
ボアジチ大字文理学部歴史学科 日本語講座

1992年度 日992年 1-0月-1993年9月 )活動報告

-イス タンブール Ei奉,A,社会 とのネ ットワーク作 りをきわざして-

呈.は じめ に

海外での 日本語教育gl,間黄点のび とつは 書~敦室外で 日本語 を使 うチャンスがない｣とい

う事である①又 ､卒某後の 日本語カをどう保持､活性す るか も問題 と患ってくる｡

読 をはか る事で 田本語数育効果も高 まるはずである8

今年度は ｢イス タンプ-舟 行奉A社会 とのネ ットTj-夕摩 りをめ ざして｣を目標をこ課外

講動 をすすめてみた ｡

2.,活劫葡普

@JH聖92年m月巧嬉gjTq仁生き第二野里ゼスタンプ-ZgF,JE3寒語弁論真蓋

午前 78時か らこと船 群や諾太字講堂で 離船=5共和遜~文部省▲東艶の開窓招辞で始 まった q>

騨年間轟 ｡鬼頭テ ゴむき-M宕日本藤在未経験 ､あるも吊孟滞在 ま年諌涌 き迅藤千㌢ ､才 を汁 ,一一 を 6:15

轟滞在 3年鎧邑1-=.I.2年未満 _3(,9二つのダ淋-才に分かれ ､田二番語ゴブが競お孤 荒 :I

A遵テゴW加に参加 したポア三プチ太字 摂容認講座受講生は 学名 ､ぞ-･FFP3うち 竣名が 先 賢 言山ノ

た 匂贈位 と演題は以下の通 りである 命

第 五位 セルダル ーバシャラ 毛男 ,3工学部3年

トル コ建築家シオ ン
･ヽT.~~II十 一7..LL'ヽ ′Ti_ /9--,i.～ I_∫,～'､tvこせ-pさE,5･J､ノT-

プ ubyサ 島二於ける研修とE3轟企業に於ける風間

第 3位 ジャン ･ヅナ ット (男〉一般公園講座受講生
途切れた施術

特別寅 7T一一十 1し .寸:{t=r-リキン (.i33)経常.7:爵上皇卑
文化の楕遇

をお ､A､Bカテ ゴリ-第-位には トルコ航空 ー白土往復航空券が授与された｡

②1993年12月2E萱(衣 )日本人学校見学

ポアジチ大学か ら日本人学校は地理的にも近い (車で10分 )又 ､お互 い日本語を教 えて

いる教育礁閑で もある｡ふだんから､ ｢日本文化 ｣ ｢日本精神 ｣伝導 をめ ざす 日本語講座

と してはー ｢百聞は一見に如かず｣日本の教育を目のあた りにす る穣会を- と､校長先生

にお願い し､水曜第三時限の茂美を見学 させていただいた｡見学者はポアジチ大 日本語講

座JP30弓受講生男 ･女計 8人であった ,小学校 1年か ら始 まって､中学較3年のクラスま

で見せていただ きー理科室 ､音楽室等 も見る社会に恵 まれ た｡ トル コの学校に比べて設備

が整 っている事 ､いすの後ろのぞうきん､玄周 で くつ をは きかえる事な ど印象に残る事が

幾つかあったよ うだ｡

日本語 クラスに戻 ってか らは､礼状 を書かせ ､清書 させ ､提出させた｡その 日､試駿な

どで参加で きなか った 2名の分 も含め ､計相通のお礼状 を､校長先生宛に届けた¢

参考 までに､一人の女生徒の分を後述する｡
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③1992年12月20Ej(pn)口本人会クリスマスパー､ニ J-′ l

毎年恒例の 日本人会ク リスマスパーテ ィーが今年度は ヒル トンホテル展示会場 で行 われ

る事 とな った｡

家族そろってなので､幼児 につきそ うベビーシッターが必要 となる｡は じめ は 日本 人留

学生女性にお話が あったのが ーヒル トンホテル 日本人マネジャー有馬女史 を通 して ポア ジ

チ大 日本語講座受講生にお声がかかった｡

JP301受講生の うち女子 3名が開会前から閉会までの約 4時間､ぺ ビ-シ ッタ一室 に控

えていた ｡

プログラム進行 中は司会役 もなさっている有馬女史の方か ら紹介 もしていただ いた ｡

④1993年 1月 ｢日本入会だよ り一書に掲載

クリスマスパー テ ィ-時のベ ビ--シ ッタ-係からヒン トを待､以下のよ うな記事 を ｢日

本人会だよ り｣ (月報 )にのせてもらったO

｢企業での短期研修 ､ベ ビーシッタ-､ トル コ語教授等 ､御要望があればーポア ジチ大

学文理学部歴史学科 日本語講座 まで御連絡下 さいも ｣

掲載後 ､きっそ く某銀行夫人から連絡が入 り､ トル コ語個人教技に女子生徒 を一入 派遣

した｡ トル コ語教授はこれ を皮切 りに続出 し､1993年 8月現在 9社､21人の 日本人 の方 々

に13人の先生役 を派遣 している｡個人 ､二人以上のグループ､御夫婦 と形態は いろいろだ

が､オフ ィス､あ るいはお宅に先生が出向く事は共通 している｡又 ､程度の差 は あれ ､英

語 と日本語 を媒介 に トル コ語 を教える事 も共通である｡

トルコ人ポアジチ学生 にとっては教室外で 日本語 を使 うチャンスができると共 に小使 い

もかせげ､日本人 の方にとっては日本語をとお して トル コ語 を習 える (語膿は 日本 語 と ト

ルコ語は同 じ)とい うメ リットがある｡

⑤1993年 4月第二 回イスタンブール 日本語弁論大会原稿集

昨年行われた弁論大会の原稿 を学生たちか ら集め ､漢字かなま じりの､日本 語表記 に改

め､ワープロを頼 み ､コピー し､原稿集 とした｡日本人会理事会をとお して法 人 会員の方

に配布 していただ いた｡

領事館の方 をは じめ ､前 日本人会長 (住友商事藤井氏 )日本国内日土協会 ー シル クロー

ドの会､ トル コ大使館にも郵送 させていただいた｡

大学関係では 2月に10人のグループでお見 えにな った立命虎大学 をは じめ ー早稲 田 ､慶

応､新潟 ､北海道東海 ､下関市立大学にも知己の先生方 を通 してお送 りした ｡

原稿集作成の 目的は ｢まえが き｣に も書いたように ｢活動 を記鐘に残す こと｡お互 いの

倖晶を読んで励み とす ること｡ ｣である｡

⑥1993年 5月ポア ジチ大学 日本語講座 ミニ弁論大会

昨年 までは春 ､4月 ともな ると恒例の ｢日~本文化週間 ｣があった ものだが ､今 年度 は講

座責任者セルチュク dエセンベル助教授が来 日中で b開催で きなかった｡

そのかあ りに､日本語講座の最終 日ー5月31日 (木 )11時- 1時JP202受講 一生中心 に20

名が好きな演題でスピ-チを した｡お客さんには講座生か らトル コ語 を習 って い る在留 邦

人女性中心 に 6名の 日本女性 をお招 き した｡日本の学校の ｢学習発表会 ｣の雰 囲気で ー最

後には トル コテ ィー dケ-キの老親会 も行われ一日土親睦がはか られた｡
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⑦ 柑93年 8月合弁企業 トヨタサに日本語講座卒業生が就職 ｡

8月 1日付で経済学部卒業 フィグン ･クチュクコネルが金融瀞門のエキスパー トとして

トヨタサに裁 格 ｡彼女は1992年11月弁論大会Aカテ ゴリーで二位､12月クリスマスパーテ

ィ-でベ ビーシ ッター役 をつ とめ､現在週未に邦夫女性二名に トル コ語を教えてblる.7.

3.今後の謹選

ポアジチ大学の 日本語教育は1993年 相月で 6年 目に入 る◎初の地元 日本企業就織第一 号

を撃出 した昨年度 に続いて ､今年度 を'以下のようを 目標 を掲げ､進めて砕きたいと思 う_

窃開かれた 日本語講座にす る

語学 に興味があ る方 ､教育に関心がある方､日本語教師 に 懲 り食もう斉 川 目的は どうであ

れ ､講座の授業見学は大歓迎である｡特にーE3奉Å男性は ｡ (当太字の 田本語教師は女性

ぽか りをので ､男声 を聞かせ る礁会がをかをかならも_,ラ

②記鐘を残 して轡 で

｢弁論大 会庶稀集 ｣郊 よ うを刊行物 を海草発行 し続けた も う o

③織元に蛋献 V還元す る

習得 した 田本語 ､日東精神 を活かせる職業 ～犠場の開拓 を当兼学は歳観謙憩い以上 ー日

本語教師が窓 口､ア ドバイサW t漆やンセラ､-の役 目も兼ぬ るや

⑥ Eg主文蔑友好lもの協力

経常事館 qE3寒Å金一Lq土嫁A友好文催協会 とカを食わせて～ 藩敦､行事 を盛 りあげ

る告飼 え毒富､ トル コ武のためのEi奉語弁論大会は第三回昌を追 えるが ､ ｢E3事大のため鍔

トル コ語弁論大会 ｣も考 えられる¢ ｢第四回ボアジチ大学 日本文化週間 ｣の企画のぞAとつ

と してプログラムに凝み込みたい｡

,1 ･むi..b抗1L-P▲二i.■JJ1′ノ▼L_

ポアジチ大学 日本語講座のスロガ- ンは rさむ らいの心 を持 ったアタチュル クの子供た

ち育成 ｣である｡ 日本語 クラスを巣立 った若者たちが､白土友好のかけ梼 とな り､ トル コ

共和国発展の中核 となる日が近い事 を願って､ペ ンを置 く事 にする｡

1993年-9月 3日
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専任講師 真理子 ｡エル ドアン


