
引 言

在语篇分析中，接续表达是一种重要的语言

表达形式。胡壮麟（2018）指出“语篇中的连接概

念专指相邻句子（群）之间的连接关系。通过连接

性词语的运用，人们可以了解上下句子之间的语

义联系，甚至可经前句从逻辑上预见后续句的语

义。”[1]由此可见，接续表达属于篇章语言学的研究

范畴，接续表达的使用可以加强文章中句与句、段

与段之间的连贯性，使文章句子通顺、逻辑清晰。

但是，在日语写作中如何正确选择、使用接续表达

却是日语学习者感到困惑的问题。

日本学界对接续表达的研究主要着眼于接续

表达的分类以及接续表达在文章中的作用。相关

研究较有代表性的如佐治圭三（1970）、市川孝

（1978）、永野贤（1986）、佐久间まゆみ（1992）、日

本语记述文法研究会（2009）等。而近些年关于日

语学习者接续表达使用情况的研究也在逐渐增

多。如鲛岛重喜（1995）、市川保子（1998）、财部仁

子（2001）、安藤淑子（2002）、原田朋子（2005）、田

代ひとみ（2009）等对日语学习者作文中接续表达

的使用倾向以及存在的问题进行了考察分析。

在中国国内围绕着接续表达用法功能以及接

续表达中容易混淆使用的近义词的研究较多。比

如耿月新（1993）对「そして」「それから」「それに」

「その上」的异同点进行了说明。林璋（1999）通过对

接续词的词汇意义与句法功能的分析，指出含有接

续词的句子一方面直接影响到日语的词汇分类，另

一方面还影响到句子结构的分类。马燕菁（2010）指

出在关联理论的框架下，发现程序性语言形式「だか

ら」所连接的是说话人根据前序话语和语境推导出

某一结论的推理过程。王艳玲、吴惠升（2011）从前

后文的关系、句末表达方式等方面考察了表示因果

关系的「それで」「そこで」「だから」的共同点及不

同点。王忻（2010，2016）从中国日语学习者的偏误

出发对日语的接续表达形式进行了探讨，用认知语

言学理论对「そして」「それに」「すると」的使用区

别进行了重新规定。

对上述研究状况，我们认为国内外既有研究

对接续表达的教学起到了一定的指导作用，但是

日本的研究大多集中在对日本国内日语学习者的

调查，并不能准确反映中国日语专业学习者在接

续表达使用上的问题。而国内的研究多是罗列一

些偏误例进行分析，真正涉及到中国日语学习者

实际应用作文中接续表达的偏误分析相对较少。

为此，本文将从篇章语言学的角度出发，以中国大

日语学习者作文中“接续表达”的偏误分析

哈尔滨师范大学 东语学院 黄明侠

[摘 要] 本文通过日语母语者对日语学习者说明文和议论文中接续表达使用的评价分析，发现日

语学习者存在的最突出的问题是不能正确选择和使用接续表达。根据具有代表性的实例分析，我们

认为，日语学习者的偏误类型主要集中在以下三个方面：同一类型中意思相近的接续表达的混同、接

续表达类型选择错误、文体的偏误。本文探讨了产生这些偏误现象的原因以及相应的改善对策。
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学日语专业学习者说明文和议论文中出现的接续

表达为中心，根据日语母语者的评价结果，探讨中

国日语学习者作文中容易产生偏误的接续表达及

其产生原因，提出今后日语写作教学的改善对策及

指导方案，从而提高日语学习者的日语写作能力。

1 研究方法

本文使用的语料是黄明侠 2014年收集的日

语学习者的说明文和议论文。调查对象为中国国

内日语专业2年级、3年级、4年级学生各20人。2

年级为具有相当于日语能力考试2级水平的学生

20人，3年级为日语能力考试 2级合格者、日语能

力考试1级合格者各10人，4年级为日语能力考试

1级合格者20人。具体调查内容如下：

内容1：【説明文】日本語の表記で平仮名・片

仮名・漢字の三つが使い分けられている理由

と、その歴史的背景について、欧米から日本に

来ている留学生にわかるように説明をしてく

ださい。分量は1500字程度とします。

内容2：【意見文】思い出を残すのに、写真（静

止画）とビデオ（動画）のどちらがいいか？い

ずれかの立場を選び、理由とともに説得的に

示してください。分量は1500字程度とします。

本文以说明文和议论文中高频率使用的「そし

て」「それで」「だから」「また」「それから」「それに」

「でも」「さらに」「次に」等20个接续表达为中心，针

对这些接续表达的使用是否恰当，制定了表1接续表

达评价标准。日语母语者按照表1所列出的评价标

准，从形态、选择、语法功能、文体等四个方面对日语

学习者使用的接续表达进行了分级评价。接下来，本

文将根据3名日语教学经验丰富的日语母语者对日

语学习者使用的接续表达的评价结果进行分析考察。

2 日语学习者作文中接续表达的偏误情况

根据日语母语者的评价结果，我们发现除个

别的「これから」应改为「それから」、「次に」出现

了「に」的脱落现象之外，其他接续表达在形态的

使用上基本不存在问题，中国日语学习者最大的

问题在于作文中选择使用的接续表达并不恰当。

由于日语学习者在接续表达的选择上出现了错

误，因此日语母语者并未对其所错误使用的接续

表达的语法功能进行评价。通过日语母语者的评

价我们发现评价较低、偏误率较高的是「それで」

「だから」「そして」「それに」「でも」。针对同一接

续表达，虽然不同学年日语学习者使用次数有所

不同，但是日语母语者的评价结果显示，不同日语

能力水平的学习者均出现了偏误现象。这说明接

续表达的偏误与日语学习者的日语水平高低并没

有直接的关系，并非日语学习者的日语水平能力

越高，其对接续表达的掌握程度就越好。由此可

见，接续表达的偏误是日语学习者共通存在的问

题，因此，对其研究十分必要。本节将通过具体实

例对日语学习者的偏误情况进行分析说明。另

外，由于本文侧重于对接续表达的分析，因此按照

原文抽出与接续表达相关的部分，对原文中出现

的其他语法现象偏误在此不作分析。

2.1 关于「それで」的偏误

2.1.1与「そのため」的混同

「それで」与「そのため」均属于顺接型接续表

表1 接续表达评价标准

１.使用された接続表現の形態が日本語として自然かどうかを評価する。不自然の場合、その正しい形を示してください。

○：自然である

２.使用された接続表現の選択が適切かどうかを評価する。不適切な場合、その正しい形を示してください。

○：自然である

３.使用された接続表現が統語的な機能の面で自然かどうかを評価する。誤用の場合、その正しい形を示してください。

○：自然である

４.使用された接続表現は文体的な誤用があるかどうかを評価する。誤用の場合、その正しい形を示してください。

○：自然である

△：どちらとも言えない

△：どちらとも言えない

△：どちらとも言えない

△：どちらとも言えない

×：あまり自然ではない

×：あまり自然ではない

×：あまり自然ではない

×：あまり自然ではない
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达，多用于表示因果关系，但两者在使用条件上是

存在区别的。关于「それで」的意义用法，成同社

（2004）指出“该词是一个表述前后项互为因果关

系的接续词，重在强调自然而然的结果。”[2]而横林

宙世、下村彰子（1988）指出，「そのため」用于强调

发生特殊事情的原因。也就是说，后项陈述发生

的特殊事件，前项用于强调发生该事件的原因。

例（1）后项指出用汉字书写语言比用平假名书写

语言更容易理解，而出现这一特殊现象的原因在

句子前项——用汉字书写一目了然，平假名只表

示读音、而汉字在表音的同时也表意，该句强调的

是产生后项结果的原因，不是强调后项结果，故在

此不宜使用「それで」。同样，例（2）前后项之间强

调记忆模糊这种情况的发生是因为拍了照片之后

很少看或者完全不看。另外，由于「それで」多用

于口语，而「そのため」多用于较为生硬的文体，因

此在这里将「それで」替换为「そのため」更合适。

（1）漢字で書いてみると、それぞれが一つの

言葉であることが、目で見た時にすぐわ

かる。平仮名の一字一字が読み方だけを

表すのに対して、漢字は、それぞれが読み

方と同時に意味も表している。それで、

漢字で書いてある言葉は、平仮名で書い

てある言葉に比べて、意味も分かりやす

くなる。 （「それで」→「そのため」）

（2）たくさん写真を撮った後、そのものを見

るのは少ない、あるいは全然見ないこと

もある。それで、記憶が朦朧になってい

る。たまには見ても、長い時間が経って、

特にその写真を撮るということを重視で

はない。 （「それで」→「そのため」）

2.1.2与「そこで」的混同

成同社（2004）提到「そこで」前项多为某种事

实，后项是针对前项而产生的积极行为或顺理成

章的自然结果。例（3）前项指出日本本来没有文

字，为了记录生活中的事情，人们从中国引用了文

字，但这并不是日本的文字。后项指出随着社会

的发展万叶假名产生了。由此可见，该句前后项

并非因果关系，而是由事实顺其自然产生的结

果。同样，在例（4）中，句子前项指出汉字从中国

传入后，人们开始用汉字写文章。但由于汉字很

复杂，书写很困难，后项出现了“不只用中国的文

字，也要用日本的文字书写”的意见，日本开始尝

试简化汉字。该句针对前项存在的问题在后项提

出了采取的相应措施，而「それで」的前后项多强

调因果关系，因此该句使用「そこで」为宜。

（3）昔々日本には自分で作った文字がありま

せん。人間は生活の中の物事を記すため

に中国から文字をいんようしました。し

かし、これは日本の文字ではありません。

それで、社会の発展とともに万葉仮名が

作られました。 （「それで」→「そこで」）

（4）ところで、中国から漢字が入った後、人々
は漢字を使って文章を書くようになる。

でも、漢字は複雑なため、書くのが大変だ

と思われていた。それで、「中国の文字の

みならず、日本の文字で書こう」という意

見がはじめ、漢字を簡略化するのが試さ

れた。 （「それで」→「そこで」）

2.1.3与「ですから」的混同

「ですから」前项多表示原因、理由，后项多是

由前项而产生的当然的结果或是说话人的主观意

志判断等。例（5）由于句子后项使用了「思いま

す」，说明是作者自身的想法，为此应使用「ですか

ら」。同样，例（6）前后项的关系是根据前项作者

做出后项的判断，而不是原因与结果关系，故例

（6）不能使用「それで」。

（5）また、同じサイズのビデオのスクリーン

ショットは写真より劣ります。今では、写

真ほど高画質ビデオもあるんですけど、そ

の高画質ビデオはデータサイズが非常に

大きくなるんですが、電子メモリが必要で

す。それで、写真よりこちらのほうが金を

かかると思います。 （「それで」→「ですから」）

（6）特に、今しゃしんはびか効能があります。
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ひとはじぶん趣味は自由に美化ができま

す。自分を綺麗にすることができます。

そして、携帯電話で写真をとるのはむりょ

です。それで、思い出を残す手段として写

真をとるのはよりよい。ビデオより、写真

は単純な存在である。（「それで」→「ですから」）

2.1.4与「そして」的混同

「そして」多用于根据前项添加后续事项，针

对一个话题论述时追加补足的语气更强。在例

（7）中，作者指出平安时代女性贵族开始使用平假

名，而随着『源氏物語』『枕草子』等平安文学的发

展使用平假名的女性也逐渐增多。在这里前后项

的情况相继发生，强调的是句子前后的连贯性，故

该句应使用「そして」。同样，例（8）侧重于说明日

本的文字从无到有，再到用于文字标记使用，强调

时间上的先后顺序，而不是前因后果，因此在这里

「それで」应替换成「そして」。

（7）平仮名は万葉仮名を極度に草体化して作

られている。平仮名については、平安時

代女性貴族が使い始め、「女言葉」あるい

は「やまとことば」と呼ばれた。それで、

源氏物語、枕草子などの平安文学の発展

にともなって、平仮名を使い女性がだん

だん多くなった。 （「それで」→「そして」）

（8）日本には固有の文字はありませんせした。

漢字は中国語の表記するための文字です。

漢字はその構成上、象形、指事、会意、形声、

転注、仮借の六つに分かれている。中国

から日本に伝来しました。それで、日本

には表記するためのものとして使われて

いました。（「それで」→「そして」）

2.2 关于「だから」的偏误

「だから」与「そのため」的区别在于前后项是

强调主观判断还是客观叙述。例（9）、例（10）的作

者使用了「だから」和「ですから」。我们认为这可

能是由于作者的汉语思维方式想表达“因为前项

的原因，所以出现了后项的结果”。而例（9）与例

（10）的前后项，均是强调后项客观事实的发生来

源于前项的原因，并不存在说话人的主观判断。

即例（9）是由于过去平假名经常被女性使用，多用

来表达感情，因此平假名也称为“女子文字”。例

（10）是由于过去日本文化和经济的不发达，因此

日本在唐代派出了遣唐使，从而汉字由中国传到

了日本。故在此使用「だから」「ですから」并不

妥当。

（9）昔から、平仮名がよく女性に使われてい

た。それに、感情を述べることが多かっ

た。だから、平仮名も「女手」「女文字」と

称する。 （「だから」→「そのため」）

（10）中国と日本は一衣帯水の隣国であり、昔々
から交流がある。昔の日本は文化と経済

とも不発達していた。ですから、唐の時代、

日本人は中国へ遣唐使をつかわし、それで、

漢字は中国から日本へ伝わった。

（「ですから」→「そのため」）

2.3 关于「そして」的偏误

2.3.1与「ですから」的混同

「そして」与「ですから」分别属于不同类型的

接续表达。例（11）前项是说曾祖母是个和蔼可亲

的人，非常爱我，但是在我小时候就去世了。后项

指出我对曾祖母并没有什么印象，曾祖母只留下

一张照片。该句的前后项在逻辑上并不是一种追

加关系，而是在前项的基础上得出了后项这种符

合情理的结论，故在这里应替换为「ですから」。

同理，例（12）句子前项论述的是照片存在的价值，

而后项提出作者的观点，因此使用「そして」不

妥当。

（11）曾祖母は苦労してやさしい人で、私には

非常に可愛がっていました。しかし、私

が小さい頃、彼女は亡くなってしまいま

した。そして、私は曾祖母の印象があま

りありませんでした。曾祖母はただ一つ

の写真を留めてしまいました。

（「そして」→「ですから」）
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（12）ビデオより写真はあるいはすこし遅れて

いるかもしれません。しかし、今まで写真

も存在して、これらは存在のし甲斐があっ

て明らかに示しています。思い出にとっ

て、古い物が引き起こした情感の深い共鳴

は新進的な物にはおよばない。古い写真

をもたらす真実味は思い出の尊重だけで

はなく、さらに感情の昇華です。そして、

思い出を残すために、私は写真のほうがい

いと思っています。 （「そして」→「ですから」）

2.3.2与「また」的混同

由于「そして」与「また」都属于添加型接续表

达，因此日语学习者在两者使用上也容易混淆。

例（13）前后项分别从两个不同的角度对照片这一

主题进行论述，列举照片各个功能，前后项位置调

换也不会改变原意，而「そして」更倾向于在前项

的基础上添加叙述后项内容，因此，在这里使用

「また」更为合适。例（14）亦如此。

（13）例えば、戦争の時、戦地記者はビデオを作

るの余裕はありません。文章を書くこと

も多大な時間が費やします。その時、写

真は一番いいの方法でニュースを伝播し

ます。何年も過ごした、その写真は戦争

の大切な資料になりました。ある人はビ

デオでの記録はもっと完璧といいます。

私はそう思いません、思い出を残すの一

番重要なことは身を持て体験します。も

しずっと撮影機を持って、ちゃんと体験

しませんなら、それは残り値することで

はない。そして、写真は生活の中で細やか

なことも残します。いつでも喜ぶの時、好

きな画面を撮します。 （「そして」→「また」）

（14）一方、ビデオという形式は、ただ流暢的に

一つの長い動画を作るのは、その中の無

数の瞬間を定格して、表現することがで

きません。ただそのことの筋を表します

ので、その中の出現した興奮なものは一

瞬に消えします。その喜ぶさはなくなり

ます。それはとても残念なこたです。そ

して、ビデオの内容の保存は単一で、写真

より観賞しにくいですから、使用するの

は普通な人にっとては、その操作はそん

なに使用易いです。 （「そして」→「また」）

2.4 关于「それに」的偏误

关于「それに」「また」「そして」之间的微妙区

别，市川孝（1978）指出「それに」是追加关系、「ま

た」是并列关系、「そして」是累加、单纯的添加关

系。同时，伊豆原英子（2004）指出，对于说话人来

说，「それに」的前项叙述的是重要的信息，而后项

是次要的信息。另外，「それに」往往在前项叙述

某件事情或某种情况，而后项追加另一件事情或

另一种情况。例（15）前后项均是围绕照片功能这

一中心内容来论述，并没有添加其他内容，故这里

不能使用「それに」。该句如果着重强调照片功能

的两面性，即简单方便又可以马上了解照片的主

人公及拍摄场所，两者之间不分主次且具有相关

性，则可用「また」替换；而如果是在前项随时随地

都可以拍照的基础上进一步连续说明后项内容，

则将「それに」替换成「そして」更为贴切。另外，

由于「それに」多用于日常会话，在对事物、情况等

客观叙述说明时使用，不用于表示主观意志的句

子，且例（16）前后项对等列举的是相似的内容，因

此将「それに」替换成「また」更为恰当。

（15）ますは使用頻度がずいぶん違うと思う。

今の携帯の中には、普通は写真とビデオ

の機能が両方ついているが、写真は良く

使うと思う。どんな場合でも写真は簡単

に取れる。それに、写真は静止するもの

から、さっと見ると写真の主人公と場所

はすぐわかる。（「それに」→「また」・「そして」）

（16）私たちの身の回りに、ポスターやテレビ

コマーシャルの存在は珍しくない。どこ

でもいつでも、それらが目に入る。それ

に、教師が授業を行うときも、写真やビデ

オ等を利用して、学生により印象づけさ

せようとする。したがって、写真やビデ
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オはもう私たちの生活の隅々にあふれて

きていると言える。 （「それに」→「また」）

2.5 关于「でも」的偏误

「でも」是表示逆接的接续表达，由于汉语在表

示前后文转折关系时也使用“但是”，因此，中国日语

学习者一般不会在使用上产生偏误，而本节之所以

在偏误中提出，主要是指「でも」在文体上的偏误。

横林宙世、下村彰子（1988）指出，「でも」在口语中女

性使用较多，而「しかし」在说明文、议论文中频繁使

用，前文是承接对某种事态的陈述，后文则是说话人

对此产生的意见、感情。因此，在日语写作中应使

用逻辑关系较强的书面语「しかし」，而「でも」这样

具有较强感情色彩的口语词应该避免使用。

（17）家族とか、友達とか一緒に旅行に行く時、

卒業が近づく時、特別な日に来る時、自分

で自分の成長を記憶する時、パーティー

を行う時など、思い出を残すのに、どうす

ればいいと考えてみると。ある人にとっ

て、ビデオのほうがいいと思う、ほかのあ

る人にとって記念写真を撮るのほうがい

いと思う。でも、ビデオより写真のほう

がいいように、私は思う。（「でも」→「しかし」）

（18）ここから見ると、平仮名と片仮名は1 種

の発音の2 種類の読み方である。でも、

平仮名と片仮名の間には区別がある。「平

仮名」は漢字から簡素をして、「片仮名」は楷

書の偏旁冠脚によって得られたものだ。

平仮名は普通に基準の日本語の本来の単

語と日本語の漢字の標音を使われる。片

仮名書は普通にすべて外来語と専門用途

（例えば、広告、公共のロゴ）を使われた。

（「でも」→「しかし」）

2.6 接续表达的回避使用和过度使用

在日语学习者接续表达中也出现了未使用接

续表达和过度使用接续表达的情况。接下来将从

这两个角度对日语学习者接续表达的使用情况进

行分析。

2.6.1未使用接续表达

例（19）由 14个句子组成，但是作者却并没有

使用接续表达。虽然作者想要表达的意思大体可

以理解，但是整段文章前后项缺乏逻辑性。因此，

我们认为在文章中适当地加入接续表达，可以使前

后项形成某种逻辑关系，增强上下文的通顺连贯

性。从例（19）我们可了解到①-③是关于万叶假名

的说明，④-⑧是关于平假名的说明，但是两者之间

的界限并不清楚，容易出现逻辑上的飞跃。为此，

在③与④之间加上「また」，可以明确万叶假名与平

假名之间的区别。而在⑥与⑦之间加上「たとえ

ば」，通过列举后项的实例来说明前项内容，能够使

读者更加清晰地了解到平假名对日本文学作品的

影响。另外，因为⑨是对平假名读音的说明，所以

在⑧与⑨之间加入「また」表示后项是对平假名的

追加叙述，前后项是并列关系且具有相关性。最后

在与之间加上「そして」，在前文的基础上，进

一步强调叙述对日语单词意思的理解有助于单词

的记忆。通过这些接续表达的使用，更容易使读者

理清文章整体脉络，突出作者想要表达的主题。

（19）①西暦八世紀になると、日本人は「万葉

集」をもとに、「万葉仮名」という発音シス

テムをつくりました。

②万葉仮名は指定された漢字の発音を

使って、和歌、物語を書くために誕生され

たものです。

③その主な使い人は男性より社会地位が低

い女だから、「女文字」ともよばれました。

④平仮名のほとんどは漢字の草書から移

り変わったものである。

⑤西暦九世紀まで、平仮名の形が確定された。

⑥九世紀中期、社会に見下ろされた女た

ちは平仮名を使って、今の日本にも影響

深い文学作品を作り出した。

⑦「竹取物語」「伊勢物語」「源氏物語」など

の作品は平仮名で書かされたものである。

⑧そのなかには、男が女によそおってか

いた「土佐日記」もあります。

85



日语教育研究 2020年 第1期 总206号

⑨平仮名には清音、濁音、半濁音、拗音こ

の四つの種類があります。

⑩発音の部位と発音の方法は欧米の言葉

とずいぶん違います。

現代日本語には、平仮名は固有単語と

文法助詞を表示するとき使うものである。

漢字の発音を注音するとき、振り仮名

と呼びます。

英語には語幹というものがあるように、

日本の単語も基本の意味があります。

それの理解すれば、単語の覚えに役に

立ちます。

2.6.2过度使用接续表达

石黑圭（2016）指出“接续词不是万能的，如果

多余的接续词使用太多，各个接续词的作用将变

得暧昧，不能很好地发挥其功能。”（笔者译）[3]本论

文中的“过度使用”是指文章中不应使用接续表达

的情况下使用了接续表达，以及某个接续表达重

复使用的情况。例（20）中一连出现了四个「そし

て」，石黑圭（2000）指出「そして」的重要特征是原

则上不连续重复使用。从例（20）可以看出反复使

用「そして」并不恰当。①的「そして」前项是平假

名的产生，后项是对片假名的解说，在此将「そし

て」替换成「一方」更能明确前后项是两个互为对

照的不同话题。②④「そして」前后项是针对同一

主体内容的对等接续，因此应将「そして」替换成

「また」。而③「そして」即使去掉也不会对文章内

容理解产生障碍。该日语学习者之所以过度使用

「そして」，我们认为可能跟日语学习者的母语使

用习惯有关，今后在接续表达指导时有必要针对

不同的学习者因材施教。

（20）【前略】平仮名は女性用の文字で、「女手」

あるいは「女言葉」「やまとことば」と呼ば

れています。

①そして【そして→一方】、平安時代の初

期には、片仮名が発明されました。片仮

名は主に漢字の読み方や注釈として使わ

れていました。それは漢字の字画が多い

ですから、その字と字、行と行の間のとこ

ろはとても狭いのだが、もっと詳しいの解

釈と説明などが加えることができません。

②そして【そして→また】その間には内容

を早く書く場合にはとても不便なので

す。そこで、片仮名が生まれました。片

仮名の片は漢字の字形の中で一部分を取

り出して、その意味は一部分です。

③そして【そして→不要】、こういう話が

ありますが、その時、仏教の法典を訳すた

めには、片仮名の使用率はとても高いで

す。仏教の内容については、だいたい男

の子が接触しました。それで、片仮名も

「男言葉」と呼ばれています。

④そして【そして→また】、片仮名は主に

記号的、符号的な性格が強いです。今で

は、片仮名は外国の国名、地名、人名、動物

名、植物名や外来語や擬態語、擬声語など

が使用されています。

通过以上这些偏误现象，我们可以看出日语学

习者以下三点使用倾向：①虽然不同学年的日语学

习者接续表达使用次数不同，但其接续表达的使用

均出现偏误现象，并未看出日语学习者日语水平能

力越高，其对接续表达的掌握程度就越好；②在日

语学习者的接续表达中，顺接型接续表达和添加型

接续表达的偏误实例较多；③接续表达的使用存在

个体差异，日语学习者接续表达偏误中出现了未使

用接续表达以及过度使用接续表达的情况。

3 日语学习者作文中存在的问题及相应的改善对策

通过对日语学习者作文中接续表达的实例分

析，我们总结归纳出日语学习者的偏误主要集中

在以下三个方面：

（1）同一类型中意思相近的接续表达的混同

在日语学习者的作文中多处出现了「それで」

「そのため」「そこで」「だから」、「それに」「そし

て」「また」等接续表达的混用情况。查阅日汉辞

典我们发现「それで」「そのため」「そこで」「だか

ら」对应的汉语解释大多为“因此、所以、因而”等，

而「それに」「そして」「また」大多与汉语的“而且、
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又、同时”等相对应。

从二语习得的角度来讲，我们认为之所以会产

生这种偏误主要是由于受到了母语负向迁移的影

响。很多日语学习者在日语写作前习惯于用母语

思维方式来思考，先按照汉语的表达方式来写作

文，然后再将其翻译成日语，在汉译日的过程中，尤

其当一个汉语所对应的是多个日语词汇解释时，由

于大多数日语教科书中关于这些接续表达的意义

用法仅限于对词汇意思的单纯解释，并没有关于其

使用区别的说明，同时由于缺乏语言环境，日语学

习者很难从各个意思相近的接续表达中分辨其适

用范围以及日语与汉语中接续表达的用法差异，因

此日语学习者往往只能凭借着语感来使用，从而出

现了一些不符合日语习惯的表达方式。为此，在今

后的日语教学中，应加强对近义词辨析的说明与练

习，通过实例分析使学生正确理解日语接续表达的

功能和意义以及相互间的异同点。另外，用汉语解

释日语近义词时的说明有时晦涩难懂，因此应指导

学生大量阅读日语原文的相关文献，通过日语原文

资料来解读这些词汇在特定语境中的微妙差别，避

免母语干扰所造成的偏误。

（2）接续表达类型选择错误

日语学习者在接续表达使用的类型选择上也

出现了错误。市川孝（1978）指出接续表达可分为

顺接型、逆接型、添加型、对比型、转换型、同列型、

补足型。在日语学习者的作文中出现了「それで」

与「そして」的混同、「そして」与「ですから」的混

同，「そして」属于添加型的接续表达，而「それで」

「ですから」属于顺接型，由此可见，对于顺接型接

续表达和添加型接续表达的类型特征日语学习者

并没有完全理解并掌握，日语学习者往往会运用

母语的文化习惯和母语知识去套用日语，从而导

致了日语上下文逻辑关系的错误。因此，在日语

写作教学中应使学生了解接续表达的各种类型，

理解接续表达各种类型特点以及上下文之间的逻

辑关系，由于中日文化的差异很容易造成思维方

式上的差异，因此教师应指导日语学习者改变用

汉语思维的方式，逐渐养成用日语思维的习惯，进

行多种形式的写作训练，提高日语学习者运用日

语进行思维和表达的能力。

（3）文体的偏误

文体一般是指文章的语言使用风格。不同的

文章体裁所对应的文体也不同。说明文和议论文

需要有清晰的条理，强调文章整体内容的连贯性，

在这种情况下进行写作时应使用较为正式的书面

语。在日语接续表达中「でも」「それで」「それに」

「だから」「それから」等多用于比较自由随便的日

常生活会话，而「しかし」「そのため」「また」「そこ

で」等则多用于书面语。由于日语教科书中关于

口语与书面语两者之间使用场合有何不同的相关

说明较少，同时日语教师在课堂上大多用日语口

语教学，因此，日语学习者在自身还不具备口语与

书面语的区分能力时，常按照自身习惯使用较为

熟悉的接续表达，而对于不熟悉的词语采取了回

避使用。针对这一现象，在今后的日语教学过程

中，日语教师应在课堂教学上明确指出口语与书

面语适用场合的细微差别，使日语学习者了解常

用口语「でも」「それで」「それに」「だから」等所对

应的书面语和日语写作中经常会使用的接续表

达，并对其功能意义进行相关的指导说明。

4 结 语

本文以日语学习者所写的说明文和议论文为

文本，根据日语母语者对日语学习者作文中接续

表达使用的评价结果，发现日语学习者在日语作

文中存在的最突出的问题是不能正确选择使用接

续表达。另外，根据实例分析可以看出日语学习

者接续表达的偏误主要体现在以下三点：第一，同

一类型中意思相近的接续表达的混同使用；第二，

接续表达类型的选择错误；第三，文体的偏误。而

之所以会出现这些现象，我们认为是因为母语负

向迁移起到了重要的影响作用，同时，日语辞典以

及日语教科书的解释说明不充分也对日语学习者

接续表达的理解及使用造成了一定的影响。教师

们今后应在语篇水平上指导和培养日语学习者日

语写作能力。

[本文为2013年度国家社会科学基金项目“大学日语学术论文写

作及教材开发的研究”（批准号：13BYY158）的阶段研究成果，项

目主持人：黄明侠]
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An Analysis of Successive Expression Errors in the Compositions of Chinese Learners of
Japanese

Abstract: In this paper, learners of Japanese language are writing expository and argumentative texts which are evaluated by

Japanese natives. It is found that the biggest problem of Chinese Japanese learners is the inappropriate choice and use of suc-

cessive expressions. Based on an analysis of representative examples, we draw the conclusion that the types of errors mainly in-

clude the following three aspects: the confusion of successive expressions with similar meanings of the same type, successive

expressions type selection error, and stylistic errors. The reasons for these errors and corresponding improvement measures are

discussed.
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