
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

日语教育与日本学研究2020曲线.pdf   1   2021/11/4   1:38:46



2
0
2
0



　　图书在版编目(CIP)数据

　　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．２０２０/刘晓芳,钱晓波主编．— 上海:华东

理工大学出版社,２０２１．１１
　　ISBN９７８ ７ ５６２８ ６５７７ ３

　　Ⅰ．①日 Ⅱ．①刘 ②钱 Ⅲ．①日语－教学研

究－高等学校－文集②日本－研究－文集 Ⅳ．
①H３６９．３Ｇ５３②K３１３．０７Ｇ５３

　　中国版本图书馆CIP数据核字(２０２１)第１９１４９４号



项目统筹/刘　溱
责任编辑/刘　溱
装帧设计/戚亮轩
出版发行/华东理工大学出版社有限公司

地址:上海市梅陇路１３０号,２００２３７
电话:０２１ ６４２５０３０６
网址:www．ecustpress．cn
邮箱:zongbianban＠ecustpress．cn

印　　刷/江苏凤凰数码印刷有限公司
开　　本/７８７mm×１０９２mm　１/１６
印　　张/１１．７５
字　　数/３８８千字
版　　次/２０２１年１１月第１版
印　　次/２０２１年１１月第１次
定　　价/４９８．００元


版权所有　侵权必究　　　　　　　　



抗疫时代辟新风,线上线下展宏图
———第十二届大学日语教育与日本学研究国际研讨会记

深秋的沪上,虽早晚已颇有寒意,但依然阳光璀璨,天高气爽.

２０２０年１１月２８日,我们又一次在同济大学迎来了一年一度的大学日语教育与日本学研究

国际研讨会.
本次会议由教育部正式批准,教育部高等学校外国语言文学类专业教学指导委员会日语专

业教学指导分委员会、中国日语教学研究会上海分会主办,同济大学外国语学院承办.由于疫情

原因,本次会议以线上会议的形式进行,在 ZOOM、腾讯会议等平台举行.
本次会议报名参会人数近１,６００人,其中包括研究生２００余人,是一次规模较大的日语教育

与日本学研究国际盛会.本次会议首次采取线上形式,跨学科、跨地域、跨时区,１１小时不间断

地为参会者提供交流和学习的平台.

１１月２８日８点,会议在同济大学外国语学院院长吴赟教授、教育部高等学校外国语言文学

类专业教学指导委员会日语专业教学指导分委员会主任委员修刚教授、中国日语教学研究会会

长周异夫教授、国际文化表现学会副会长高桥章教授的致辞下拉开帷幕.随后,天津外国语大学

修刚教授,吉林大学周异夫教授,北京大学李强教授,南开大学刘雨珍教授,早稻田大学户田贵子

教授,名古屋大学杉村泰教授,日本大学教授、原日本比较文学会会长、东京大学名誉教授井上

健,早稻田大学名誉教授、日本谷崎润一郎研究会会长千叶俊二,日本都留文科大学名誉教授田

中实,东京学艺大学名誉教授、日中翻译文化教育协会会长松冈荣志等１０位专家通过５个线上

会议室同步开启了围绕日语教育、日语学、日本文学、中日翻译的主旨演讲.紧接着,２０余位学

者通过９个线上会议室,以对谈、圆桌会议、专题演讲等方式,针对日语教育与日本学研究的热点

问题进行了讨论.当日下午,参会者还通过１１个线上教师分会场、１２个线上研究生分会场展开

了在线互动交流,发言人数超过１２０人.
本次会议期间,累计召开线上会议３７场,其中 ZOOM 会议２４场、腾讯会议１３场.大会举

办主旨演讲、特别演讲近３０场.从事日语教育与日本学研究的中外与会人员在大会中宣读论文

１２０余篇.会议还得到了社会各界的广泛关注,在线累计观看人数突破７,７００人次,全部会议室

同时在线人数峰值超过１,６００人.
本次会议得到了同济大学外事办、科研处和文科办的大力支持,作为在同济大学发展成熟起

来的国际学术会议,大学日语教育与日本学研究国际研讨会已成功举办了１２届.
回首往昔,同济大学与中国日语教育携手并进,栉风沐雨十余载.展望未来,我们仍将以梦

为马,不负韶华,在奋进中谱写中国日语教育的精彩篇章.
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日语硕士研究生心目中的优秀导师形象研究
———基于PAC分析的多例个案调查

广岛大学　关承　大连外国语大学　刘月

１　引言

截至２０１４年,我国日语硕士点已有１２９个,比１９９９年增加了近４倍.尽管从规模上来看,日语研

究生教育取得了较为显著的发展,然而,朱(２０１５)指出,除课程结构设置不够合理外,日语研究生

教育工作中还存在导师科研指导能力不足或忽视对研究生的指导等问题.王等(２０１６)也认为国

内日语研究生教育史尚浅,许多导师还没有足够的指导经验.许等(２０１７)也在调查中发现,七成

以上的日语硕士研究生认为导师的指导态度不够积极,往往仅停留于“专业知识答疑”与“毕业论

文指导”等最基本的层面.由此可见,在研究生扩招的今天,我们必须思考日语专业研究生导师究

竟应该如何提升自我,以求给学生提供更有效的指导这一问题.
研究生教育要提高导师队伍水平,这早已不是新鲜话题.但与日语研究生教育的快速发展极

不相称的是,关于日语研究生导师的研究极为匮乏(朱,２０１４:１６９).目前,国内外从学生视角探讨

日语教师形象特征,以期为教师明确专业化发展方向提供参考的研究多以本科生为调查对象(如
渡部 等,２００６;小林 等,２００７;縫部,２０１０;畠山,２０１２;王 等,２０１３;菊野 等,２０１８),从研究生视角

探讨优秀导师形象(素质)的实证研究极少.而且,其研究方法多为问卷调查法.问卷的问题设定

多取决于调查者的主观判断,具有引导性和提示性,使得调查结果不能完全体现被试者心中的想

法,具有一定的局限性(王 等,２０１３).因此,日语硕士研究生心中的优秀导师形象是怎样的,他们

对于导师有着怎样的期许和现实需求,尚无从知晓.鉴于此,本文着眼于质性分析,采用个人意识

结构分析(PersonalAttitudeConstruct,简称PAC分析)这一心理学研究方法展开深入调研,旨在

为明确导师专业化发展方向、提高研究生教育质量等提供新的参考和借鉴.

２　研究设计

２．１　研究对象

本文将通过多例个案调查对３名日语硕士研究生进行深入调研.之所以选择这３名硕士研究

生,是因为他们均为国内学术型硕士在读研究生,都有着寻求指导和与导师交流接触的需求,在
优秀导师形象上有着切实的感受和发言权.研究对象基本情况如表１所示:

１
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表１　研究对象的基本情况(２０２０年６月)

研究对象 性别 年龄 年级 学位类型 研究方向

A 女 ２３ 研一 学术型 日本社会文化

B 男 ２４ 研二 学术型 中日对比语言学

C 男 ２５ 研三 学术型 日语教育

２．２　研究方法

本文使用的PAC分析是由日本心理学家内藤哲雄研发的.该方法是通过对少数被试者的深

度采访,明确其个体潜在意识结构,并将其以直观的形式展现出来的一套研究方法(内藤,２００２).

PAC分析以刺激短文引发被试者联想,通过集群分析(ClusterAnalysis)的统计方法处理联想数

据,得出被试者的树状图,并让其进行解读.它可以避免传统调查方法中设问问题受设计者自身

主观导向影响的问题,是集自由联想、集群分析、访谈为一体的“定性分析×定量分析”的乘法式

混合方法,具有结果重现性较高、客观性较强的优点(井上,２０１１),被广泛应用于教育学、心理学、
社会学等研究领域.

２．３　研究步骤

本文遵循PAC分析的操作要求,利用日本金泽工业大学土田义郎教授(２０１６)开发的支援工

具“PACＧAssist２”和统计分析软件“SPSS２２．０”开展了调查.主要实施步骤如下:

１)调查者在对整个流程进行解释说明后,与被试者签订保密协议.

２)被试者根据刺激短文展开自由联想,并将联想内容输入到PACＧAssist２中,然后依照软件

提示对自己的联想内容进行重要度、印象、相似度评定.

３)调查者把相似度矩阵结果导入SPSS２２．０进行集群分析,并绘制出树状图.

４)被试者参照树状图划分、命名组群,并做出相应解读.

５)调查者就其解读实施深度访谈,全程录音并逐字转写.
刺激短文为:“对你来说什么样的教师是‘优秀导师’?请将你脑海中浮现的关键词和印象输

入到软件中(每一条尽量控制在１０个字以内).”

３　研究结果

以下是３名硕士研究生的“优秀导师形象”自由联想树状图、他们对树状图的解读及访谈的分

析结果.树状图中联想句后的数字是被试者对于该联想句重要度的评估,数值越小,重要度越高.
(＋)(－)(０)分别表示被试者对于每个联想句的正、负或中性印象.鉴于本文的研究特点,所有联

想句均为正面印象.集群名用【　】表示,联想句则用[　]表示.

３．１　研究生A
图１是研究生 A的树状图.A把联想句分为三个集群(下文中各集群用 CL表示),并将其命

名为 CL１【育人管理素养】、CL２【指导态度和能力】、CL３【导师硬件实力】.

２
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图１　研究生A的树状图

CL１【育人管理素养】中包含了[公私分明][关注并鼓励学生的想法][不强加自己的意见于

人][也能给予生活上的关怀][放养但不放任]５条联想句.A 认为该集群反映的是导师平时对待

和培养学生的基本素养,其具体解释如下:

作为导师,指导学生就是导师的工作,要公私分明,不能要求我做一些别的事情,或
者如果没有完全按照导师说的来做的话就威胁说不指导学生了(某同学的例子);另外,
虽然我们作为研究小白很多东西不是很懂,但其实我们每个想法都挺宝贵的,希望导师

多听听学生的想法,就算不行,换种方式鼓励鼓励我们也行,别一味把自己的意见强加

给学生.放养但不放任是我心中理想导师的管理方式,毕竟已经是研究生了,不喜

欢被步步紧逼的感觉,只要能在大方向上引领我走在正确的路上就可以了.此外,如果

还能有些论文外的关怀的话就挺好的,像我导师就会问问研三学姐的就业情况.其实不

需要太多关心,哪怕有一点温暖也行,就不至于和导师走得太远.

A毫无保留地结合自己的切身经验和身边人的故事分享了对于优秀导师的一些看法.提到

周围同学的遭遇,她神情凝重地表示了同情,既不希望发生在自己身上,也不想看到和听闻此类

事情.从该集群中能够发现,A在导师的育人素养上有许多诉求.作为性格上追求自由,又缺乏学

习上的自律能力的研究生,在渴望被给予自由空间的同时,A 还希望导师能适时地往回拽一拽

她,恰如其分地管理学生,也希望能在日常交流中得到导师的关怀.关于这里的关怀,A一再强调

“一点点温暖就可以”.她理解导师工作的艰辛,并不强求导师关心学生生活的方方面面,而是希

望师生间保持一定的距离,但也不停留于指导与被指导的关系.这些都是 A 对于优秀导师在日

常育人管理中适度管理、指导、关怀、鼓励等基本素养的要求.

CL２【指导态度和能力】中包含了[悉心指导论文写作][可以带学生搞研究]２条联想句.该集

群和 CL１稍有区别,主要体现的是与导师的具体指导活动密切相关的态度和能力.

３
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不是所有研究生一上来就有研究能力,我希望导师有耐心地慢慢引导我.刚来的时

候什么也不懂,希望老师不要说一些让我抓不住重点或难以理解的话就让我自己去领

悟,要是能够察觉我的困难,多一点耐心的话就好了.有的导师会带学生搞研究,但
我身边大多是不带的.我很希望老师能带带我,除了论文指导以外,他能让我参与进去,
比如实际调研某些日本文化,至少给我一点归属感.可能很多研究生也跟我一样处于自

己摸索的状态,但我们必须在期刊上发表文章才能毕业,如果只有平时对毕业论文的指

点,我自己真的没有那个能力,一个人战斗挺痛苦的.

A平时和导师交流较少,仅限于半个月一次的研究室讨论课.日常讨论中,A 常常对导师的

指导意见不明所以,也未能及时向导师反馈与请教.实际上,与 A 情况相似的研究生大有人在.
很多师生之间存在交流不足或交流有障碍的问题,却未能得到及时的解决和改善.所以,导师的

悉心指导尤为重要.A表示论文写作是一项艰难的工作,而导师在这项工作中发挥着重要的作

用.因此,优秀的导师不仅要“懂学术”,更要“会指导”.察觉学生的困难、愿意付出耐心、带学生通

过实践来感受科研魅力等都是能让学生有所收获、切实感受到学术进步的指导态度与方法.

CL３【导师硬件实力】中包含了[学术能力强][日语水平高]２条联想句.A认为这是日语专业

优秀研究生导师必须具备的能力,具体解释如下:

这是非常重要的标准吧.作为导师,不仅学术能力要强,日语水平也要高,才能让我

崇拜他.虽说站在这种高度上的人几乎都有博士学位,但这只能代表他有一定的学术能

力.也有一些日语发音不是很好的老师,我会觉得有点遗憾.当然,作为导师的话,还是

学术能力最重要,只有学术能力强,才能去指导别人.

[学术能力强][日语水平高]的重要度在所有联想句中分别排名第一、第二,学术能力是 A
对于研究生导师的第一要求.而在谈及导师的学术能力时,A 补充说,她认为导师与时俱进的学

习态度是研究能力中的重要组成部分.比起丰硕的科研成果,导师不断更新自己的学识,保持学

术热情并以谦逊的态度与学生们一起学习、共同进步更能有效地代表其学术能力.同时,她表示

只要是教师,基本都会从事一线日语教学工作,所以无论是研究生导师还是本科教师,基本的日

语能力也是不容忽视的.
总的来看,A主要从育人管理素养、指导态度和能力以及导师硬件实力三个方面来评价优秀

研究生导师.A认为拥有较高的学术能力和日语水平是教师获取导师资格的第一步,是成为优秀

导师的前提;在日常学术交流讨论活动中,花心思、有耐心、会指导则是成为优秀导师的关键;而
平时良好的育人管理素养,则体现出优秀导师的形象和品质.

３．２　研究生B
图２是研究生B的树状图.B把联想句分为三个集群,并将其命名为 CL１【指导方法】、CL２

【论文写作与学术能力培养】、CL３【指导态度】.
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图２　研究生B的树状图

CL１【指导方法】中包含了[因材施教][充分发挥导师引导作用][适当具体的学习任务安排]

３条联想句.

我觉得好导师要因材施教,毕竟生源不一样,学生也有各自的特点.而且,希望导师

真的能够发挥好他的引导作用,不要不作为或少作为,因为学生真的非常需要导师.在
这个基础上,导师还要给出适当具体的学习任务安排.初级阶段,是往语用论还是往什

么方向上走、具体怎么走,我都是不了解的.如果有具体的学习任务安排,那我们就可以

循序渐进地走下去.另外,我个人觉得现在的研究生上进心和自主性或许没那么强,所
以任务安排也能起到一个监督作用吧.

[适当具体的学习任务安排]的重要度在所有联想句中排第一,这与 B个人的学习经历和平

时接受的指导方法密切相关.近年来,跨专业考研(“跨考”)成了越来越多人的选择.作为其中一

员,B坦率地表示自己虽然通过了研究生入学考试,但由于对学科专业知识缺少系统的认识,刚
入学时碰到了许多困难.再加上导师平时给了很大的自由空间,指导也较为宽泛,所以他常常感

到自己是大海上的一叶孤舟.因此,B认为当学生不能清楚地把握未来的研究计划时,好导师需

要担任“领航员”的角色,根据学生的个人情况给予他们明确的方向引领和学习任务安排.只有这

样,学生才不至于像无头苍蝇一样乱打乱撞.此外,B认为三个联想句中,“充分发挥导师引导作

用”是核心要义,也是评估导师指导行为的重要指标.其实,这一点与其说是B对于优秀导师的期

望,不如说体现了B对于当前某些研究生导师“少作为”甚至“不作为”的无奈与失望.

CL２【论文写作与学术能力培养】中包含了[把握学科前沿][愿意带学生做课题项目][细致

的论文指导][加强日语学术写作能力培养]４条联想句.以下是B的具体解释:

大家都说现在的论文越来越难写了,好不容易想到一个点,却发现这个视角那个视
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角都被写烂了.如果导师能把握学科前沿,就能在研究新意和研究价值方面有较好的判

断,这是非常有帮助的.我需要老师针对我的论文给出实际的、细致的指导,而非简

单问一问.每次请教完,他的回答都让我觉得模棱两可,一无所获.我也希望导师能

带学生做做课题,这样能学到很多东西,提高学术水平.另外,导师能再留意一下对学生

学术写作能力的培养就好了,毕竟大家用日语写论文的能力普遍不是太强.

在B看来,优秀的研究生导师一定要具备洞察学科前沿的能力,始终保持对相关领域的关注

和了解.该能力在对研究生的日常指导与培养活动中发挥着十分重要的促进作用,也在一定程度

上代表了导师的学术水平.不难发现,其观点与 A关于导师学术能力的表述是非常相似的.而对

于整个访谈过程中频频出现的“细致”一词,B解释说平时导师的指导过于粗略,未能有效解决自

己的疑惑,提供实质性的帮助,自己常常一筹莫展,陷入自我怀疑中.因此,他认为优秀的研究生

导师一定要给予学生细致的指导,为学生答疑解惑.此外,在B眼中,优秀的导师是愿意带学生一

起做研究、在培养其学术能力上下功夫的人.

CL３【指导态度】中包含了[有责任心][有耐心][有亲和力]３条联想句,B认为这些反映的是

优秀导师在日常指导时应该秉持的态度,并做出以下解释:

我提的很多东西都是在导师非常有责任心的情况下他才愿意去做的.如果导师的

责任心没那么强,后面的很多东西他是不会去管的,也不愿意做别的付出.和责任心相

比,耐心和亲和力显得相对次要.指导研究生是非常耗费精力的事情,我想优秀的导师

是会花很多心思的.同样,如果导师在前面那些事情上都做得很好的话,那亲和力倒没

那么重要.单独拿出来是因为虽说研究生都有一定的抗压能力,但可能也有个别心理脆

弱的学生.如果导师没有亲和力,师生关系可能比较危险,学生也会出现心理问题.

诚然,近年来出现了一些研究生因师生关系僵硬而出现心理问题的例子.但也正如 B所言,
这样的例子只是少数.不过,在B眼中,优秀的导师确实是需要具备以上的“三有”指导态度的.其
中最重要的,就是导师的责任心.它是保证指导的各环节有效运作的驱动力量.

综上,B主要是从指导方法、论文写作与学术能力培养、指导态度三个方面来评价优秀研究

生导师的.他作为一名“跨考”研究生向我们坦诚地分享了自己在学习生活中的艰辛与坎坷,并在

此基础上表达了对优秀导师形象的看法.B把自己比作“大海上的一叶孤舟”,时而不知所措,时
而孤独彷徨.他认为,负责任、懂方法、能把握学术动态的导师是帮助他在茫茫大海中找到正确方

向的“灯塔”.

３．３　研究生C
图３是研究生 C的树状图.与 A、B不同,其树状图中的１１条联想句均围绕研究生导师的指导

意识和方法展开.如图３所示,C把这１１条联想句按照其内在的时间顺序分为三个集群,并命名为

CL１【带领入门】、CL２【中期指导】、CL３【保驾护航】.
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图３　研究生C的树状图

CL１【带领入门】中包含了[提供较系统的入门知识][推荐有效的参考书籍和资料][文献检

索和信息查询帮助][加强学生文献阅读能力的培养][在研究方向选择上给予一定启发]５条联想

句.C认为该集群是导师带领研究生开始论文写作的基础工作.

做学术研究首先需要大量的知识储备,刚入门时如果导师能够提供稍微系统一些

的入门知识讲解的话,比自学来得更高效,毕竟他对学科的把握更好.参考书籍和文献

也一样,导师推荐比自己广撒网强,也更有学习价值.至于文献检索,我发现我们的文献

检索和信息收集能力并不强,尤其是找外文文献时.其实文献阅读能力的培养是贯

穿始终的,但如果导师前期就有这个意识的话会很好.选择研究课题很难,在摇摆

不定或没有思路时,如果导师能给予一些启发和指导,进展就会比较顺利.

[在研究方向选择上给予一定启发]的重要度在所有联想句中排名第一,体现了 C对导师的

启发引导十分看重.在这点上,A、B两个人也提出了一定的需求.不论是教授入门知识还是指导

学生选择研究方向,都是对导师的学术资源、指导意识、指导方法的考验.C作为拥有３年学习经

验的硕士研究生,在体验过完整的毕业论文撰写过程后,他更加明白导师的指导弥足珍贵.在 C
看来,论文撰写过程中各环节相辅相成,从头到尾都离不开导师的指导.刚刚接触学术研究的硕

士研究生,更需要一个面面俱到的领路人,帮助他们快速入门,为其后续的学术生涯夯实基础.

CL２【中期指导】由[提供研究方法指导][能判断研究可行性和理论应用适切性][论文写作

范式指导]３条联想句组成,C认为该集群主要与选定课题后开展研究有关.

有方向和题目后要考虑研究方法、理论之类的.感觉我们知道的很少,思维深度也

不够,研究方法是否可行、和研究问题是否匹配等都需要导师来把关.自己琢磨的话会
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有疏漏,和导师一起讨论,或者导师能给予指导的话就能事半功倍、提高效率.而且如果

导师事先就能为学生做一个判断的话,也能让我们少走弯路吧.写作范式指导不局

限于文章的框架,了解和学习学术规范、词汇表达等也是必要的.

访谈时,关于自己多次提到的“高效”“事半功倍”“少走弯路”等看似急功近利的词汇,C坦诚

地解释道:“我自己的研究之路就不怎么平坦,走了很多弯路,所以这是我基于自身经历说的一些

期望.”其实,跟 A、B相比,C属于目标明确且较为自律的学生.这更加说明了导师指导的重要

性.导师需要具备较高的学术水平,能传授相关知识,提供切实的指导.从指导需求层面上来讲,
这３位研究生达成了一定的共识.在他们眼中,优秀导师是“专业”的代名词,导师的指导是他们开

展学术研究的有力的助推器和催化剂.

CL３【保驾护航】中包含[根据个人不足提供专门化意见][对学生的研究进度有所把握][针
对研究出现的问题给予指导]３条联想句.C认为该集群是在论文写作中后期,导师应尽到的责任

与义务.

导师还应该对学生的研究进度有个大致的把握,及时发现过程中出现的问题.问题

无论大小,拿出来一起解决的话对学术成长是很有帮助的.导师不应该在大概框架定下

来以后就不再关注了,这样问题很有可能得不到及时的解决,之后也会很麻烦.假

如说我数据分析不行,他文献综述不行,这种情况下导师能针对个人的不足进行专门的

训练和指导的话,我觉得是非常有帮助的.

对C来说,优秀的导师不仅要扮演领路人的角色,还需要充当推动者、监督者和护航人员,这
也是其对导师全程悉心指导的需求的一种体现.然而,在 C对于优秀导师形象的联想句中,并未

出现类似于A期望的“生活上的关怀”和B指出的“有亲和力”的词条.对此,C谈道:“能做到我讲

的那些的老师,一般都挺亲和的啊,至于说关不关心我们的私人生活,我觉得并不太重要.”其实,

C平时对于院系活动等本就不太关心,他热爱学术研究,早早就有了读博的打算,私下和导师进

行学术交流的频率也非常高,可以说他对自己的科研之路是有明确规划的.所以在他看来,优秀

导师的首要职责就是为研究生顺利完成毕业论文写作保驾护航,其余的都是次要的.
总的来看,C主要从整个毕业论文撰写过程中的指导意识和方法的角度来评价优秀导师.作

为即将毕业的研三前辈,在认真回顾自己三年的研究生生活后,他并不太在意导师的指导态度如

何,而是把与论文指导活动密切相关的要素作为评估优秀导师的直接标准.这种具有针对性的衡

量标准是他深刻体会的产物,为我们探讨优秀研究生导师形象提供了应届毕业生较为独特的

视角.

４　综合讨论

为把握３名硕士研究生心目中优秀导师形象的共同特征,本节将采用 KJ法对其所有联想句

(含重要度)进行整合分析.KJ法是由日本文化人类学家川喜田二郎(１９７０)开创的一种将混沌不

清的数据如实收集记录,通过整合分析发现问题本质和内在关系的方法.从联想句中提取并呈现

他们心中优秀导师形象的共同特征,这与 KJ法的目的“掌握事物本身的特性,发现内在关系与实

质”相吻合,各数据亦符合 KJ法的操作要求.
如表２所示,第一个共同特征便是“专业能力”.除３人均认同的学术研究能力与学术视野外,
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A还特别提到了“日语水平”.作为日语专业的硕士研究生导师,其身份属性中包含了日语教师这

一角色,因此日语水平的高低也关系着导师的能力素质.第二个共同特征“论文写作指导方法”里
所含的联想句最多,这体现了研究生对导师具体、悉心的指导的强烈诉求.指导研究生其实也是

一种教学,要求导师具备较高的指导能力,掌握适当的方式方法和技巧(如因材施教的个别帮助、
循序渐进的任务安排、具体细致的论文指导等),以保障指导活动的高效进行.第三个共同特征是

“科研能力培养方式”,与上一特征稍有不同的是,除较强的论文指导能力外,研究生还希望导师

能够普及一些基础知识、带领学生做课题项目、培养学生的文献阅读与学术写作能力等.最后一

个共同特征是“教学素养与态度”,研究生认为优秀的导师应该具备责任心、耐心等基本素养,同
时还要做到尊重、鼓励并关心学生.

表２　优秀导师形象共同特征

对象—集群 联想句 特征

AＧ３ [学术能力强][日语水平高]

BＧ２ [把握学科前沿]

CＧ２ [能判断研究可行性和理论应用适切性]

专业能力

AＧ２ [悉心指导论文写作]

BＧ１
[因材施教][充分发挥导师引导作用]
[适当具体的学习任务安排]

BＧ２ [细致的论文指导]

CＧ１ [在研究方向选择上给予一定启发]

CＧ２ [提供研究方法指导][论文写作范式指导]

CＧ３
[根据个人不足提供专门化意见][对学生的研究进度有所把握]
[针对研究出现的问题给予指导]

论文写作

指导方法

AＧ２ [可以带学生搞研究]

BＧ２ [愿意带学生做课题项目][加强日语学术写作能力培养]

CＧ１
[提供较系统的入门知识][推荐有效的参考书籍和资料]
[文献检索和信息查询帮助][加强学生文献阅读能力的培养]

科研能力

培养方式

AＧ１
[公私分明][关注并鼓励学生的想法][不强加自己的意见于人]
[也能给予生活上的关怀][放养但不放任]

BＧ３ [有责任心][有耐心][有亲和力]

教学素养

与态度

５　结语

本文通过PAC分析深入探讨了３名日语硕士研究生心目中的优秀导师形象.结果表明,研究

生们主要从“专业能力”“论文写作指导方法”“科研能力培养方式”“教学素养与态度”等方面评价

导师.其中,具备专业能力是开展指导活动的基本保障,善于进行论文写作指导和科研能力培养

是保证指导质量的重要能力,而教学素养与态度则是学生对导师品德的诉求.
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３名硕士研究生均结合各自的学习生活经历分享了关于“优秀导师形象”的心里话.正是在这

个过程中,我们通过PAC分析了解了他们内心的想法并将其脑海中潜在的意识结构可视化,进
而刻画出了符合他们内心期许与渴望的“优秀导师形象”.在研究生群体不断壮大的今天,导师作

为高质量人才培养的中坚力量,面临着机遇,同时也面临着挑战.希望本文的发现能帮助导师聆

听学生的心声,反思日常教学指导工作,从而达到不断完善自身形象的目的,肩负好教书育人的

责任.
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中国における日中通訳修士課程の現状と課題

学位論文を中心に

上海外国語大学日本文化経済学院　凌蓉

１　はじめに

　MTI(MasterofTranslationandInterpreting)は、２００７年に中国国務院学位委員会の承認を

得て設置された、 高度な通訳と翻訳能力を備えたプロフェッショナルな通訳者·翻訳者を養成

することを目的とする通訳·翻訳修士課程である。２００７年に設置された当初は、 英語の通訳·

翻訳修士のみ養成していたが、 その後、 日本語、 ロシア語、 フランス語、 ドイツ語、 朝鮮

語、 スペイン語、 アラビア語などの言語も徐々に加わってきた。

　日中通訳·翻訳専攻の修士課程は２０１０年から開設され、 最初に開設した大学は北京第二外

国語学院、 大連外国語大学、 吉林大学、 天津外国語大学である。 そのうち、 吉林大学は日中

翻訳 MTIのみ開設しており、 他の３大学は日中翻訳と通訳のMTIを同時に開設している。 そ

の後の１０年間、 全国の多くの大学で日中翻訳や通訳のMTIが開設された。

　本稿は日中翻訳 MTIについて検討せず、 日中通訳 MTIに焦点を当てている。

　現在、 日中通訳 MTIを設置している大学は、 以上の３大学のほかに、 北京大学、 広東外語

外貿大学、 北京外国語大学、 上海外国語大学、 天津外国語大学、 北京語言大学、 対外経済貿

易大学、 四川外国語大学、 西安外国語大学、 南開大学、 西安交通大学などがある。

　上海外国語大学の日中通訳 MTIは、２０１７年から高級翻訳学院に設置されるようになり、

２０２０に第一期の卒業生を迎えることになった。 筆者はその第一期の学生の日中逐次通訳と同

時通訳の授業を担当し、 学位論文の指導も担当した。

　本稿は日中通訳修士課程(MTI)の学位論文を主な研究対象とし、 学位論文の現状及び存在

する諸問題を分析することとする。

２　MTI学位論文の必要性

　MTIは専門的な翻訳·通訳人材を養成することを目的とするため、 学位論文は必須ではな

いと主張している学者がいる。

　例えば、 上海交通大学外国語学院の彭青龍教授は、 MTI学位論文基準の多様化を唱えてい

る(彭,２０１７:７８)。 彭氏によると、 上海交通大学では、 全国翻訳·通訳専攻の資格試験(二級)と
国際翻訳·通訳専攻資格試験に合格したり、５万字以上の作品を翻訳し国内外の有名な出版社

で正式に出版したり、 または、 国内外の重要な翻訳·通訳コンテストで三等賞以上を獲得し

たりすれば学位論文免除の改革措置がとられている。
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　しかし、 試験の合格やコンテストの入賞はほんとうに学位論文に取って代わることができ

るだろうか。

　上海外国語大学の日中通訳 MTIについていえば、 一期生はほとんど全国翻訳·通訳専攻の

資格試験(二級)に合格しており、 二期生は全員合格している。 重要な翻訳·通訳コンテスト

の一等賞·二等賞·三等賞を獲得している学生も少なくない。 さらに、 修士課程に入る前にす

でにそういった試験にパスしたり、 重要な通訳コンテストで三等賞以上に入賞している学生

もいる。 そういった学生が全員学位論文を免除されたら、 学位論文を書く必要がある学生が

ごくわずかな数になってしまう。

　学位論文を書くことにより、 学生の論文作成能力のみならず、 思考力、 分析力、 理解力、

表現力、 創造力などの能力も高められる。 学位論文の作成を免除される学生は、 そのような

数多くの能力を鍛える重要なチャンスを失ってしまうことになる。 したがって、 MTIにとって

も、 学位論文を作成する必要がある。

３　MTI学位論文の種類

　MTI学位論文の種類については、 これまでいろいろと検討されてきた。

　中国教育部の２００７年翻訳·通訳修士課程の指導的育成方案に関する通知の中で、 MTI学

位論文にはプロジェクト、 実験報告、 研究論文の３種類があると指摘されていた。 そのうち、

プロジェクトとは、 学生が指導教官の指導の下で１０,０００字以上の翻訳をし、 さらに５,０００字以

上の研究報告書を書くことを指す。 実験報告とは、 学生が指導教官の指導の下、 通訳や翻訳

のある部分について実験を行い、 その結果を分析し、１０,０００字以上の実験報告書を作成する

ことである。 研究論文とは、 指導教官の指導の下、１５,０００字以上の翻訳に関する研究論文を

作成することを指す。

　全国翻訳·通訳修士博士課程教育指導委員会が２０１１年８月に改訂し、２０１３年１２月に発表した

翻訳·通訳修士課程教育の指導的育成方案では、 MTIの学位論文は実習報告、 実践報告、

実験報告、 研究論文の４種類に調整されている。２００７年の育成案より、 プロジェクトという

種類がなくなり、 実習報告と実践報告が新たに付け加えられた。 実習報告とは、 学生が

指導教官の指導の下で翻訳·通訳の実習に参加し、 それについて１５,０００語以上の実習報告を

書くことである。 実践報告とは、 指導教官の指導の下、 学生が翻訳または通訳の実践をし、

５,０００字以上の実践レポートを作成することである。

　筆者は中国学術文献オンラインサービス(CNKI)により、２０１９年と２０２０年の中国国内にお

ける各大学の日中通訳 MTIの学位論文を１１９本集めた。 そのうち、２０１９年の学位論文は５６本
で、２０２０年の学位論文は６３本だった。

　一部の大学が大学院生の学位論文をCNKIにアップロードしておらず、 あるいは学位論文

の一部しかアップロードしていないため、 実際の学位論文数は１１９本を超えているはずであ

る。 が、 集めた１１９本から中国の日中通訳 MTI学位論文の傾向をある程度窺うことがで

きる。
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表１　日中通訳 MTI学位論文の種類

学位論文の種類 ２０１９年 ２０２０年 合計

通訳

通訳実践報告 ２３ ３４ ５７

通訳実験報告 ０ １ １

通訳実習報告 ０ ０ ０

通訳研究論文 ０ ０ ０

翻訳

翻訳実践報告 ２６ ２４ ５０

翻訳実験報告 ０ ０ ０

翻訳実習報告 ０ ０ ０

翻訳研究論文 ７ ４ １１

合計 ５６ ６３ １１９

　表１を見ると、１１９本の日中通訳 MTI学位論文のうち、 通訳に関する論文が５８本、 翻訳に関

する論文が６１本で、 翻訳に関する論文が通訳に関する論文を少し上回っている。

　日中通訳 MTIであるのに、 なぜ半分以上の学生が学位論文として、 翻訳に関する内容を選

んでいるのだろうか。

　それは教師不足に関連している。 多くの大学において、 日中翻訳を専攻として研究してい

る教師がいるが、 日中通訳の経験が豊富で、 通訳面の修士論文を指導できる教師が不足して

いる。 したがって、 大学のほうは、 やむをえず日中通訳 MTIに対しても、 翻訳に関する論文

を書くことを許しているわけである。

　上海外国語大学、 大連外国語大学などの大学の日中通訳 MTIの学生は全員、 通訳に関する

論文を書いているが、 それに対し、 天津外国語大学、 広東外語外貿大学、 北京第二外国語学

院、 四川外国語大学のほうは、 通訳に関する論文を書く学生もいれば、 翻訳に関する論文を

書く学生もいる。 また、 北京外国語大学は、 日中通訳 MTIをさらに翻訳方向と通訳方向
に分けている。 翻訳方向の学生は翻訳に関する論文を書くが、 通訳方向の学生は、 通訳

に関する論文を書く人もいれば、 翻訳に関する論文を書く人もいる。

　以上のように、 大学によって、 日中通訳 MTIの学位論文に対する要求もかなり異なってい

るというのが現状である。

　筆者は日中通訳 MTIがやはり通訳に関する学位論文を書くべきだと考えている。 主な理由

は次の三点である。

　(１)中国では、 通訳 MTIと翻訳 MTIは二つの異なる専攻であり、 養成目標、 募集対象、 入

学試験、 養成方式及びカリキュラムの設置などの面で明らかに異なっている。 修士課程の学

位論文は、 修士課程で学んだ成果を集中的に反映しなければならない。 もし通訳 MTIと翻訳

MTIの学位論文がいずれも翻訳の実践報告書や研究論文であれば、 二つの専攻の相違を示す

ことが難しく、 通訳の学習や研究の成果を反映することもできない。

　(２)通訳 MTIと翻訳 MTIの社会実践の要求も異なっている。 もし通訳 MTIが翻訳の実践に

多くの時間を費やしたり、 翻訳の実践報告書や研究論文を書いたりすれば、 通訳実践の時間

が少なくなり、 通訳レベルの上昇も困難になってしまう。
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　(３)学位論文が学生の実際の翻訳·通訳レベルも反映している。 例えば、 翻訳の実践報告は

学生の翻訳レベル、 通訳の実践報告は学生の通訳レベルをある程度反映できる。 もし、 日中

通訳 MTIが翻訳に関する学位論文を書けば、 審査委員はその学生の本当の通訳レベルを判断

することができず、 学位論文の評価も困難なことになってしまう。

　さらに、 論文の種類を詳しく見ると、 通訳に関する論文はほとんど通訳実践報告であり、

そのうち１本だけが通訳実験報告である。 翻訳に関する論文の大部分は翻訳実践報告である

が、 翻訳研究論文も１１本ある。

　したがって、 通訳に関する論文は通訳実践報告に集中していると言える。 唯一の実験報告

は広東外語外貿大学頼炫の広東語話者の日中逐次通訳における目標言語の適応について

学生通訳者を対象に(赖,２０２０)である。 この実験報告は、 広東語話者の学生通訳者１２人
を研究対象とし、 通訳の実験を行い、 広東語話者が通訳するときの問題点を分析し、 対策を

まとめたものである。

　通訳実習報告や通訳研究論文はなかった。 通訳·翻訳 MTIが研究論文を書いてよいかどう

かについて、 多くの議論がなされている。 南京信息工程大学の何三寧教授などは、 MTIの学

位論文は専攻自体の特徴及び各大学の優位性を十分に反映し、 MTIと学術型修士課程との相

違を明らかにしなければならず、 MTI学位論文の中の研究論文を取り消すべきだと唱えてい

る(何 等,２０１９:８９)。 一方、 北京外国語大学の孫三軍准教授などは、 MTI学位論文を実践報

告、 実習報告、 授業事例分析報告、 調査研究報告、 実験報告、 事例研究論文、 比較研究論

文、 翻訳技術応用研究論文の８種類に分け、 学生の理論的素養を重視し、 研究論文を３種類も

あげている(孙 等,２０１９:８２)。
　日中通訳 MTIは、 通訳に関する論文でさえあれば、 実践報告、 実験報告、 実習報告、 研究

論文のどの種類を書いてもよいと筆者は考えている。 実践報告や実験報告と同様に、 通訳実

習報告や通訳研究論文を書くことも、 通訳への理解を深められ、 通訳能力の向上につながる

ためである。

４　通訳実践報告の問題点

　５７本の通訳実践報告を詳しく見ると、 主に以下の四つの問題点が存在している。

４．１　実践先の秘密保持の軽視

　通訳実践報告の内容はさらに真実の通訳実践と模擬通訳実践に分けられる。５７本の通訳実

践報告のうち、 真実の通訳実践は４２本で、 模擬通訳実践は１５本である。

　模擬通訳実践が一般的に問題がないが、 真実の通訳実践のほうが、 実践先の秘密保持の問

題が生じる。 プロの通訳者なら、 企業や政府機関の秘密保持の義務をよく知っているが、

MTIの学生たちはあまり知らないようである。 それは、 学生たちの学位論文に反映されてい

る。４２本の論文のうち、 実践先の情報開示の許可を得ているということに触れている論文は

１本もなかった。 MTIの学生たちの秘密保持意識の低さがうかがえる。

４．２　日本語と中国語の特徴の無視

　一部の日中通訳 MTIの学位論文は、 日本語や中国語の特徴にまったく触れていない。 たと

えば、 学位論文製造現場通訳の実践報告書(赵,２０１９)の目次は以下のとおりである。
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教　育 日语教育与日本学研究
２０２０

要旨

第１章 はじめに

第２章 通訳実践活動の紹介

２．１通訳実践活動の内容

２．２通訳実践活動の特徴

第３章 通訳実践報告のテーマ

３．１実践報告のテーマとその意義

３．２テーマの専門性

第４章 通訳前の準備

４．１専門用語を積み重ねる方法

４．２業界における専門用語の使用規則

第５章 ケーススタディ

５．１業界知識の不足及び対策

　５．１．１業界基礎知識の不足及び対策

　５．１．２業界新概念の勉強不足及び対策

５．２話題への認識不足及び対策

第６章 通訳実践の総括

６．１総括及び収穫

６．２限界性

参考文献

　上記の示すように、 論文のタイトルと目次が日本語や中国語の特徴に一言も触れていない

ため、 いったい日中通訳実践報告か、 それともその他の言語の通訳実践報告か、 はっきりさ

れていない。 論文の内容も、 ほとんど一般論で、 日本語と中国語のみならず、 ほかの言語間

の通訳にも当てはまる。

４．３　通訳改善策の独創性の欠如

　一般的な通訳実践報告は、 通訳実践の概要、 事前の準備、 実施状況、 実践中の通訳者自身

の不足及び通訳改善策(ストラテジー)などから構成されている。 日中通訳の特徴などが細か

く検討されていないため、 通訳実践中の通訳者の不足は往々にして一般論に終わってしま

い、 通訳実践の成果を反映できないことが多い。

　たとえば、 学位論文広州水晶販売市場におけるアテンド通訳実践レポート(谢,２０２０)で
は、 通訳実践中の自分の不足を誤訳用語の準備不足による訳漏れ勉強不足による問題

点の三点にまとめている。 このような不足は、 わざわざ通訳実践をしなくても分かること

である。

　また、 学位論文某総合商社会社説明会の逐次通訳実践報告(奥山,２０２０)では、 自分の通

訳の不足を意訳の使用頻度誤訳訳漏れにまとめている。 そのうち、 誤訳と訳漏れ
は上の学位論文と重なっている。 しかし、 どこのどのような誤訳か、 どんな言葉の訳漏れ

か、 はっきりされていない。

　通訳実践中の通訳者の不足の指摘が曖昧なため、 通訳改善策(ストラテジー)に関する提案

もあやふやなものになってしまう。

　たとえば、 上にすでに触れた学位論文某総合商社会社説明会の逐次通訳実践報告では、
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