
トルコ人学習者によくみられる誤用例

一過去四年間の試験の集計から

エルドアン真理子 シュレン洋子

-､はじめに

ボアジチ大学文理学部歴史学科の選択必修科目である､日本語講座が開催されてから､

六年が経つ｡当初はJPIOl､102､201､202-と4学期 (2年間)であった

のが､現在はJP30工 302､401､402 (4年間)まで設置されているO

今回の共同研究は､JP102とJP201のクラスで施行した中間､期末考査の集計

から､ ｢作文にあらわれた誤精鋼の分析｣を試みてみたものである｡

二､作文の題名と文法事項

JPI02

･ボアジチ大学

･イスタンブール

動詞て型 ～てもいいです

～てはいけません

～てください

～て､～て

～てから

形容詞で型 ～て､～て

～で､～で

JP201

｡夏休みにしたこと

｡ヨーロッパ-行った時

･冬､時間がある時私がすること

･私のゆめ

･私の趣味

｡自己解介

｡イスタンブールの生活

｡島の生活

一トルコの教育

･トルコの習慣
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動詞 じしょ型 ～は-1=とで す

～7=吟に

～まえに

-ことが でき ます

動詞ない型 -､ないで くだ さい
+､1､--i､

､~′cLVILヽ ー}~

-なければ なりません

～なくても いいです

葡感 た型 r-′た ことが あわます

～た ほうが いいです

動詞ふつう塾 -と おもいます

--でしょう

-とき-

連体修飾

-たら-ド

過去四年臥 J7PI02と201のクラスでは､i;1上のようなテ-マで作文を書かせて

きた｡ただし､93年度のJP二川 2のクラスからは､試験間濃の率で､作文を要求するの

は､や蜘 こしたe長い掩文を書こうとする学象は､表記 も文法 も誤周が多 くなり､そ渚もだ

け得点ミスとなるからであるOそのかわり､試験を受ける ｢資格｣として､ r作文｣を課

することにしたO

ちなみに､今回の共同研究の 資 斜 と は し な か っ た が､5P2Ch完では以下の･よう ,Ii デ

マで､作文を書かせている｡

ウイスタンプ-jL,日､ル封 の有名な所

E 先生-の手紙

(使役､受身､敬語-等)

三､集計結果 (誤用例数が多いものをリス トアップ)

【表記】

1 5 i O EU

④りよこう 8 4

①濁音 誤用例 しゅうじ (十時)

たへてから (食べてから)

-んきょう (勉強)
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しんふん (新聞)

たいがく (大学)

きっふ (切符)

④長音 誤用例 べんきょ (勉強)

ゆめい (有名)

こえん (公園)

どうぞう (どうぞ)

ありがと (ありがとう)

いきましょ (行きましょう)

そです (そうです)

ときょ (東京)

どして (どうして)

g文法】

JP102 JP201

①に-で(『に』と書 くべき所に『で』が使われている)②で一に(『で』と書 くべき所に『に』がつかわれている)】 1337 2710

③助詞不足 31 37

④ ｢こと｣なし 16

①て塑 27

⑥ トルコ語的な考えから来る誤用 22

①い形容詞 19

⑧な形容詞 15

① に-で 誤用例

･あさごはん で こうちゃ を のみます｡

Cここ で き が たくさん あります｡

｡このあいた の にちようぴ わたし は うち で いました｡
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③ で-に 誤用例

｡ぎんこうのまえに ともだちを まちます｡

･こどもは だいが くなかに あそんでは いけませんO

③ 助詞不足
iざJTl_ヽt l二～ゝ_1.､-}_.一旦 _TLhJ .:レ _ゝt l _I_

.7Jl＼-EVl /L:V17Jユ＼Ll へん さ よっ し ま r9｡
｡こうちゃ のみながら はな し ます｡

bうみで およぐ が -ぽん すきです,3

中本を 読む とても 好きですから､いい先生になると思います√〕

① て型

-きつさてんで こうちゃを かいて､ポアズのけL,さを あなが ち の ん で ､

ほなします0

日まんを よんでから ねました｡

･ふねに のりてくださいO

巾くつで はいては いけませんo

① 言､ルコ語的な考えからくる誤用

むでがみを とりました｡

汗 ルコ語 aHm akは､とる､もらう､買うなどの意味を持つ｡さ

ゆいまは ほれ てんき に をりましたC

(｢晴れ｣の意味の トルコ語から直訳すると､このような日本語になるo j

･私の大学でいろいろなものができます｡

(トルコ藷seyは ｢こと｣と ｢もの｣ どちらの意味も持つo)

① い形容詞 ⑧ な形容詞

｡ふるいな ところへ いきましょう｡

･トルコの りょうりは とても おいしい でした｡

｡きれい ところです｡

⑨ あります-- います

･ポアジチだいが くに いちぎんこう います｡

･おもしろい ひとが たくさん あ ります｡

四､まとめ

JP102試験三つ (80名分)とJP201試験二つ (42名分)を､表記 と文法の誤 り

に分け､分析 した結果はt ｢三､集計結果｣のようであったOここで､もう一度まと袷て
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みると ;トルコ人学習者によくみ られる誤用例は-･

表記 ;長音の表記

文法 ;助詞｡特に､ ｢に｣ と ｢で｣の混同｡

助詞不足｡

形容詞全般｡ (い､な形容詞混同､否定形､過去形のミス)

と､言えるのではないかと思う｡
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