
ボアジチ大学真読の歴史

ボアジチ大学 文理学部 歴史学科

所司真理子エル ドアン 蒔苗亜美

amakinae@yahoo.co.jp

l｡ボアジチ大学 E3本譜講座

1988年 10月に文理学部歴史学科の選択科目の一つとして日本語講座が開設されたOはじめは

j-Plot～l02｡201AD202と初級 レベル 2年間 (自主教材を使用)のコースであったOその後､中級

レベル JP30い 302､中上級 レベル JP40い 402､翻訳 JP50い 502と開設され､現在は 5年間のコ

ースとなっているC学生数は全体で約 80名O授業時間はJP且Oiへ′202までは週 5コマ､JP301さ302

古さ凋 4コ､マ TP4rさ1～.qnワ一章てさけ凋 Rコ､マて言丸ス Jlコーマ==F;nノキゝ1 7だアJ>キーか獲て3m執こき貴重引十thJpBーL一一 })-しノヽLhI)､tulノ Ut′ノ-j′〇一勺q/〉̀′ノヽ J､ヽ}L/1,̂irづrT51日Yd､

英語のため,b自己の専門に加え､ トルコ語､英語､そして日本語の分かる有能な人材が育ってい

ると言える｡歴史学科だけではなく､いろいろな学科の学生が受講してお り､最近は経営し療治_

数学､物理､英語教育､西洋言語文学学科∴ ブ一･しリズム学科の学生達に大気がある｡

2.. 現在の交流校

選択科 目の日本語講座でありながら､2醐毎年 8月現在 以 下 (,JT:H IS ､つ 町 尭 学 と 交 流 簸定 を 結 ん で

い Fn _

下関市立大学 慶応義塾大学 東京外国語大学 早稲田大学 関西外太 く関西外国語大学)

筑波大学

3.交流実績

12年間で合計 40名を送 り出し､日本からの受け入れは合計 24名 となっているC

4.交流の成果

1)就職状況 (2004年 8月現在)

男子 8名､女子 3名の合計 11名の日本帰還生が日系企業､ 日本関係の職場に就職 している｡

イスタンブール 日本人学校 1名

デンソー 3名

バン ドー 1名
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2)10年 目を迎える筑波大学との交流

今からちょうど10年前の1994年､日本語教育連絡会議の第7回がボアジチ大学で行われた｡

この時､筑波大学の先生方から教育実習についてのお申し出があり､翌 1995年 3月から､ボア

ジチ大学日本語講座で､筑波大生の教育実習の受け入れが始まった｡同時多発テロによって､

中止になった 2002年を除き､1995年から毎年 3月に3週間､2-4名の実習生がボアジチ大学

の通常の授業を担当するという形で､実習を行っており､2004年現在 10年間で合計 25名が実

習を行った｡そして､1996年初代の実習生の一人がボアジチ大学の日本語講座の常勤講師とし

て着任し､以後 1999年､2003年も同様に実習生が常勤講師として着任している｡この実習に

関して､2001年から筑波大学日本語日本文化学類では単位も認められるようになり､昨年 9月

に行われた トルコ日本語教師会では､ボアジチ大学として ｢教育実習生受入制度一理想の教育

実習をめざして｣というテーマで教育実習について発表を行ったOボアジチ大学の実習の特徴

として､以下の 3点があげられる｡第 1に筑波大学から来た学生はボアジチ大学の授業を担当

できる｡第 2に､卒業後も就職できる可能性がある｡第 3に､経験者である先輩が後輩を育て

るという流れが出来ており､さらにそれが繰 り返されている｡

このような交流の成果として､昨年 1月には ボアジチ大学文理学部と筑波大学日本語 日本文

化学類 との間に交流協定が結ばれた｡

そして､日本語教育連絡会議をきっかけに始まった交流が 10年目を迎える今年､ボアジチ大

学の日本語講座で日本語を学んだ学生が初代の留学生として､筑波大学に留学している｡

1994年 7月 第 7回 日本語教育連絡会議 於 :ボアジチ大学

1995年 3月 ボアジチ大学 文理学部 歴史学科 日本語講座で､筑波大学日本語 ･日本語文化

学類 (および地域研究研究科)からの日本語教育実習生iの受け入れの開始

1996年 初代実習生の一入が日本語講座の常勤講師として着任2

2001年～ ボアジチ大学での教育実習が 筑波大学日本語 ｡日本文化学類で

｢日本語 ･日本文化実地研修Ⅲ｣として単位 (1単位)が認められることになる

1期間は3月の3週間｡ポアジチ大学の通常の授業を担当する0

2 1999年 や2003年も､同様に実習生が日本語講座の常勤講師として着任｡着任した講師は

1年目JPIOl～JP202のすべての授業を見学することになっている｡
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2003年 1月 ｢トルコ共和国ボアジチ大学文理学部と日本国筑波大学日本語 ｡日本文化学類と

の間の学生交流に関する協定｣の締結

2003年 9月 第 2回 トルコ日本語教師会 (於 :ボアジチ大学)で教育実習について発表

『教育実習生受入制度…理想の教育実習をめざして』

2004年 4月 交換留学の開始 (ボアジチ大学-筑波大学)

く実習生のうちわけ>

1995年 2名

1996年 3名

且997年 3名

1998年 4名

且999年 望名

り‖nni藍 11I:≡.･【LLELU～-′V I Urト1

200且年 望名

望002年 同時多発テロにより中は二

2003年 望名

望004年 複名

(計)25名

4)飛び級する学生の増加

過去 3年間は夏休みに 2コース分を自習して､飛び級する学生がいる｡JPI02まで終わった

段階で JP201.202の教材を独学し､夏休みの間 個別に中間､期末試験を受け､合格点を散っ

たらJP301に進級できるというシステムであるO人数としては2-3名だが､JP30iの学生は7

-8名ぐらいなので､飛び級する者は決して少なくないと言える,

5) 日本語学習に対する動機の高揚

現在 ｢日本語を 3年間分勉強して､日本留学の選抜試験に受かれば､日本-行ける｣という

ことで､学生のやる気が高まっている0

5,今後の展望

1)帰国後の学内活動

今までの活動として､留学した先輩から留学希望の後輩-のオリエンテーション､日土友好ク

ラブの誕生があげられる｡日土友好クラブの活動として､2003年 5月に日土婦人友好文化協会イ

スタンブール支部のご協力によって茶道実演が行われ､2004年 5月には野外映画上映 (｢千と千

尋の神隠し｣)､2004年度には日本人留学生のためのチューター制度が誕生した｡来年度はボアジ

チ大学のキャンパスに ｢日本庭園を造る｣という計画がある｡
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2)日本企業とのネットワレク

ボアジチ大学からJETROに留学帰還生の履歴書が送られ､日本企業から募集があった時のデー

タバンクとして活用されている｡

2004年 6月に トヨタ自動車工場に､日本語講座責任者であるセルチュック ･エセンベルが トヨ

タ小林社長から招かれた｡

3)学術交流

1994年～96年にかけて､慶応義塾大学地域研究センターとボアジチ大学歴史学科で ｢日本 トル

コ関係の歴史的考察｣というテーマで共同プロジェク トが行われ､その成果として 『近代 日本 と

トルコの世界』(勃葦書房)が出版された｡

2004年 2月には､筑波大学日本語日本文化学類長今井雅晴先生の招碑で､真理子エル ドアンが

｢トルコ社会と文化-激動の25年を生き抜いた日本人- ｣という演題で講演を行った｡この講演

も後に講演集となる予定である｡

これからは､特に ｢日本企業とのネットワーク｣と ｢学術交流｣に力を入れたいと考えている｡

6,その他の対外的な活動

1)イスタンブール 日本語弁論大会実行委員

2005年 3月で第 14回を迎えるイスタンブール日本語弁論大会では､文理学部長が実行委員長

として責任を担い､当講座の教師陣も目土婦人友好文化協会イスタンブール支部と共に毎年実行

委員を務めている｡

2) 日本語能力試験受付

トルコ共和国における日本語能力試験は､首都アンカラを本部とし､92年から施行されている｡

当講座は､このイスタンブール地区に於ける受付事務局となって､受験者の便宜を計っている｡

3)イスタンブール商工会議所アナ トリア商業高校日本語科

1996年からイスタンブール商工会議所アナ トリア商業高校 日本語科の相談役を引き受けている｡

授業見学､教案作成指導の他､日本語講師採用の際には面接官として立ち会ったりもしている｡

4) 『坊ちゃん』翻訳-2003年出版

"K畦uKBET"(2003)OglakYaylnClllkveReklamclllkLtd.Sti.出版

1998年からJP501.502 (翻訳コース)の受講者が中心となって､夏目軟石の名作 『坊ちゃん』

をトルコ語に訳してきたOその成果が､目土友好年である2003年に一冊の本となった｡日本文学

の作品の紹介と言うと､今まで他の言語からの重訳はあったが､『坊ちゃん』(KOcUKBEY)は日本

語からの直接翻訳という点で意義があると言える｡出版に際しては､国際交流基金の翻訳出版助

成をいただいた｡
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