある程度の差が見られる。 高等教育の大衆化の

影響で、 いずれの大学にもいわゆる伝統的なエリート学生と性格の異なる大衆型学生が大量

に現れているが、 重点大学より一般大学のほうがより多くの大衆型学生を受け入れているこ

とは考えられる。 こうした違いは学生の学習活動にどれぐらい反映されているか、 ここでは

具体的に探ってみたい。

　学生の学習時間に関して、 重点大学と一般大学との間で、 比較的差がついているのは、 娯

楽と社会活動の時間である。 重点大学学生の毎日の娯楽活動は2.43時間で、 一般大学学生の

2.74時間より少ないのに対し、 前者の社会活動は1.04時間で、 後者の0.59時間を大幅に上

回っている。 また、 「毎週授業以外の内容別学習時間」を見ると、 専攻分野、 趣味、 英語に掛

けている時間は一般大学学生に比べ、 重点大学学生がそれぞれ18.5%、 31.2%、 68.9%長

く、 各種の知識や技能をより多く吸収しようとしている。

　学生の重視する学習内容に関して、 いずれの大学において学生たちが「聴解」、 「語彙」、
「文法」をもっとも重要な三つとするが、 一般大学学生が「文法」を最重要視しているのに対し

て、 重点大学の学生は「文法」を三番目にしている。 また、35.9%の重点大学学生は「読解」を
重視しているが、 一般大学学生はわずか21.3%しかいない。

　さらに、 知識の重要度に関して、 重点大学学生が最も高く評価しているのは「幅広い知識」
(71.7%)で、 以下は「専門基礎知識」(70.2%)、 「職業関連知識」(65.0%)、 「高度な専門知識と

理論」(59.3%)の順である。 それに対して、 一般大学学生は「専門基礎知識」(58.4%)、 「職業

関連知識」(53.9%)、 「高度な専門知識と理論」(52.9%)、 「幅広い知識」(48.0%)の順となって

いる。 明らかに、 重点大学学生は知識の重要度をより高く評価するのみならず、 「幅広い知

識」を最も重要な知識としている。 一方、 「大学の各種知識への重視の度合い」と照らし合わ

せると、 「専門基礎知識」と「高度な専門知識と理論」への大学の重視度と学生の重視度におい
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て、 重点大学の場合両者の差が小さくて、 そちらの学生が専門知識の教育にはかなり満足し

ている。

9.3　学年別に見る学生の学習活動

　学生の学習生活の実態を描くために、 トータルで眺めるだけでなく、 学年別で学習活動の

変容を調べることも大切である。 大学での学習経験の積み重ね、 学習内容の変化が学生の学

習意識と行動に影響を及ぼすのは避けられないことで、 さらに進路選択も高学年学生の学習

活動を左右していると考えられる。

　学生の授業外学習時間は二年生が最も多くて、 毎日2.95時間に達し、 以下は三年生(2.89
時間)、 一年生(2.54時間)、 四年生(2.43時間)の順である。 一方、 毎日の娯楽時間と社会活動

時間はいずれも二年生が最も少なくて、 四年生が最も多い。 また、 週単位の授業外学習時間

も二年生が最も多くの17.23時間を示している。 特に、 二年生が自らの専門分野の勉強に10.
53時間を費やし、 非常に目立っている。 それに対して、 英語と趣味についての勉強時間は学

年ごとに増えているため、 就職や将来の進路に有利な知識が高学年学生にとって非常に重要

だと考えられている。

　学生の重視する学習内容に関して、 低学年学生と高学年学生との間の差ははっきりと見ら

れる。 一年生と二年生の中で、 「語彙」、 「文法」を重視する学生が多いのに対し、 三年生と四

年生は比較的「読解」と「聴解」を重視する。 また、 知識の重要度においても、 学年の差が存在

している。 高学年学生に比べ、 低学年学生は四種類の知識の重要度をいずれも高く評価して

いる。 ただし、 「大学の各種知識への重視の度合い」では、 二年生と三年生より、 一年生と四

年生の中で大学の重視の度合いが高いと受け止めている学生の数が多い。

　大学に在学する四年の間、 二年目は学生が最も学習に力を入れている時期であるが、 外国

語の勉強においては土台作りの段階で、 大学教育への理解はまだ不足しているため、 いかに

して学生の学習意欲を高学年まで維持していくかは重要な課題の一つである。

10　これからの課題と展望

　教育学的常識にしたがえば、 教師の本来的な仕事は、 学生たちに勉強を強制することでは

なく、 自主的に学ぶ意欲をつけさせることである。 これに異論を唱える教師は、 まずいな

い。 しかし、 実際の状況はどうか。 現実には大量の宿題を課し、 管理的な授業に終始してい

る教師も、 けっして少なくない。 むろん、 そうした教師を非難しているわけではない。 いま

のように、 大学教育が大衆化したなかでは、 そうせざるを得ない事情もよくわかる。

　しかし、 アンビバレントな言い方になるが、 大衆化したからこそ従来型の教育ではなく、

新しい授業実践が必要とされる時期にきている。 大衆化すればするほど、 学習意欲のない学

生たちの数は増える。 そうした学生たちに「管理的な」教育をすれば、 かえって逆効果という

こともある。 まして、 いくら中国に固有で伝統的な教育方法だからといって、 暗記と文法に

傾斜した授業だけでは、 とても彼らはついてこれない。 もはや、 「エリート教育」の時代では

ない。 いま、 強く求められている課題は、 大衆化した学生たちの存在を前提にして、 あくま

で彼らに迎合することなく、 新しい授業の「形」を作っていくことである。
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経済産業省アジア人財資金構想

「東北大学ASIST」におけるe-learning教材の開発

東北大学/東北多文化アカデミー　虫明美喜

東北多文化アカデミー　金文浩

東北大学情報科学研究科/東北多文化アカデミー　押谷祐子

宮城教育大学/東北多文化アカデミー　鈴木衣今子

　本稿では、2007年から5年間に渡って行なわれた、 経済産業省·文部科学省によるアジア人

財資金構想「東北大学 ASIST(CooperativeSupportProgramforAsianITStudentCareerRoute
inJapan)」ビジネス日本語e-learning開発の実践報告および今後の展望の考察を行う。

1　アジア人財資金構想について

1.1　アジア人財資金構想

　アジア人財資金構想(高度専門留学生育成事業)とは、2007～2012年度に経済産業省と文部

科学省によって実施された人材育成プログラムである。 日本企業に就職を希望する外国人学

生を国費留学生として迎え、 専門教育、 ビジネス日本語教育、 日本ビジネス教育、 インター

ンシップを行ない、 就職活動支援を経てグローバル人材として日本企業·日系企業に送り出

すプログラムで、 今年ベトナムを加えて3カ国となったEPA(経済連携協定)看護師·介護士受

け入れと共に、 多くの日本語教育関係者の関心を集めている。

　2008年に、 日本政府によって発表された「2020年留学生受け入れ30万人計画」は震災のため

足踏みを余儀なくされたが、 企業のグローバル化、 少子高齢化を背景に、 世界各国との相互

理解·経済連携の強化は必至の課題で、 高度外国人人材の育成はますますその重要度を増し

ており、2012年9月に5年間のプログラムが修了するアジア人財も、 それぞれの実施主体(コ
ンソーシアム)が自立化してプログラムを継続させることが求められている。 (「アジア人材

資金構想」2009,P2-4)

1.2　日本語教育としてのプログラムの特色

　日本語教育の視点から注目されるアジア人財資金構想プログラムの特色の一つに、 AOTS
海外技術者研修協会(現 HIDA)を主体として開発された共通カリキュラムＰＢＬ(Project
BasedLearning)教材がある。 この教材の目的は、 「社会人としての行動力」や「日本のビジネ

ス文化への理解」等、 従来の日本語教育の枠を超えた幅広い能力を、 「体験活動」を通じて育

成することであり、 評価にはCan-DoStatement(日本語力チェックリスト)、 行動変容シー

ト、 ポートフォリオ(学習記録)、 カンファレンス(面談)など、 これまでにはなかった新しい評

価方法が採用されている。 まさに「日本語を学ぶ」から「日本語で成し遂げる」への転換である

といえよう。
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2　東北大学ASISTについて

2.1　東北大学ASIST
　東北大学 ASISTは全国23の実施主体の1つであり、 情報科学研究科を中心としたIT人材育

成プログラムであり、 目標をIT企業への優秀な人材の定着·活躍に置いてきた。 プログラム

の特色としては、 民間企業との連携、 インターンシップを通じた実践IT教育訓練、 ビジネス

セミナーなどを含む日本語ビジネス教育が挙げられる。 表1はこれまでの国内企業への就職

実績である。 国費留学生のためのプログラムではあるが、 広く私費留学生にも開放されてお

り、 就職内定先は国費·私費共に1部上場のＩＴ 系企業をはじめ、 研究所を中心とした電気、

通信、 自動車、 車載メーカー等々「高度人財」の名にふさわしい企業である。 なお参加者の中

には博士課程や大学の研究職に進路を決めた者もいる。

表1　2007～2011年ASIST受講生集計

国費 私費 TA(留学生のみ∗∗) 計

ＩＴ 授業/日本語授業∗共に参加 36 21 57

ＩＴ 授業のみ 1 9 8 18

日本語授業のみ 1 27 10 38

受講者計 38 57 18 113

(就職内定者数) (23) (20) (5) (48)

　∗ビジネス日本語の授業は、 前期·後期それぞれ15週、1週間に90分×2コマ実施された。

　∗∗授業には日本人TAとともに、 ビジネス日本語を修了した留学生TAも参加した。

2.2　e-learning教材の開発について

　東北大学 ASISTビジネス日本語プログラム開発は、 発表者のうち2人が所属していた産学

官の協力企業によって行なわれ、 現在は一般財団法人東北多文化アカデミーに引き継がれて

いる。 概ね春学期(テレビや新聞の時事問題理解とディスカッション、 敬語を中心とする待遇

表現の学習)、 秋学期(エントリーシート作成や面接指導などの就職活動実践)とそれぞれ特

色ある授業を展開し、 日本での就職を希望する留学生をサポートしてきたが、 プログラム開

発の中でも大きな位置を占めていたのは、1年を通じて自主学習可能なe-learning教材「ささ

かま」の開発である。 コンテンツの入れ替えが比較的簡単にできるという特色を持つプラッ

トフォームの下に「クラス」と呼ばれる3つのコンテンツが開発された。 現在東北多文化アカ

デミーと東北大学日本語研修室が協力し、4つめのコンテンツを開発中である。 「ささかま」
は、 東北大学 ASISTの授業でも、 教師とのインターアクションと並行しての学習ツールとし

て多用され、 その教育効果は顕著であった。

　表2は、 開発された3つのコンテンツのうち、 最初に作成されたIT企業就職ストーリーの目

次である。 アシスト研修を受けた留学生の張志芳君が就職活動·面接を経て日本のITシステ

ム開発会社に就職し、 プロジェクトメンバーとして業務を経験しながら人間関係を築き、 成

長していく。 それぞれの課には概要説明(はじめに)と動画スクリプトが文字で表示されてお

り、 動画の視聴、 理解チェック(e-mailで講師に提出)、 繰り返し、 ロールプレイの4つの活動

ができるようになっている。 IT会社が舞台になっているが、 発話機能にも配慮してあり、 一

般向けの教材としても十分に使用することができる。
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表2　e-learning　「ささかま」 目次

01課　アシスト研修 (1)就職活動

02課　就職活動 (1)エントリーシート (2)面接

03課　仕事上の様々なやり取り

(1)質問する (2)相談する (3)協力してもらう (4)申
し出る (5)注文する (6)ことばについて質問する (7)
謝る

04課　退社後のやり取り (1)退社後のやり取り

05課　社内の人間関係
(1)誘われる (2)苦情を言う (3)誘われて断る (4)気
遣う (5)先に帰宅する

06課　システム開発①② (1)受注 (2)要件定義と概要設計

07課　システム開発③営業部との打合せ (1)電話をかける (2)電話を受ける

08課　システム開発④概要設計の書き換え
(1)本人に代わって対応する (2)携帯電話 (3)仕様の

変更

09課　システム開発⑤取引先での打合せ
(1)取引先の受付 (2)禁煙 (3)打ち合わせ (4)詳細

設計

10課　システム開発⑥

(1)指示 (2)プロジェクトミーティング (3)プログラ

ミング (4)テスト項目 (5)納品日の変更 (6)間違い

電話

11課　システム開発⑦
(1)納品日変更への対応 (2)納品日の交渉 (3)単体テ

スト (4)なぐさめる (5)テストデータ (6)聞き伝え

12課　システム開発⑧ (1)結合テスト結果報告 (2)意見を述べる (3)伝言

13課　システム開発⑨ (1)納品 (2)お礼メール

14課　上司宅を訪問する (1)上司宅を訪問する (2)訪問のお礼

15課　いろいろな挨拶

(1)上司に話しかける (2)友人に話しかける (3)知人

に話しかける (4)ばったり会う (5)天候の挨拶 (6)さ
まざまな挨拶

2.3　授業使用例および受講学生による感想

　授業はe-learningの個別学習(非同期型)を踏まえた集合学習(同期型)のBlendedLearning
(ブレンド学習)形式で行なった。 ASISTの授業は日本人TAを交えた協働学習形式を多く取り

入れおり、e-learningの素材を刺激として、 その時々の参加者に必要な要素(プレゼンテーシ

ョンの練習や補助教材の読解など)を付け加えて発展させていった。 学習者の日本語能力レベ

ル差は、 全国の本プログラム実施主体が共通して直面する課題であるが、 この協働学習に

よって、 レベルの異なる学習者の授業を円滑に、 また効果的に進めることができた。 受講し

た留学生·留学生 OB·OGからは、 「ビジネス日本語を勉強する目標が、 (プログラム受講を通

して)さらに明確にでき、 授業で確実に成長できる」(「ASISTレポート」Vol.1)「就職活動をし

ている他の留学生との交流が深められる」「面接試験で『外国人なのに丁寧な日本語を自然に

使えてるね』と言われたのが印象的」(同 Vol.6)「ビジネス日本語はもちろん、 日本の会社と
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いう“組織”について学び、 実際今その知識が役立っている」(同Vol.7)などの感想が寄せら

れている。

2.4　国内外での今後の発展可能性

　震災後の留学生の減少は徐々に回復傾向にあるが、 今後は長期日本留学を経験せずに海外

で日本語に習熟し、 日系企業に就職する学生も増えてくると思われる。 現に日本企業が北京

·上海等に出向き、 本社採用のグローバル人材を直接面接·採用するケースも見られるように

なってきた。 そのような学生のニーズにも対応するため、 今後このビジネスe-learning教材

をさらに発展させ、 東北大学キャリア支援センターと連携した短期訪問研修生として受け入

れ、 日本の就職活動を「現地体験」することができる冬の2週間プログラムにつなげて行く計

画である。

　世界第2の経済大国である中国における日本語教育は、 「日本語を学ぶ」日本語の研究者育

成のみならず「(中国語·英語はもちろんのこと)日本語でも成し遂げる」ビジネス志向にも応

えられる、 多様なニーズへの対応の必要性が今後ますます増大していくと思われる。 今後の

両国の発展とアジアにはばたくグローバル人材育成のため、 日本と中国双方の教育機関との

継続した協力体制構築が望まれる。

　また今後の展開として、 今回開発したプラットフォームに「初級教材」や「日本留学事前学習

的な文化教材」「企業に実際に採用になった外国人へのインタビュー」など新たなe-learning教

材を加えて行く予定である。 2012年冬と夏の二回、 執筆者らは宮城県の助成を受けて東北大

学国際文化研究科との連携による2週間の“エデュケーション·ツーリズム”を実践し、 ロシ

アと中国の学生を受け入れた。 来日した学生は、 それぞれのレベルに合わせて日本語学習も

行いつつ、 自国ではなかなか味わうことのできないナマの日本を、 ざまざまな形で味わって

帰国していった。 震災後に減少した外国から日本への訪問者を取り戻すため、 今後とも引き

続きこの事業をアピールし、 継続して行きたい。

参考文献
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教材としての『枕草子』
中国の大学修士課程日本言語文化専攻一年生·

日本古典文学講読についての試み

同济大学　李晓梅

　日本古典文学の名作『枕草子』を教材として考える場合、 まず、 日本の中学と高校の国語教

科書のことが思い出される。 昭和六三年四月号の雑誌『国文学』には、 中·高の教材に『枕草

子』のどの章段が採られているかが一覧にされている。 それによると、 中学国語について

は、 東京書籍·学校図書·三省堂·教育出版·光付図書の五社の教科書のすべてが「春は曙」を採

用している。 高校では、 国語Ⅰ·国語Ⅱ·古典の五四種中、 三三種までが採用していることが

わかる。 この数値は六三年度の使用に即したものだが、 おそらく現在も大きく変わるもので

はあるまい。 よって、 『枕草子』、 特にその初段の「春は曙」は日本の国語教育現場ではいかに

重要視されているか一見することができよう。

　その一方、 中国の大学「日本語教育」現場では近年、 全国各地の重点大学日本語学科では

「日本古典文法」の講義が開設されるに伴い、 『枕草子』を知る学生が年々増加しつつある。 こ

の実態は例えば、 毎年我が大学で行われる日本言語文化専攻修士課程進学面接試験の際、 時

々「春はあけぼの」を暗誦してくれる受験生がいるケースから垣間見ることができる。 した

がって、 中国の大学生にとっても『枕草子』は同じく人気のある作品であることが言えよう。

　このような現状をふまえて、 学生のニーズに応じて、 類聚的章段、 回想的章段、 日記的章

段で構成され、 文章がやや短く読みやすく、 内容的にも明るくて分かりやすい『枕草子』を基

に、 より多くの古典知識を組み合わせて講義することが非常に有意義ではないかと思われ

る。 言い換えれば、 日本古典文法に関する知識がまちまちである修士課程一年生の諸君を対

象に、 文法事項を再認識、 再学習しながら、 『枕草子』における有名な章段を読んでいき、

よって楽しく古代日本人の美意識や生活風習、 中国の漢詩漢文からの影響などの古典知識を

知ることができればとの考えである。

　このような主旨に基づいて、 例えば、 初段「春は曙」を通して『枕草子』における「をかし」の
美意識について学習することや、 二六段「あはれなるもの」を通して「あはれ」の美意識につい

て学習することである。 さらに、 九段「すさまじきもの」を通して平安時代の官位、 特に受領

階級について学習すること、 六一段「暁に帰らむ人は」を通して平安時代の婚姻制度(通い婚)
について学習すること、 五段「思はむ子を」を通して平安時代の僧都階層の役割について学習

こと、 八段「清涼殿の丑寅の隅の」中“村上の御時に、 宣耀殿の女御”の物語を通して、 日本

女子教育の伝統について学習することなどが考えられる。 本論文では紙面上の関係で、 初段

の「春は曙」を中心に「をかし」の美意識について下記のような段取り通りに学習し、 中国の大

学日本語学科修士課程日本言語文化専攻一年生·日本古典文学講読を新たなスタイルで考え

てみたい。
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1　原文を読む

　春は(係助)あけぼの。 やうやう 白く なりゆく 山際、 少し あかり て(接助)、 紫だち たる(完

体)　雲 の 細く たなびき たる(完体)。

　夏は　夜。 月　の(格助)　頃は　さらなり(形動終)。 闇も(係助)　なほ(副)、 蛍　の　おほく　

飛びちがひ　たる。 また、 ただ　一つ二つ　など(副助)、 ほのかに(形動用)　うち光り　て　行

く　も　をかし(形終)。 雨　など(副助)　降る　も　をかし。

　秋は　夕暮れ。 夕日の　さし　て　山の端
は

　いと　近う　なり　たる　に、 烏
からす

の　寝ど

ころ　へ　行く　とて(格助)、 三つ四つ、 二つ三つ　など　飛び急ぐ　さへ　あはれなり(形動

終)。 まいて(副)、 雁　など　の　つらね　たる　が、 いと　小さく　見ゆる　は、 いと　をか

し。 日入り果て　て、 風　の　音、 虫　の　音　など、 はた(副)　言ふ　べき(可体)　に(断

用)　あら(ラ変未)　ず(打終)。

　冬は　つとめて。 雪　の　降り　たる　は　言ふ　べき　に　も　あら　ず、 霜　の　い

と　白き　も、 また　さら(ラ変未)　で(接助)　も　いと　寒き　に(格助)、 火　など　いそぎ

おこし　て、 炭　持　て　わたる　も、 いと　つきづきし。 昼　に(格助)　なり　て、 ぬる

く　ゆるびもていけ(四已)　ば(接助)、 火桶　の　火　も、 白き　灰がちに(形動用)　なり(四

用)　て　わろし。

　【注:この部分は括弧と傍線を併用して古典文法を確認しながら古文の構造及びその意味

をより正確に理解することが目的である。 】

2　現代日本語で本文を確かめる

　春はあけぼの。 だんだん白んでくっきりとしてゆく山ぎわが、 少し赤みを帯び明るくなっ

て、 紫ががった雲が細く横になびいているの。

　夏は何といっても夜だ。 月のあるころは言うまでもない、 闇もやはり、 蛍がたくさん入り

乱れて飛び交っているの。 また、 たくさんではなく、 ただ一つ二つなど、 かすかに光って飛

んでゆくのも、 夏の夜の快い趣がある。 雨などの降るのも面白い。

　秋は夕暮れ。 夕日がさして、 もう山の端すれすれになっているときに、 烏がねぐらへ行く

というので、 三つ四つ、 二つ三つなど、 飛んで急いで帰るのまでしみじみとした感じがす

る。 まして雁などの列を作っているのが、 ひどく小さく見えるのは、 とてもおもしろい。 日

がすっかり沈んでしまって、 風の音や虫の音などが聞えるのもやはり、 言うあらわしようも

なくよいものである。

　冬は早朝。 雪が降っているのは、 言うまでもない、 霜が大変白くおいたのも、 またそうで

なくてもとても寒い時に、 火などを急いでおこして、 炭火を持って行き来するのも、 極めて

冬の早朝に似つかわしい。 昼になって、 だんだん寒気がうすらいでゆるむ一方になってゆく

と、 火鉢の火も、 白い灰が多くなってしまって、 好もしくない。

　【注:平安京(京都)の地理的な特徴、 宮中の住まいの状況などを踏まえて、 原文と照らし

合わせてこの部分を吟味する。 】

3　平安時代の「をかし」の語意

①　根来司説について

　「をかし」は平安時代に入って見出される語であるが、 一体「をかし」の語源は何であるか。
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これについては今日なお明らかでなく、 学者によっては名詞の「をこ」(「愚」)から出た語では

ないかという人もいるけれども、 これはやはり語形からも語意からも無理があるように思わ

れる。 ではどう考えるか。 私は山崎馨氏が「をかし」の語源を、 動詞の「をく」(これは意味の

上から漢字をあてるなら「招」という字があたる)に求め、 そこから派生した形容詞であろう

と考えられる。 この説を支持したいと思う。 (中略)動詞「をく」の本来の語幹に、 情意性の接

辞「あし」がついて、 wok-asi→wokasiというふうになって成立したと考えられ、 「をか」の原義

は「招きたい」であり、 自分の手もとに招きよせて賞美したいという意味を表したはずだとさ

れるのである。 (中略)「をかし」の原義をこのように自分の手元に呼び寄せて賞美したいと解

すると、 それこそよくマッチするし、 またこのように解さないと、 「をかし」の快い明るい気

持は理解できないと思う。

②　『岩波古語辞典』の解釈について

　をかし《動詞ヲキ(招)の形容詞形。 好意をもって招き寄せたい気がするの意。 ヲキ(招)·ヲ
カシの関係は、 ユキ(行)·ユカシ、 ヨリ(寄)·ヨラシ(宜、 ヨロシとも)、 ナゲキ(嘆)·ナゲカシ

の類。 「をかし」を「をこ(愚)」の形容詞化と見る説もあるが、 平安中期以前の「をかし」の数多

くの例には、 「をこ(愚)」の持つ、 道化て馬鹿馬鹿しく、 あきれていやに思う気持の例はな

く、 むしろ好意的に興味を持って迎えたい気持ちで使うものが多い》①招き寄せたい。 喜ん

で迎え入れたい。 ②興味がひかれる。 面白い。 ③美しく心が引かれる。 魅力がある。 ④可愛

らしい。 ⑤すばらしい趣がある。 ⑥面白くてつい笑いがこぼれる感じだ。 ⑦笑うべきであ

る。 変わっている。 変だ。

4　『枕草子』における「をかし」の美意識

①　美意識とは美的態度における意識過程をいい、 その活動形式の上から、 芸術創作(能動

的、 生産的側面)と美的享受あるいは美的観照(受動的、 受容的側面)の二つの側面が認めら

れる。 このような意識過程は、 多種多様の心的要素の複合体であるが、 理論的及び実践的な

態度の意識過程における思惟や意志の存在に代わって、 ここでは感覚や感情が主要な役割を

演ずる。 美意識においては、 知性的なものよりも感性的なものが、 また意志的なものより情

感的なものが枢要な契機を成すからである。 そして直接にものを「観る」働きと、 直接にもの

に「感ずる」作用とが緊密に照応協働して美的体験の調和的全体を組成する。 その場合、 美的

価値は快の感情のうちにより重く認められる社会的、 集団的連帯性の普遍的共感に依拠して

いるのである。

②　『枕草子』は「をかし」の文学だと言われる。 文末がこの「をかし」で結ばれるもの170例を

超え、 それ以外のものを加えるとその使用回数は400例に及んでいる。 初段の「春は曙」も「を
かし」を連発しつつ結局は「すべてをりにつけつつ一とせながらをかし」ということになる。

こういう感動のあり方は現状をそっくりそのまま肯定する態度であり、 体制賛美という『枕
草子』の性格につながるものでもあるが、 そこにこそ『枕草子』の美意識があるといえよう。

すなわち、 『枕草子』の「をかし」が、 対象を「好意的に興味を持って迎えたい気持」に触発さ

れ、 それを「自分の手元に招き寄せて賞美したいという意味」を原義とするものである。 感性

的、 情感的契機を基調とする清少納言の醒めた情動的感覚が、 一定の距離を設定して対象を

没認識的、 没意志的に「観る」とともに、 「好意的に興味を持って迎えたい」という「快の感情」
において、 能動的に「自分の手もとに招き寄せて賞美したい」と「感ずる」調和的な美的体験で

ある。
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③　『枕草子』ではすぐ目の前の何ものかをよすがとして想像を繰り広げ、 それを「をかし」と
見る、 という発想が極めて特徴的である。 清少納言の耳目にふれるものは極めて断片的で限

定されている。 しかしその限られたものの背後に、 爆発的とも言える世界が繰り広げられて

いる。 それが『枕草子』の美のありようである。 『枕草子』ではしばしば「をかし」を連発され

る。 事象がつぎつぎに羅列され、 一つ一つ「をかし」とつけられる。 その断片的なものの非論

理的羅列が、 さまざまの想像を繰り広げる。 この羅列は和歌的発想に逆らうものであり、 和

歌の美意識の範疇を超えるものである。

④　『枕草子』は「中関白一家の文明の記録」であり、 清少納言の語りの文芸そのものであっ

た。 『枕草子』の美意識は定子後宮·中関白家に培われた風儀に支えられるものである。 清少

納言は後宮女流の一員として、 宮廷社会におけるあるべき「美」を提供している。 こうした立

場から、 清少納言の美意識が定子のそれと緊密な関係を持つものであり、 定子その人の美意

識と深く結びついた作者の美意識の、 強固な主張による現実の再構成を実現したものであ

る。 つまり、 貴族文化の内部において認知されうる美をいかにして提示するかという観点か

ら、 『枕草子』は既成の和歌とは別のところに美的イメージを求め、 表現の根拠となるものは

生の感覚ではなく、 知的操作という宮廷に伝統的な調理法に由来する点にある。 「をかし」と
感覚されるものは、 最初から中宮定子の宮廷に認知されていたものであるのではなく、 清少

納言が意想外の視覚を設定することによって発見され、 人に語るべきものである。

5　重要な語彙の確認

①春はあけぼの　「あけぼの」は夜がほのぼのと明け行くころ。 類義語に「しののめ」と「朝ぼ

らけ」とがある。 「しののめ」は歌語で、 原則として和歌の中でのみ用いる語。 「あけぼの」は
「朝ぼらけ」より早く、 「あかつき」より遅いころ。 「あけぼの」で文が終わるのは、 体言止であ

り、 簡潔で、 余情を含めた力強い表現となる。 「夏は夜」以下も同じ。 文論の面からは、 「春
は」が提示語、 「あけぼの」が主語であり、 述語はない。 述語として「あけぼの」の下に、 「をか

し」や「いとをかし」を補って考えることが出来るが、 「春はあけぼの」で文は終結しているの

で、 補わなければならないものではない。

②山ぎは　山際の空。 山に接する空の部分。 「山の端」は山を指し、 「山ぎは」は空を指し、 区

別がある。 山は平安京の東、 加茂川の東に南北に連なる山々を言う。 如意嶽より稲荷山まで

の東山である。

③うち光りて　ちょっと光って。 「うち」は接頭語。 瞬間的に勢いよく打つという原義から、

さっと、 はっと、 ちょっと、 何げなく、 ばったり、 少しなどの意を添えることが多い。 和歌な

どでは、 語調を整えるために用いた場合もある。 ここは、 ちょっとの意。

④山のはいと近うなりたるに　山の端にとても近くなっている時に。 「山の端」は山の稜線。

空に接する山の部分。 「いと」は程度の副詞。 とても。 非常に。 「いと」が何度か続く場合は、

同じ訳語を使わず、 適宜変えて訳すとよい。 ここは「山の端」を主語とし、 山の端がぐっと近

く見えると解することもできる。 山の見えるところに住み、 そうした体験をした人も多かろ

う。 しかし、 『今昔物語集』巻十六の「日も山の端近くなりぬ」などの用例から考えると、 「夕
日」を主語、 「山の端」を連用修飾語とし、 夕日が山の端にと解するのがよい。 この山は平安

京の西郊に南北に連なる西山を言う。 愛宕山、 嵐山などを含み、 南端の天王山で尽きる。

⑤行くとて　行こうとして。 「とて」は格助詞「と」に接続助詞「て」がついたもの。 一語の格助

詞と考えればよい。 会話の下にあれば、 「と言って」とし、 それ以外は「と思って」「として」と
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訳す。

⑥さらでも　そうでなくても。 「さら」は「さあら」の短縮した形。 「さ」が指示語だから「さら」
も指示語である。 古文の解釈では指示語の指す部分をつきとめることが重要である。 ここは

「雪の降りたるは」以下を指すとも考えられるが、 「霜のいと白きも」を指すとし、 「霜が降り

ていなくても」の意に解するのが穏当であろう。

⑦炭もてわたるも　炭を持って通って行くのも。 「もて」の「も」は四段動詞「もつ」の連用形「持
ち」の促音便「もつ」の促音「つ」の無表記。 「わたる」は移動する意で、 広く宮中の殿舎をつな

ぐ廊、 渡殿を通って行くさま。 この「炭」は赤い炭火ではなく、 火種として運びはするが、 こ

この表現は朝の支度に黒い炭を持って急ぐ様子を述べたものである。

⑧ぬるくゆるびもて行けば　寒さが次第にゆるんで行くと。 「ぬるく」は連用形で、 結果を示

す用法。 「ゆるびもて行く」の結果が「ぬるく」である。 「ぬるい」は現在、 湯加減に用いたりす

るが、 ここでは気温に用いる。 ここの「もて」は「次第に」「だんだん」の意で、 上下の動詞の間

に入る。 上の動詞は種々であるが、 下の動詞は「行く」及びその敬語の「おはす」に限られる。

「いく」「ゆく」は現在も両方使うように、 平安時代も併用し、 意味上の差はない。

　【注:この部分は重要語彙の意味を丁寧に確認しながら、 より多くの古典知識を知ること

が目的である。 】

参考文献

[1]松尾聡,永井和子校注·訳『新編日本古典文学全集18　枕草子』小学館　1997年11月

[2]枕草子研究会編『枕草子大事典』勉誠社出版　2001年3月

[3]藤本宗利「空白への視点ーー「春は曙」の読みをめぐって」(『むらさき』第二輯、 　1984年7月)、 後

に、 「「春は曙」の空白の構造」として『枕草子研究』(風間書房、2002年)所収。

[4]簗瀬一雄監修/榊原邦彦著『古典新釈シリーズ⑧　枕草子』中道館　1976年6月

[5]根来司「枕草子の文体ー『見立て』と『をかし』ー」『国語と国文学』1974年4月

[6]大野晋など編『岩波 古語辞典』岩波書店　1974年12月

[7]菊田茂男「枕草子の美意識(一)」『枕草子講座　第1巻』有精堂　1975年10月

[8]杉山康彦「枕草子の美意識(二)ー「をかし」を中心にー」『枕草子講座　第1巻』有精堂　1975年10月

[9]秋山虔編『王朝文学史』東京大学出版会　1984年6月

[10]李暁梅著『枕草子と漢籍』渓水社　2008年3月

·51·
日语教育与日本学研究

———大学日语教育研究国际研讨会论文集(2012)



初級会話教材における日中同形語についての一考察

「新総合日本語会話日本語」を中心に

大连理工大学　闻　芸　周桂香

1　初めに

　中日両言語において同じ表記の言葉が多い。 林(2002)は日本語資料では中日同形語の比率

は17%があり、 中国語では40~57%あると指摘していた。 この中では、 全く同じ表記で同じ

意味のものもあれば、 同形異義語もある。 同形異義語には完全に意味の違うものもあるし、

同じ意味を持つが中国語には違う意味のあるものや日本語には他の意味を持つもの、 また、

それぞれ他の意味を持つものもある。 中国語母語話者にとって漢字語彙は日本語習得を促進

する大きな武器である一方、 誤用を誘発する原因にもなりうる。 それは母語干渉で習得が非

常に難しいからである。 張(2001)は母語転移とは学習者が母語以外の言語を勉強する際に、

無意識的に母語のルールを運用して起こす現象と論じ、 母語と目標言語のルールが違うケー

スに見られる「悪い転移」は母語の不当の行為と理解できるため、 母語干渉とも呼ばれるとし

ている。 しかし、 中国人日本語学習者では、 漢字表現が同じなので、 日本語学習が容易であ

るという先入観がある。 そのため、 実際の使用過程において、 誤用がしばしば見られる。 会

話上でも同じような傾向がある。

　本稿では大連理工大学で使われている初級会話教材の中の日中同形語に焦点をあてて、 ま

ず、 同形語の数を確認し、 分析していき、 教科書におけるコミュニケーション上で使われる

同形同義語と同形異義語の特徴を明らかにし、 効率的な学習の一助けになることを目的と

する。

2　先行研究

　大河内康憲(1997)は「いずれがいずれを借用したかを問わず、 中国語と日本語両言語にお

いて同じ漢字で表記されるものを同形語とよぶ。 ただし、 漢字一文字からなり、 音読みと訓

読みと両方ともできる語はその中に属していない」。 本稿ではこれを定義とする。

　日中間同形語の分類に関する研究は数多くあるが、 その代表的なものは「中国語と対応す

る漢語」(1978)である。 その中では日本語教育において初·中級団塊によく出ている漢語1882
語を取り出し、 意味を調べた上、 比較した。 その結果、 以下の4種類に分類した。

　S(same)　日中両国語における意味が同じが、 また、 きわめて近いもの

　O(overlap)　日中両国語における意味が一部重なっているが、 両者の間にズレのあるもの

　D(different)　日本語と中国語において、 意味が著しく異なるもの

　N(nothing)　日本語の漢語と同じ漢字語が中国語に存在しないもの

　西川和男(1991)が2505語の同形異義語を分類し、 その出現頻度について調べた。 その中

で、 同形異義語について次のように分類した。
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　(1)同じ意味を持つが、 中国語にはほかの意味がある場合

　(2)同じ意味を持つが、 日本語にはほかの意味がある場合

　(3)同じ意味を持つが、 それぞれにほかの意味がある場合

　(4)日本語の意味と全く違うもの

　また、 西尾は出現頻度について調べた結果、 同形異義語の中で、 完全に意味の違うもの

74%でもっとも多く、 その次は中国語に他の意味を持つ場合である。 そして、 使用頻度の高

い漢語の方に、 より同形異義語が多く、 入門期の指導が大切だと述べている。

3　同形語の分類

　本稿では「新総合日本語会話日本語1」から日中同形語148を抽出し、 先行研究を参照し、 同

形語を以下の分類で検討したい。

　(1)中日両国に意味の同じあるいはきわめて近いもの

　(2)同じ意味を持つが、 中国語にはほかの意味がある場合

　(3)同じ意味を持つが、 日本語にはほかの意味がある場合

　(4)同じ意味を持つが、 それぞれにほかの意味がある場合

　(5)日本語の意味と全く違うもの

　分類は、 中国語母語話者と日本人日本語教師の内省や辞書での意味確認に基づいて

行った。

4　結果及び考察

　図1は教科書から取り出した日中同形語についての分類、 そこから日中同形同義語が今回

調査している初級会話教材でもっとも多く使用されていることが分かった。 その次に多いの

は日本語の意味と中国語の意味がまったく違うもので13%である。 つまり、 初級段階でも半

分近くの日中同形語が同形異義語である。

図1.「新総合日本語会話日本語1」の同形語の分類

　同形類義語とは、 意味と用法の一部が共通するが、 他の意味内容を持つ同形語である。 多

くの先行研究で指摘されているように、 学習者が同形類義語に対して無意識に日本語の意味

であるいは中国語の意味で理解してしまう傾向がある。 その結果、 日本語の正確な意味を把

握できなく、 しばしば、 コミュニケーションのギャップとなっている。 なので、 次に、 教科書

からそれぞれの同形類義語を調べ、 その中から出現頻度上位3位のものが教科書でどのよう

に扱っているかについてみていきたい。 また、 教科書の例文を参照し、 日本語教育の現場に

おいて、 どのような指導が考えられるかについても考えていきたい。
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4.1　同じ意味を持つが、 それぞれにほかの意味がある場合

　これは同形類義語の中でももっとも多くみられているものである。 19語あり、 全体の13%
を占めた。 その中、 教科書で最も多く使用されている言葉は次の三つである。

　「場合」という言葉。 教科書の説明は“场合”。
　(例1)一年生の場合、 発音も大事ですね。

　(例2)あなたの国は、 食べ物を買う場合、 食べてみてもいいですか。

　日本語では時を表すものと事情、 事のわけを表すものがある。 一方中国語では、 場、 場面

を表すほか、 場所を表す場合もある。

　「親切」、 教科書では“亲切”と訳されている。

　(例3)先生の奥さんに会いました。 とても親切でした。

　(例4)すごく親切で、 頭のいい人でしたよ。

　日本語では両方とも熱心な人を指すが、 日本語には善意を表す場合があり、 中国語では親

しみを感じられるという意味を表す場合がある。

　「大事」、 教科書では“重要”と訳されている。

　(例5)発音も大事です。

　(例6)お大事に。

　日本語と中国語両方とも重要なこと、 大切なことを表している。 しかし、 日本語ではかけ

がえがなく大切な様子という意味もある。 一方中国語では、 大いに力をいれて行うことを表

すときもある。

4.2　同じ意味を持つが、 日本語にはほかの意味がある場合

　「合格」、 教科書では“合格,考上”と訳されている。

　(例7)友達はハーバード大学に合格しましたよ。

　(例8)公務員試験に合格しましたよ。

　中国語と日本語ともに決められた基準に適合することの意味がある。 そのほかに、 日本語

には試験に及第することを表している。

　「試験」、 教科書では“考试”と訳されている。

　(例9)試験は難しいですか。

　(例10)HSKの試験を受けましたよ。

　(例11)公務員試験はどうでしたか。

　日本語にはある物の性質両力などを試す意味のほかに学業、 成績の優劣を判定することの

意味が含まれている。 この意味は中国語にはない。

　「普通」、 教科書では“普通,一般”と訳されている。

　(例12)普通は高校からです。

　(例13)普通、 どうしますか。

　日本語では平均水準、 一般にそう考えられるという意味のほかに、 副詞として、 通常、 あ

るいは一般的なあり方だと捉えられることを表す。 これは中国にない使い方である。

4.3　同じ意味を持つが、 中国語にはほかの意味がある場合

　「最近」、 教科書では“最近”と訳されている。

　(例14)最近は本当に暑いですね。

　(例15)最近、 寒くなりましたね。

　(例16)最近、 胃がいたくて…
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　日本語と中国語両方とも現在より少し前、 または、 少し前から現在までの間という意味を

表す。 一方、 中国語では近いうちにの意味もある。

　「便利」、 教科書では“方便”と訳されている。

　(例17)交通も便利です。

　(例18)快速軌道のほうが便利でしょう。

　「簡単」、 教科書では“简单”と訳されている。

　中国語にはそれを使うことによって、 都合よく行われる意味のほかに、 働きがよいの意味

がある。 この使い方は日本語にない。

　(例19)テストは簡単でしたよ。

　(例20)英語より簡単でしょう。

　両言語とも仕組みや道筋が複雑でなく、 分かりやすい、 または時間がかからない意味があ

る。 しかし、 中国語にはそのほかに平凡である、 仕事ぶりなどがいい加減であるという意味

がある。

　その結果、 初級会話教材の中では同形同義語が多い。 しかし、 同形同義語でも、 意味に微

妙な違いがあり、 違う品詞として使われる場合がある。 たとえば、 「緊張」という言葉は中国

語と日本語では意味が大体同じだが、 中国語では状態を表す言葉として使われているが、 日

本語では「緊張している」というふうに表現する。 また、 会話の特徴から考えて、 同形同義語

でも、 話言葉では使えにくいものもあるので、 文体の使い方にも注意しなければならない。

この現象は同形同義語だけでは、 異義語にも存在する。 例えば、 「普通」の副詞的な用法は中

国になく、 「公務員試験」というような使い方も中国もには見られない。

　また、 上でみてきたように、 同形異義語にはそれぞれの意味合いがあるが、 教科書では一

つの意味合いしか教えていない場合が多い。 「大事」という言葉のように教科書では2つの意

味で使われているが、 単語として一回しか提示していない。

5　終わりに

　本稿では、 初級会話教材として使用している「新総合日本語会話日本語1」を取り上げ、 そ

の中に使われる148の同形語を分類し、 その中に頻出する中日同形異義語について概観し

た。 今後は実際の学習者のロールプレイの誤用を分析し、 習得過程のどの段階でどのような

同形語に母語の知識をりようぢ、 正の転移あるいは負の転移になってしまうか、 学習上どの

ような誤解が学習の妨げになるかを明らかにするのが課題として残っている。

付記:
本稿は「大連理工大学中央高校基本科研业务费专项基金」の課題による成果の一部である。
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第二言語における日本語受動構文の習得過程

OPI発話資料を基に

東北大学　張　蘇

1　研究目的

　話者中心の視点で物事が語られることが多い日本語では、 受動構文が発達していると言わ

れている。 日本語の受動構文には「直接受動文」、 「持ち主受動文」「間接受動文」があり、 学習

者にとって誤用が発生しやすい構文の一つである (中島2007)。
　本研究では、 OPI1 発話資料に基づいて、 異なる母語の学習者の自然会話における受動文

の習得状況を明らかにする。 また、 受動文に関して、 母語転移があるかどうかを考察する。

2　先行研究

2.1　日本語受身文の種類

　日本語受身表現に関する従来の代表的な研究を観察してみると、 受動表現を何種類に分け

るか、 どのような分類名をつけるかは文法学者によって異なっている(松下1927；佐久間

1936；鈴木1972；仁田1991)。
　本研究では、 仁田 (1991)の分け方に従い、 日本語の受身文を「直接受身文」(例1)、 「間接受

身文」(例2)と「持ち主受身文」(例3)に分ける。

　(1)僕は殴られた。

　(2)僕は太郎に自転車を盗まれた。

　(3)僕は雨に降られた。 (Shibatani1985:841)
　Shibatani(1985)によると、 「例1」のような「直接受身文」は日本語受身文のプロトタイプで

ある。 一方、 「例2」と「例3」のような受身文は、 日本語受身文のプロトタイプではない。 特

に、 「例2」のような「間接受身文」は、 日本語独特の受身であって、 世界の諸言語の中では、 か

なり有標であり、 英語はもとより、 韓国語や中国語にもないという(中島2007)。

2.2　日本語受身文の機能

　受身が使われやすいのは次のような場合である(庵2006)。
　I対応する能動文の動作主を不問に付したい場合。

　(4)1998年、 長野でオリンピックが開かれた。

　II影響の受け手の方が影響の与え手より身近な場合。

　(5)弟は知らない男に殴られた。
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1OPI(OralProficiencyInterview)とは外国語学習者の会話のタスク達成能力を、 一般的な能力基準を参照しながら

対面のインタービュー方式で判定するテストである。



　III従属節の主語を主節の主語と統一したい場合。

　(6)？先生が太郎を叱って、 太郎は泣いた。

　(7)先生に叱られて、 太郎は泣いた。

　IV迷惑な気持ちを表したい場合。

　(8)私は友達におもちゃを壊された。

2.3　日本語受身文の第二言語習得に関する先行研究

　日本語受身文の習得に関する先行研究として森山(2000)と田中(2001)がある。 森山(2000)
は韓国人の日本語学習者の発話データを分析した。 その結果、 学習者は、 はじめは能動型を

用いるが、 徐々に受動型を用いようとすることが分かった。

　田中(2001)では、 「日本語のヴォイスは格助詞とセットになっている」ことを指摘してい

る。 ヴォイスの習得過程は、 最初は能動文が出現し、 次の段階でヴォイスの機能面に気付き

始め、 次第に正しい形で定着していく。

　しかしながら、 日本語受身文に関する種類別と機能別の習得過程についての第二言語習得

研究は、 管見の限り非常に少ない。

3　研究方法

3.1　OPI発話資料を基に

　OPIを中心にした研究で扱うデータはOPIによって集められた90人の発話資料「KYコーパ

ス1」である。 90人を母語別に見ると、 中国語、 韓国語、 英語がそれぞれ30人ずつであり、 そ

れぞれ、 初級5人、 中級10人、 上級10人、 超級5人ずつとなっている。 さらに、 日本語母語話

者と比較するために、 「日本語会話データベースの構築と談話分析2」における日本人(50人)
の会話データを利用する。

3.2　結果と考察

　表1に日本人母語話者と中·韓·英の学習者の各種類の受身文の使用回数と比率をレベル別

に示す。

表1　日本語母語話者と学習者の受身文の使用状況

レベル 直接 持ち主 間接 使用回数

日 180回(97.8%) 0 4回(2.2%) 184回

中

初 0 0 0 0

中 5回(71.4%) 2回(28.6%) 0 7回

上 49回(98%) 0 1回(2%) 50回

超 24回(85.7%) 0 4回(14.3%) 28回

計 78回(91.8%) 2回(2.3%) 5回(5.9%) 85回
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1

2

KYコーパスとは平成8-10年度文部小省科学研究費補助金·基盤研究『第二言語としての日本語の習得に関する総

合研究』において鎌田修と山口博之が中心となって行ったOPIの文字化資料をさす。

「日本語会話データベースの構築と談話分析」は1995-1998文部省科学研究費助成(重点領域研究「人文科学とコン

ピュータ」公募研究)の研究成果である。



(续表)

レベル 直接 持ち主 間接 使用回数

韓

初 0 0 0 0

中 20回(95.2%) 0 1回(4.8%) 21回

上 40回(100%) 0 0 40回

超 21回(100%) 0 0 21回

計 81回(98.8%) 0 1回(1.2%) 82回

英

初 0 0 0 0

中 5回(100%) 0 0 5回

上 33回(94.3%) 0 2回(5.7%) 35回

超 33回(97.1%) 0 1回(2.9%) 34回

計 71回(96.1%) 0 3回(3.9%) 74回

　表1から見ると、 初級学習者では、 母語に関係なく、 受身文の産出は見られなかった。 構文

上、 母語話者と学習者が「直接受身文」の使用回数と比率が圧倒的高いことが分かる。 「間接

受身文」は三つのL2学習者に数回使われているが、 「持ち主受身文」が中国人学習者しか使わ

れていない。

　今回収集したデータには、 「持ち主受身文」と「間接受身文」の使用回数が非常に少なかった

ため、 残念ながら、 分析することはできない。 これに関しては、 今後、 母語話者と学習者に

誘引タスクをさせるなどの必要があるだろう。

　次に、 受身の機能面から考察してみよう。 「迷惑の気持ちの表示」と「従属節の主語を主節

の主語に統一すること」の役割は、 談話単位の発話を作成する際に不可欠なものと考えられ

ている。 しかし、 学習者が産出した言語形式と機能が必ずしも目標言語のものと一致すると

は限らない。 学習者が様々な過程を経て、 次第に母語話者と同様に場面に応じて適切に表現

できるようになると考えられる。

　表2に「迷惑」の機能と「主語統一」の機能における受身文の使用回数と比率を示す。

表2　「迷惑」と「主語統一」の使用回数と比率

レベル 被害 主語統一 使用回数

日 31(16.8%) 68回(40%) 184回

中

中 4回(57.1%) 0 7回

上 12回(24%) 14回(28%) 50回

超 9回(32.1%) 6回(21.4%) 28回

計 25回(29.4%) 20回(23.5%) 85回

韓

中 10回(47.6%) 4回(11%) 21回

上 12回(30%) 16回(40%) 40回

超 3回(19%) 8回(38.1%) 21回

計 26回(31.7%) 28回(34.1%) 82回
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(续表)

レベル 被害 主語統一 使用回数

英

中 1回(20%) 3回(60%) 5回

上 5回(17%) 10回(28.6%) 35回

超 6回(17.6%) 12回(35.3%) 34回

計 12回(15.8%) 15回(19.7%) 76回

　表2が示すように、 「迷惑」の機能ついては、 中級レベルの中国人学習者と韓国人学習者の

受身文の使用比率が高かった。 また、 学力が上がるにつれて、 使用比率も下がっていく傾向

が見られる。 これに対して、 英語話者の使用状況は最初から安定しており、 日本人母語話者

の使用状況に近いことも分かった。 これについては、 母語からの直接の影響(転移)が関わっ

ていると考えられる。 特に、 中国語は、 基本的に迷惑、 被害の意のある時に受身文が使われ

る。 これは、 母語からの転移の影響が考えられ、 その証拠に学習者は最初、 「迷惑」の受身文

を多く使っている。

　一方、 英語では一貫して能動文、 ないしは使役文が使われている。 したがって、 最初は、

英語話者の学習者は「迷惑」の受身文を1回しか使わない。 韓国語は英語と近い。 しかし、 最

初の受身文の使用状況は中国人学習者と近い。 その原因については今後さらに検討する必要

がある。

　また、 「主語統一」の機能について、 中級レベルの中国人学習者と韓国人学習者は「主語統

一」の受身文の使用比率が非常に低かった。 特に中国人学習者の場合では、 最初は全く見ら

れなかった。 韓国語話者と英語話者は学力が上がるにつれて、 使用比率が日本人母語話者の

使用比率と同じようになった。 これに対して、 中国語学習者は超級であっても「主語統一」の
受身文をよく使えないことが分かった。 この理由も母語からの影響であると考えられる。 中

国語では、 「従属節の主語を主節の主語の統一」という制約がないため、 中国人学習者全体は

「主語統一」の受身文を使わない傾向がある。

　興味深いのは、 日本人母語話者のデータである。 張(2011)の研究で明らかにしたように、

日本人母語話者4人の子供の発話した受身文がほとんど「迷惑」を表すものであり、 形式とし

ては「(ら)れる+てしまう」であった。 今回の成人のデータから見ると、 「主語統一」の受身文

が圧倒的多かった。 また、 「迷惑」を表すのは、 子供の発話と同じく、 「(ら)れる+てしまう」
がよく確認された。 これに対して、 学習者には「(ら)れる+てしまう」という構文が全く見ら

れなかった。 つまり、 「迷惑」の受身文はどの言語の学習者にも完全に習得されていない。

　言語の普遍性と個別性という点から見ると、 まず、 どのL2学習者においても初期には受身

文が出現していない。 次に、 どのL2学習者においても直接受身文の使用回数と比率が高い。

つまり、 母語と関係なく、 直接受身文が先に習得される。 さらに、 受身の機能について、 母

語からの転移が見られた。
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基于语料库的日语新闻听力教材编写策略

洛阳外国语学院　 白晓光

长期以来,日语新闻一直被广泛应用于大学日语专业高年级听力课教学,是日语听力教学的

一个重要组成部分。但同时,新闻听力也是公认的学习难点,教好它和学好它并非易事。如何提高

新闻听力的教学效果,是值得深入探讨的课题之一。本文将从语料库语言学的角度探讨新闻听力

教材的编写策略。

1　编写新闻听力教材的必要性

教材在外语教学中发挥着巨大作用,这几乎是不言而喻的。但是,在新闻听力教学中却有着

一些特殊情况。这是因为有不少人认为,新闻时效性强,更新快,教材刚编好,就已经是旧内容了,
因此,没有必要编写教材。也有人认为,新闻涵盖面太广,远远超出了一本教材的容量,没法编。与
此相反,也有人认为新闻听力教材无外乎是随便找一些最新新闻,然后附加几个练习题而已,非
常容易编。

我们认为,这些看法虽然有失偏颇,但却反映了新闻听力教材编写中存在的一些困惑和困

难:(1)如何解决新闻更新快与教材更新慢的矛盾;(2)如何解决新闻范围广和教材收录内容有

限的矛盾;(3)如何解决新闻听力教材内容的科学性问题。
要解决这些问题,必须要先给新闻听力教材正确定位。我们认为,教材的定位与课程的授课

方式有很大关系。鉴于新闻时效性强的特点,我们建议课堂授课内容采用“教材内容+最新新闻”
的复合模式,即课上一部分时间利用教材授课,一部分时间利用最新时事新闻授课。在这种授课

方式下,教材的作用更多地体现为:通过对新闻语料的深加工和教材内容的科学设计,使教材尽

可能涵盖新闻听力的基本规律、技巧和基本语言知识,使学生能在最短时间内听懂典型的新闻,
然后触类旁通,举一反三,为听懂“最新新闻”打下坚实基础。在这种理念下,新闻听力教材的内容

并不是课堂讲授的主要内容,它更多地用于学生课前预习和课后总结,是对课堂讲授内容的辅

助。教材内容和课堂内容构成“基础”和“扩展”的关系。通过自学教材内容,总结新闻听力规律,熟
知基本语言知识,为课上听最新新闻打基础。为实现这一目的,新闻听力教材编写应遵循以下两

条原则:(1)突出选材和知识点的典型性。这里所说的典型性,并不是基于新闻事件的社会效应

而言,而是基于新闻听力学习而言的,即从素材类型、语篇结构、句式词汇等角度看,它是电视新

闻或某一类电视新闻中最常见的类型;(2)突出新闻听力规律和技巧的总结,明确听解难点和

重点。
基于以上观点,我们调查了市面上现有的新闻听力教材,发现它们恰恰在以下两个方面存在

不足,正好印证了我们上面指出的问题。
(1)素材深加工不足。现有新闻听力教材大多采用一则新闻附带上两三个练习题的形式,缺
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乏对新闻特征、新闻听力规律的总结和提炼。
(2)素材分类不合理,欠缺系统性和典型性,覆盖面不广。有的教材选材侧重于趣味性,选取

的素材只是个别现象,不具有代表性。
基于此,我们认为可充分利用语料库,对素材进行深加工,使教材内容进一步合理化。

2　基于语料库的新闻听力教材编写策略
电视新闻报道虽然涉及领域很多,主题繁杂,但在出现频率上仍然能发现存在差异,有一些

主题(比如社会领域的天气情况报道、火灾水灾等自然灾害报道、节假日的出行情况报道、交通事

故报道、杀人事件报道、欺诈事件报道等)经常出现在人们视野中,熟悉度较高。同时,电视新闻报

道的文本在语篇结构、句子表达、短语词汇等方面均有很多明显特征及很多固定且很常用的表

达,而新闻听力教材正是要将这些典型的、定型化的东西作为新闻听解的基础知识纳入进来,以
提高教材内容对实际新闻广播的覆盖范围,尽可能缩短学生的习得周期。要保证从电视新闻报道

中提取出典型主题和定型表达,理想的方法是建立一定规模的电视新闻报道语料库,并运用统计

分析方法从中遴选和提取。当前,可充分利用网络资源来实现。比如“TBSニュース”中视频新闻报

道同时配有原文文本,可跟踪下载,建立不断更新的语料库,同时可对一定时期的报道文本进行

统计分析,提取典型主题类型和定型化的语篇结构、句子词汇等。

2.1　典型主题类型

固定一定时期的全部语料,通过主题关键词来进行分类统计,确定常见主题类型,作为教材

选定素材和设定目录的依据。其中,常见主题又可根据时效性的强弱进行细分,有的主题类型不

具有明显的时效性,比如天气情况报道、交通事故、火灾、外交访问等类型。但有的主题类型具有

较为明显的时效性,因为每年都会有一些重大的事件发生,比如近几年出现的东电核泄露、中日

撞船事件、消费税增税等。后者也可作为重大时事专题补充在教材主要内容之后进行专项训练。

2.2　典型语篇结构

大量先行研究表明,日本电视新闻的基本语篇结构为“导语———背景———详细过程———展望

或评价”。我们建议在教材编写中应将这一语篇特征突出出来,让学生有所了解。首先在选材过程

中,应首先选取这一结构特征非常明显的新闻报道作为典型,而后可选取一些部分结构省略的报

道,与典型语篇形成对比。其次,在练习设置方面,可通过内容预测,即空出某一部分让学生预测

该部分主要内容的方式让学生对语篇结构有一感性认识。特别是导语部分,它是对报道内容的高

度概括,是最重要、最吸引人的内容,是形成“倒金字塔”语篇结构的核心因素,应将其作为重点来

设置练习,引起学生的重视。

2.3　常见句型及表达方式

金庭(2011)通过对361篇 NHK电视新闻报道的文本进行分析统计,指出了在句子层面上的

一些表达方式。比如:
(1)导语部分常用「わかりました」「ことになりました」等动词后置形式,背景部分常用「こ

れ/この～は、 …ものです」形式,详细过程部分常用「このため、 …ことになりました」「～によ

りますと、 …わかりました」等形式,展望或评价部分常用 「また、 …ことにしています」等

形式。
(2)接续表达方面,「～一方」「～上で」「～ことから」「～際」「～ながら」「～ものの」「ように/

よう」等7种形式就占到了电视新闻报道中所有接续表达的20%左右。
(3)在复合辞方面,「～から～にかけて」「～として」「～とともに」「～にあたって」「～につ

いて」「～によって」「～にわたって」「～に関して」「～に対して」「～をめぐって」「～を中心に」
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「～を通して」等12种形式就占了统计语料中所有复合辞的60%。
(4)句末表达集中在「ということだ」「ものだ」两种形式。
这些常用表达形式是基于统计得出的,教材编写中应尽可能将它们纳入进来,增强科学性。

当然,金庭的统计语料是不分主题的,以上常用表达可能会因主题的不同而在使用频率上有所差

异,因此可在先确定主题的基础上对该主题所属语料进行专门统计分析,以便将这些常用表达方

式有机分配到每一主题(课)中。

2.4　常用词汇和短语

针对每一主题类型的新闻,通过分词处理及词频统计,并结合各类考试大纲中对应习得词汇

的列表,确定该主题类型的重点习得词汇。我们从自建的 TBS视频新闻语料库(目前共3万条左

右)中提取了60篇左右以“火灾”为主题的报道,利用分词软件 KHcoder对其文本进行词频统计,
并结合《日本語能力試験出題基準[改訂版]》(2002)和《高等院校日语专业基础阶段教学大纲》
(教育部高等学校外语专业教学指导委员会日语组编,2001),对词汇难度进行了分析。以其中的

名词为例,如下表:
表1　“火灾事故”类新闻报道中名词的出现次数及相应难易度

(注:表中不包括组织名、人名、地名等固有名词。“大纲”一栏中的“0”表示不在基础阶段大纲规定的词

汇表中,“1”表示在大纲词汇表中。“能测”栏中的“1”表示1级词汇,“2”表示2级词汇,“0”表示级外词汇。)

根据表1,我们认为在编写教材时应特别关注那些出现次数多,且是级外词汇和非大纲词汇

的单词。比如「遺体」「焼け跡」「木造」「けが人」「刑務所」「民家」「無職」「火元」「不審火」等。另外,
与本主题密切相关的一些组织机构名称也应作为重点关注对象,比如「警視庁」「消防庁」「119当

番」等。
基于动词(包括「サ変動詞」),我们可以进一步确定常用短语。金庭(2011)通过对361篇不分

主题的 NHK新闻文本的调查和统计,指出最多的“名词+助词+动词”组合为“捜査を進めてい

ます”,其次是「考えを示しました」和「方針を固めました」。如果按主题类型来进行统计,结果必
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须会有所不同。根据我们的统计,“火灾事故”类的新闻报道中比较常见的短语有「遺体が見つか

りました」(「遺体で見つかりました」)、 「(出火の)原因を(詳しく)調べています」(「出火原因

を調べる方針(予定)です」、 「詳しい出火原因を調べる方針です」、 「出火の原因について詳し

く調べる方針です」など)、 「火が出ました」、 「119番通報がありました」等。这些常用表达方式

作为固定搭配如果能为学习者熟知,必须会提高听解效率。

2.5　听音辨音难点

在新闻听解过程中,经常会有一些词汇由于发音易同其他音混淆,导致理解错误,妨碍听解

的顺利进行。对此,应在教材中重点将它们突出出来,引起学生的重视。对于这些词汇的总结,除
了靠教学经验以外,还可以以学生的听抄作业为素材,建立中间语语料库,进而更全面、更准确地

统计出学生在听解过程中的听音辨音难点。
图1　基于语料库的新闻听力教材编写思路

3　结语
以上我们就新闻听力教材的编写提出了自己的一些看法。主要是针对传统教材中依靠主观

经验过重的现象,提出了基于语料库、利用统计分析方法对语料深加工,遴选确定适于教材编写

的典型性、定型化素材和知识点的编材思路(如图1所示),以期使教材内容更加科学合理。
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