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1.機関概要

大学創立:1992年 (国立大学)

*9学部､2単科大学､10短期大学

学科設立:1993年 9月

所 属:教育学部外国語教育学科に属する日本語教育学科(日本語教師養成)

制 度:5年(予備教育 1年+学部 4年間)､｢日本語教師｣の資格取得

学生数:155人 各学年1クラス

学科長:近藤幸子(講師 1997年 12月から現職)

教員数:10人(日本人講師8人､トルコ入教授 1人､トルコ人教員 1人)

*ほかにトルコ人研究助手 5人(うち4人は日本の大学院に留学中)

学科設立の経緯:

1991年に当時の首相スレイマン･デミレル氏が日本を訪問した｡日本との関係を深めていくため

には､日本語が理解できる人材が必要であるとの認識から､翌年の 1992年にイスタンプルとアンカ

ラの高校に 1校ずつ第一外国語として日本語の教育が導入された｡この2校に続いて､他の高校で

も日本語が導入されることが予想されたため､特に日本語教師養成を目的とする日本語教育学科と

して設置された｡

開設式典にはトルコと関係の深い三笠宮殿下御夫妻御臨席の栄を受けている｡三笠宮殿下は

｢サクラと日本｣というテーマで講演され､式典終了後に大学構内にサクラを記念植樹された｡そのサ

クラは 1本だけではあるが健在である｡

なお､本大学の初代学長は､日本の外交政治および国際関係が専門のA.メテ･トウンジョク教授

で､学科はメテ教授によって開設された｡

(注)｡メテ教授は学科開設の3カ月後に所属する中東工科大学に戻ることになった｡

･学科が開設され､日本人教師3人､学生 18人で日本語教育が開始されたが､日本語教材､

辞典､日本関係図書はゼロの状態であり､多くの問題を抱えての出発であった｡

2.カリキュラム

*日本語関係のみ掲載･-教育学部のため､教育関係の科目が各学期におかれており､これらの

授業はトルコ人教員よって行なわれている｡

予備教育(通年)日本語基礎 (文法･会話･講読◆文字語秦)26h/過

1年前期 文法･会話｡講読e文字語嚢｡日本の文化(トルコ語)19h/過

1年後期 文法｡会話･講読｡文字語桑｡作文･日本の歴史(トルコ語)21h/過

2年前期 文法｡講読｡文字語嚢･作文◎視聴覚 18h/過

2年後期 文法｡講読｡文字語嚢｡作文｡視聴覚 18h/過

3年前期 特別表現･討論･論文記述法･上目翻訳･日本史｡教育工学一教材開発

日本語教授法 20h/過

3年後期 特別表現･新聞講読小一目翻訳･日本社会･日本語教授法 16h/過

4年前期 現代 日本･教科書分析･現代文学令上 目翻訳｡演習 12h/過
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4年後期 現代 日本･卒業論文･教育実習 14h/過

(注)授業時間数:1コマ45分 学期:前期 15適/後期 15遍･.車 間試験含む

3.使用教材

予備教育クラス みんなの日本語 Ⅰ,Ⅲ､べ-シック漢字ブック､トピック25

旦年 新 日本語の中級(スリエー)､中級読解入門(アルク)､テーマ 別中級から学ぶ 日本語､

べ-シック漢字ブックI,Ⅲ､なめらか日本語会話(アルク)､ビジネス日本語

2年 日本語中級Ⅲ(国際交流基金)､テーマ別中級から学ぶ 日本語､日本を読む､日本語教育頗

テレビコマーシャル集 2002､IntermediateKanjiBooklOOOPlus､留学生の日本語(作文編)

3年 留学生の日本語､上級で学ぶ 日本語ワークブッ久 論文ワ--クブック､外国人教師のた約の日

本語教授法､はじめての日本語教育1,2､トルコ語中級詳解､中上級者のための速読の日

本語､日本文学概論､文学作品､その他
,1.LLf=-rtI-tlH1㌔-おト I乙..nllITt-t1- ､てTp!jv､ITlへ､LLJlL三上

4,教育環境

図書室:約 2500滑(辞典類毒日本語s日本語教育｡文学や歴史｡社会各経済¢英訳 田本文学申英語 日

本文化関係)､トルコ語訳 日本文学等､視聴覚教材

*毎際交流基金､企業◎団体｡個人の寄贈による

LL室:30人周 1室Cや℡大型テレビ2台､実物投影機 逢台､プロジ ェ ク タ い - 1 台 ､ス ク .uL一一 ン 巨 台 ､ ビ デ

オレコ- ダ - 2 台等

PC室:招台 教員室:2室 教 室 :3室

機材(教員室内):pc5台､プリンタ-3台､スキャナ-2台､コピ-機 1台､テレビ2台偶HK番組受

像)､ビデオレコ-ダー2台､ビデオ舟メラ互息､ビデオ編集機 1台､bテ一ゝ一-プレコLy--ザ --一骨 台､ぅ

電話｡ファクス1台

*LL室､pc室の機材､その他の機材は､南際交流基金支援プログラム､日本政府文化無償

協力ほかによる

5中学生について

5.1 日本語教育学科を選択した主な動機

･英語ができるのでもう一つ別の言語が勉強したかったO

･ 日本語ができればいい仕事に就けると思った｡

専 多くの人が知らない言語を勉強したいと思ったO

･ 日本文化に興味があったO

5,2これまでの日本-の留学状況

1)文部科学省 日本語｡日本文化研修生(1年間)

トルコでは 1997年より本プログラムが適用される｡1997年度から2003年度までに

合計 15人の学生が留学している｡2004年 10月からさらに2人留学する予定である｡

2)交流協定校-の交換留学

2003 1人(3年生)東京海洋大学

2004 2人(2,3年生)愛媛大学 *1人は2004年9月から留学

2004 1人(卒業生)松山東雲女子大学 *私費留学

3)文部科学省 研究生(修士･博士)

2001 3人 名古屋大学(日本語教育)､広島大学(日本語)､岡山大学(経済)

2002 3人 岡山大学(言語学)､鳴門教育大学(日本語教育)､山口大学(日本語)
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2003 2人 静岡大学(文学)､鳴門教育大学(日本語教育)

2004 2人 熊本大学(社会学)､大阪大学(古典芸能)

4)日本財団｡日本語教育基金奨学金 (研究生+修士 3年間)

2000および 2003 各 1人 麗滞大学(日本語教育)

5.3 日本語弁論大会

アンカラとイスタンプルで開催されており､本学科の学生も毎年参加している｡これまでに大会で優

勝し､副賞の2週間 日本旅行を手に入れた学生も多い｡

5.4 日本語能力試験

1年間の予備教育を終了した学生は 3級を受験合格率は 100%である｡2年生から4年生の学生

たち2級を受験している｡2年生の中では2-3人程度､3年生では50%程度､4年生は70%程度が

合格｡4年生で1級を受験する学生が年々増加しているが､合格の壁は厚く､これまでに6人しか合

格していない0

5.5授業以外の活動

トルコー日本友好クラブ(大学公認学生クラブ)

｡学生･市民対象の日本語コ-ス開設(3年生)

｡日本文化週間(日本のカレンダー展､映画上映)

｡大学祭 (日本の踊り､折り紙､料理り｣､物販売など)

･｢第 10回 日本トルコ学生会議｣の開催

･新聞｢これから｣1号､2号発行

5.6学生の生活

住 宅:大学入学共通試験の結果で入学校が振り分けられるが､地元出身者はほとんどいない｡そ

のため､親元から離れ学生寮､下宿(個人経営の学生寮)､アパート(2-3人で同居)等に住ん

でいる｡寮費は食事付で$50､下宿は食事付で$200､アパートは 1部屋 $250くらいである｡

大学までは徒歩またはミニバス利用｡

奨学金 :約 50%の学生が､政府の学費奨学金 (授業料免除)と一般奨学金(返済の義務有)を受け

ている｡授業料は半期 $70､一般奨学金は$40(1ケ月)ほどである｡そのほか会社や団体

の奨学金を受けているものもいる｡

アルバイト:チャナッカレは人口7万人程度の小さな町で､産業も少ない｡そのためアルバイト先を見

つけることは容易ではない｡ホテル､飲食店などでアルバイトをしているものが多少いる程度

である｡ただし､夏休み期間中は観光地のホテルや土産物販売店､あるいは観光ガイドのア

ルバイトをしている学生が多いO

企業実習:学生たちに日系企業の仕事のやり方を勉強させること､また日系企業には本学科の学生

を知ってもらう目的で､学科として4年前からトルコの日系企業に､夏休み期間中の実習受入

れをお願いしている｡自動車関係製造工場や商事会社で毎年数名の学生を受け入れてもら

っている｡年々学生の意識が高まり､実習希望者が増えているが､企業の数そのものが少な

いのが悩みである｡実習期間中に見込まれた学生の中には､卒業後採用された者も何人か

いる｡

5.7卒業生の進路

本学科の研究助手(5人)､本学科の教員､日本の大学院に留学中(8人)､在イスタンプル 日本総

領事館､イスタンプル 日本人学校､イスタンプルアナドル商業高校､土日基金文化センター 日本語

講座(2人)､トヨタ号ルコ(3人)､ヤザキ､デンソー､帝国ピストンリング､コチカヤ､HtS,日本たばこ
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産業､日本語観光ガイド､観光関連産業(ホテル･械後･皮革製品･陶芸品などの販売)､など｡*数

字のないものは 1人

64提携｡協力関係にある日本の機関

交流協定締結校:松山東雲女子大学 2002年9月～ 東京海洋大学 2002年 12月～

愛媛大学 2004年 3月～

協力関係:日本財団-｢日本語教育基金｣受贈

(財)松下国際,軌卦 -日本研修孫行費周の助成(1997年より)

(財)ひろしま国際交流センタ--研修､ホームステイの受け入れ

麗揮大学-修士課程-の学生受け入れ

7.今後の課題

7,日-ルコ人教員の育成

トルコには､日本語◎日本研究の専門家の数が極めて少ないL,そのた軌 本学科では開設以来､

日本語教育は日本人教員が行なってきているoLかし､日本語教育学科も他の外国語教育学科と

同じように､教育や学科運営の中心はトルコ人教員によって行なわれることが本来の姿一報)るといえる｡

そこで本学では数年前から日本語⇔E3本研究の専門家を育成することに取り組んでいるO具体的に

は成績優秀で素質のある学生を選び､学科の研究助手として採用した上で､日本の大学院に留学

し(文部科学省奨学金による工 修士尋博士号を取得させ､将来E3本譜教育学科の中心的役割を担

う基材を確保する方法であるD第 2桓闇 の卒業生持999年)から始まったが､本学科には優先的に

毎年 ---人ずっ研究助手の採周が認められており､現在までに 5人の研究助手が採摺され､4人が

日本の大学院で勉学や研究を続けているoまた､日本財団から｢日本語教育基金｣の寄贈を受けて

いるが､この基金運用益も教員育成のための奨学金として利周されているQこの奨学金で麗樺太学

に留学し､日本語教育修士を終えた卒業生の一-人が､2003-2004年度学期から教員となったo

lO人の専門家の育成を目標としているが､一人目の研究助手が博士号を取得して戻るまでには､

順調にいっても3年後であり､トルコ人教員が中心で学科運営が行なわれるまでにまだ時間が必要

である｡

7.2教育の質の向上と研究の促進

本学科の日本人教員は､大学との契約 (高等教育機構､財務省の承認を得て)によって､勤務し

ている｡教員数は開設時には3人(注1)であったが､クラス数､学生数の増加に伴って､日本人教員

も増員され､1997-1998年度学期からは9人の日本人が日本語教育に携わってきているCしかし､

初期のころから数年前まで､トルコで日本語教育を希望する日本語教師は､教授未経験者が多く､

また待遇があまりよくなかったこともあり､2-3年トルコで経験を積んでから､より条件のよい職場を求

めて､あるいは､専門性を高めるべく大学院に入学するために､慣れたころに退職する人がほとんど

であった｡また､学科自体が基礎作りの段階であり､授業以外に副教材を作成したり､あるいは日本

の財団や企業にお願いして教材や図書を増やすこと､パソコンの導入､社会人向けの日本語コース

開設､日本の文化紹介行事の開催など､さまざまな仕事をしなければならず､各教師が研究活動を

する時間的な余裕も無かった｡

しかし､学科運営も軌道に乗り､修士課程出身者や 日本語教授歴のある教員が加わるようになっ

てから､少しずつではあるが､授業の実践研究を日本語教育シンポジウムなどで発表する教員が出

てきている｡大学も施設の建設､学部･学科の新設など基礎ができあがり､この2年程前から教育､

研究の水準を高めることに力を注ぎ始めた｡本学科としても､より質の高い教育を行なっていくため

に､また教員の自己研鉾のためにも､研究活動の推進に取り組んでいかなければならないと考えて

いる｡
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3年前に第 1回トルコ日本語教師会大会が開催され､今年の9月には第3回目の大会がアンカラ

で開催されることになっている｡第1回目はトルコの日本語教育機関が一堂に集まる顔合わせ的な

色彩が強く､基調講演ならびに､ヨーロッパ日本語教師会の組織作りに貢献された前会長による日

本語教師会ネットワーク形成についての講演のほかに､トルコの日本語教師会の必要性､今後どの

ような活動を望むかなどの討議が中心であっった｡しかし､2回目から実践研究発表が行なわれるよ

うになり､トルコの日本語教育界でも研究活動に取り組む人の数が増えてきている｡さらに､地理的

に近いヨーロッパ 日本語教師会主催の日本語教育シンポジウム-のトルコからの参加､研究発表も

歓迎されており､トルコからの発表者も徐々に増加の傾向が見られる0

こうしたことから､当学科でも研究活動を活発化していきたいものと考えている｡他の外国での教

授経験がある教師から､トルコ人学習者の特徴(主に否定的な面)が指摘されているので､研究領域

の一つとして高校での外国語教授法､あるいはトルコ人学習者が使用している学習ストラテジーの

調査研究などを取り扱っていくことも､今後の教育改善のために必要ではないどろうか｡

(注1)3人のうち1人は国際交流基金から派遣された日本語教育専門家である｡国際交流基金から

の専門家派遣は 1997年 12月を以って打ち切られた｡

7.3中等教育機関で第二外国語として日本語が導入されるように働きかける

トルコ教育省は 2004-2005年度学期から､中等教育機関で第二外国語学習を強制選択科 目とす

る方針を打ち出した｡これをうけ､本学科では大学を通じて､教育省に第2外国語に日本語も採用

するように働きかけている｡教育省が方針を打ち出しても､全国の高校が第二外国語教育として 日

本語を導入するまでには時間がかかることが予想されるので､イスタンプル､アンカラ､イズミールな

どの大都市の高校に個別に働きかける必要性があろう｡日本語を導入する高校が増加していけば､

学生たちの学習動機が高まるであろうし､日本語教師として働くことも可能となる｡

7Aトルコ人学習者用の教材開発

現在､イスタンプル地区の高校で唯一､外国語専攻として日本語を取り入れているイスタンプルア

ナドル商業高校では､『みんなの日本語 卜Ⅲ』がテキストとして使用されている｡同校では予備教育

1年間に日本語が集中的に教育され､その後3年間は週6時間程度の日本語の授業が行われてい

る｡そのため､このテキストで教育期間内に基本文法を終了させることが可能である｡しかし､第二外

国語として日本語教育が教えられる場合には､授業時間数が少ないことも考慮し､トルコ人高校生

にあった内容の教材を開発していくことが重要になってくる｡現在高校で日本語を教えているトルコ

人教師と協力しながら､トルコ人学習者用の教材開発を進めていくことも考えていく必要がある｡

7.5日本語教師となった卒業生-の支援システム

現在､日本語教育に関わっている卒業生の数は､学科が把握している限りで6人だけである｡前項

7A で触れたイスタンプルアナドル商業高校､そしてアンカラの土 日基金文化センタ-日本語講座

で教えている卒業生は､両機関とも日本人の先生がいるため､指導､助言を受けることができる環境

にいる｡しかし､それ以外のところでは､教育プログラムの作成から教材の決定､教授方法の決定な

ど､すべて一人でやっていかなければならないO高校で第二外国語として日本語が導入されるよう

になれば､本大学の卒業生だけでなく､日本語専攻のある他大学の卒業生も日本語教師になる人

が多くなると予想される｡日本語教師養成課程を標梼している本学科としては､日本語教師となった

人たちが､不安なく教育を行なうことができるように､支援活動も行なっていく義務があるのではない

かと考える｡国際交流基金の協力を得て､支援システムを実現する道を探っていきたい｡
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