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巨∃二本 語 講 座 の 硯 ⇒犬

ボアジチ大学常勤講師 エル ドア ン真理子

1 沿革

1988年10月 1日 JPIOl開講 (選択必修 )

1989年2月 JPIO2開講 (選択必修 )

1990年10月 JP201開講 (選択必修 )

1991年2月 JP202開講 (選択必修)

199i年10月 .JP301開講 (選択必修)

この日本語講 座 は､開講 当初2年(JP201,lo∑,201,202) の予定で開講 されたが､受講 者

の要望により､ JP301,302,481,4t)2も開講の運び となり､都合4年間の コース となる｡
1992年 6月現在 JP302修了者が3名いる｡1992年 10月に はJP301 受講予 定者が15名(JP202
修 了者)いる｡

2 内訳 (ま992年 6月現在)

i JP101 JP102 JP202 JP302

程度 哲警がな 計ら鮫讐タ肘 ひち鼠:議賢漢字 中級

時間数 週 5時間 週 5時間 週 5時間 週 5時間

教科書 KokaylLap90&Ca Ko凱 禦 指ca Ko如 4禦 描 a 弓李莞撃)

*ボアジチ大学学部在籍者の うちほとんど全ての学部にわたって受講生がいる｡

3 特色

①当大学は前身のロバー トカレッジ (アメ リカ人 ロバー ト氏が建てたアメ リカ人子女の た

めの学校)時代から百余年の歴史を持ち､すべての授業が英語でなされている｡ よって､

日本語講座を修了 した学部生は､自己の専門に加 え､英語､日本語にも堪能な トル コの将

来にとって有力な人材 とな りうる｡

② トル コ人にとって日本語会話習得はそれほど困難ではない｡文法構造が似ている し､ 日

本語講座を受講する学生の中には ｢外国語習得が趣味｣とい う語学に秀でたものが多いO

これは トルコの教育制度にも関係する｡中学 ･高校で二言語 (例 フランス語 と英語)を

学べる私立学校群があ り､そこでは小学校 (5年間)卒業後二年間徹底的に (フランス語

系ならフランス語､ ドイツ語系なら ドイツ語 とい うように)仕込 まれる｡ポアジチ大学 に

は全国共通大学入学試験で高得点をとった者が選抜される｡が､その中には前記の私立学

校を卒業 した者が多数いる｡

③i990年4月より 圧∃本文化週間｣を開催 しているO 毎年恒例のものに ｢日本歴 史につい

1 9



ての講義 ｣｢着物 ショ-｣｢武道演技｣ 日990年空手､1991年合気道t.1992年剣道)等が

ある｡その他､ ｢生け花｣｢茶の湯｣｢三味線演葵 ｣など棄痕と講演を組み合わせ､見て

聞いて禁 しくかつためになるようプログラム作 りを工夫 しているOなお-この催 しは､ポ

アジチ大学関係者のみならず､一般にも公開しているe出演者は､在留邦人の方にもお願

い ナ (邦人の中から芸がある方をさが しだし)､毎年冒先が変わるようにレこいるo
今年度は経常クラブと合同で企画を練 り､ ｢巨∃本経済セミナーJ--日土実業界著名人に

よる,){ネルディスカ ッション-と ｢創作日本語時代劇さくら｣-臣∃本語jP2rj2､iO2受講者

有志による- ,It｡会場は末いきこ鯖 F.!卜が-:{--

セ ミナーは､咋_qotMtO舶 b官jSinesswithJapaTi印と結 うたれ､ トルコでは初の催 しであ

っ7こO

間厳守et,｡J Ej本文化 i'時代劇なので出場者且5人のうち解説者を除(13人までが着物を着

た｡女子は三つ指ついて障子の開け閉めをL/たゎ畳 (ござ)に座っT演技 したQ剣道の場

面か ら始まった;i学習-t7j助けどなったO

指導者および総監督兼着物 巨j､道具)係であった日本語教師に婆)太いなる畠信がつき､

(授業の合間をぬいながらの2か閂という短期間で､日東的突貫精神でアタチュル タ 芯 O

汁LjLjコ共和国生みlJT]父､ トルコの英雄b指導者 ee,のように?) トルコ入学生をまと

め られ､成果が得 られた｡,

妓女は現在JP30且間中毅教科書を執筆中であるO

④199i隼ii月に､イスタンプ--ルでは初の ｢E3太語弁論大会｣が開催されたo t:以前アン

カラでは2恒量開かれたことがある) 兵カテゴリ- (百本滞重三の経験なLoまたは 1年未

満)､f3カテゴ リー- 1'Ej本滞在 2年未満)に分かれ､それぞれが日本語力を競った｡出場

者 摘勺4(3人:)の i//3､入賞者 日8人)の2/5がボアシテ大学 E3本譜講座受講生であっ

た O

この貢献に対 して､Ej本総領事館主席領事松谷氏から以 Fのお申し出があったO

｢ボアジチ大学 E3本譜講座最優秀者に毎年KLM航空E3土庄復航空券を手配 したい｣

今年度については5月に客観的な選抜試験を行い (日本語能力試験 3親)､7月中旬に

経営学部 4年 (女子)が渡日予定である｡

4 問題点

①教師の不足

現在､常勤講師である真理子エル ドアンがJPIOi､102､20i､2nuZを担当､非常勤講師であ

るよう子シュレンがJP301､302を担当しているo

開講 5年目に当たる1992年10月には大幅な受講者の増加が見込 まれる｡男声話者がいな

いの も問題である｡

②視聴覚教室

国際交流基金から寄贈計画で種 々のテープ､ビデオカセットが届いても､それを活用で

きるようなラボがない｡

③ 日本語使用の範固

国外での日本語教育機関の大部分がそうであるように､教室外の日本語コミュニケ-シ
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ヨンの場が少ない｡中には､観光ガイ ドのライセンスを持ち,自分のグループを案内する

途中､日本人ツー リス トをつかまえては会話練習に励む者もいるが｡

④日本語の表記

ひらがな､カタカナはともかく､漢字学習には抵抗がある者が多い04年コースとなっ

たいま､4年間でどこまで漢字を教えられるか､教師の力量の見せ所だと思われる｡

5 将来への展望

この日本語講座は1988年10月開講時は歴史学科付属 ということもあり (他の外国語､フ

ランス語､ ドイツ語は外国語学校付属 となっている｡外国語を選択 したい学生はスケジュ

ールの中で外国語学校の項を見る)､大学内でほとんど知られてはいなかった｡

恒例のE]本文化週間のお陰もあり､現在はポアジチ大学約8000人の学生の間に知 られる

存在となった｡

Ej車 中トルコ合弁会社が増えている現在 (ブ リジス トンタイヤ､ トヨタ自動車等)､ま

た､日本資本の観光ホテル (チラーンホテル､スイスホテル)もでき､そごうデパー トの

進出がうわさされる昨今､日本語をとる学生は増えこそすれ､減 りはしないと思われる｡

今後は卒業後の進路について､市場を開拓 したいと思 う｡すなわち トルコ国内において

は日本語力を活かした就職先､ トルコ国外においては､自己の専門による留学先 (アメ リ

カか日本 ･･･ボアジチ大学の卒業生で修士課程を学びたい者のほとんどがアメ リカへ留

学する)を確保すべきだと思 う｡

E]本語教師自身､教えるだけにとどまらず､カウンセラー､ア ドバイザーとしての知識

と技量も求められるということだo

これからは､日本語を ｢手段｣ではなく ｢巨]的Jとする学生を増やしてゆくべ きだ と思

う｡カリキュラムもこの計画に沿って工夫されるべきである｡
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