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0.はじめに

土日基金文化センターは卜.JL.コと日本の友好関係を推進する場として 1998年に設立された､､E3本

語書籍専門図書館､大ホ-朕 かホ-ル､展示会場などを備えた3階建ての施設であるOホ-ルでは

邦楽コンサー ト､囲碁講習会､アニメ上映会､日本美術展など､様々な日本間連行事が行われている｡

日本語講座は2000年 10月に開講されたn開講当時は受講生が20名ほどであったが..現在では中学生

から社会人まで70名以上の受講生がここで日本語を学んでいるG学習動機のほとんどが ｢日本への興

味｣であり､当初は日本語学習をきっかけに ｢親日家｣を作るという目的があったと思われるが､最

近では日本語の上達そのものが目的になりつつある.,この講座からの日本語弁論大会参加者LEl本譜

能力試験受験者も着実に増えている｡ほとんどの受講生が日本語会話能力の向上を望んでおり､到達

目標は ｢E3本語でコミュニケーシjンができること｣である.､また､トルコ人教師とE3本人教師がテ

-ムになってひとつのクラスを教えるというトル｣の民間語学機関としては珍しい形態をと.ってお車

それが受講生に高く評価されているようだ｡

本報告では､土日基金文化セ:,J･ト ･｡LF3本語講座での実践の概要を述べたし㌔L;

1.土日基金文化センタ-㌔-について

1.1 基本情報

所在地: FeritRecaJErtugruiCad.OranO6450hkaraTurkey
Tel:+903124911748 Fax二十903124911752

代表者 : 理事長 :C.TayyarSADJKLAR

1.2 土日基金文化センタ-での日本関連行事

2003年5月-2004年3月 ( )は主催者｡

2003年5月29日～6月1日 日本アニメ･-ション映画祭 (土日学生協会)

2003年6月 17日～7月11日 現代日本の工芸展 (在 トルコ日本大使館)

2003年9月25日 晃覚邦楽会コンサー ト:琴･尺八･日本舞踊+クラリネット カーヌーン演奏 (荏

トルコ日本大使館)

2003年9月28日 囲碁講習会 ,- 中山典之六段,桂篤四段による指導 (在 トルコ日本大使館)

2003年9月29日 川田知子 ･田中麻紀によるバイオリン･ピアノ演奏会 (在 トルコ日本大使館)

2003年 10月6日～12日 UFUKTheExhibitionofContemporaryJapaneseArt:5人の日本人現代

芸術家によるパフォーマンスアー ト展 (在 トルコ日本大使館)

2003年 11月15日 アンカラE3本語弁論大会 (在 トルコE3本大使館)

2004年3月27日 粟津礼子ピアノリサイタル (在 トルコ日本大使館)

1.3 各種助成プログラムの受入状況

1.3. 1 国際交流基金助成

q日本語教材寄贈
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中日本語図書寄贈

･現地講師謝金助成

･専門日本語研修 (司書研修)

･海外日本語教師長期研修

1.3.2 0DA

･大ホールの映像 ･音響機器.LLー機材などの寄贈 (1998年)

qコンピューター設備､衛星放送受信用機材､音響機器などの寄贈 (2000年)

2.土日基金文化センタ-日本語講座

2.1 沿革

1998年5月 土日基金文化センター開館

2000年 10月 日本語講座開講

2000年 10月-2001年6月 国際交涜基金日本語教育専門家派遣

2002年 10月-現在 国際交流基金日本語教育専門家派遣

2.2 日本語講座の目的

a.趣味としての日本語講座の場を提供するo

b.会話中心の日本語講座としての独自性を持つ｡

C.日本語を学ぶことによって日本への関心を高める.

d.日本語能力の高い人材を育成する｡

2.3.教授スタッフ内訳 (2004年春学期)

常勤講師2名 (トルコ人)

非常勤講師2名 (トルコ人1名､邦人 1名)

客員講師 1名 (国際交涜基金日本語教育専門家 1名)

2.4.カレンダ- (2003年 10月～2004年7月)

2003年秋学期 2003年 10月4日-2003年 12月27日

2004年冬学期 2004年 1月10日-2004年4月8日

2004年春学期 2004年4月10日-2004年7月 1日

2.5.使用施設

日本語講座用教室3室､LL教室 1室､コンビュ-タ一室 1室 (ワ-プロ演習に使用)

教員室 1室

2.6.受講生の内訳と学習目的

2】6. 1.受講生の内訳 (2004年6月現在 回答者 76名)

10･--19歳20-29歳害30-39歳.40歳以上49 6 2
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b.性別

% ! 54%

C. 学生と社会人の割合

トイツ語

軋 母語

人数 i 74

2.6.2.E3本譜学習に関する意識

a.日本語の四技能の優先順位 .- 話す-聞く-読む-･-書 く

2 位 に選 んだ者

カ テ ゴ リ-中の ｢詩2

b. 学習目的

2.6.3 日本への関心

日本に軒してどんなことに興味を持っているかO(複数回答)

興味の対象 伝統文化 先端技術 アニメ 音楽 武道 経済

人数 51 40 31 23 21 12

その他の回答

E3本人 ･.4名､ 映画 ･.3名､ 料理 :2名

1名ずつの回答 ;自然､歴史､哲学､道徳､日本の家､温泉､釣り､ゲ-ム

2.7.2004年春学期のコース

2.7.1 有料コース 二日本語コース

各クラス週4時間G l学期 44時間の授業と1-2時間のコース修了試験 (筆記試験およびインタ
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ビュー試験)が行われたolクラスにトルコ人教師と日本人教師の両方が入る体制｡授業は土曜日､

日曜日に行われた｡2004年度春学期のコース名､レベル､主教材､学習課は以下の通りである｡

L クラス レベル 主教材 学習課

A1クラス 入門 『みんなの日本語 Ⅰ』 1-7課
A2クラス 入門 『みんなの日本語 Ⅰ』 1-7課

Bクラス 初級前半 『みんなの日本語 Ⅰ』 7-13課

Cクラス 初級前半 『みんなの日本語 Ⅰ』 14-21課
Eクラス 初級半ば 『みんなの日本語Ⅱ』 24-33課

2.7.2 無料コース 二ワープロ演習

水曜日と土曜日にCクラスを中心に自由参加という形でワープロ演習を行った｡基本的に自由参加

で､ワープロの基礎から作文作成までのプログラムになっている｡4回で完了できるようにプログラ

ムを作成したが､各自が自分のペースで学習するという形にしたので､最終作文完成のために何度も

参加した受講生もいる｡参加者の合計は12名である0

3.日本語講座の充実と進展のために

3.1 チームティーチング

チームティーチングでひとつのクラスを2名ないしは3名の教師が教える体制が整い､また､各ク

ラスに必ず日本人教師が入るという形も定着し､そのスタイルが土日基金日本語講座の特色として外

部に認識されるようになったOトルコ人教師と日本人教師が組んでひとつのクラスを教えるメリット

は以下の通りである｡

a.受講生側のメリット

･ 日本人教師から正確な発音､表現が直接学べる｡

･ 日本の文化 .習慣について直接学べる｡

･ 母語話者と会話ができるので､学習に取り組む姿勢が意欲的になるO

･ トルコ人教師に疑問点についてトルコ語で質問できる｡

･ トルコ人教師の日本語力が受講生の目標になる｡

b.教師側のメリット

･ お互いに相談しながら授業を進めるので､独断的な授業になるのを防ぐことができる｡

･ トルコ人教師は日本語､日本についての疑問点について日本人教師に質問でき､すぐに返

答が得られるO

･ 日本人教師はトルコ人受講生の困難点について トルコ人教師に質問でき､すぐに返答が得

られる｡

3. 2 教師ミーティング

週1回の教師ミーティングは専任講師と非常勤講師の交流の場でもあるO春学期はミーティングを

水曜日の午後行った｡ミーティングの内容は､①前回の授業の問題点についての話し合い､②次回の

授業のクラス別打ち合わせ､③今後の予定の決定､である｡②に関しては､教室活動が単純なものに

ならないよう話し合い､多様な教室活動 (ディスカッション､インタビュー､ロールプレイ､ペアワ

-タ､視聴覚教材の使用とタスク､など)を準備した0

3.3 授業報告

教師全員が授業終了後に各クラスについて､①授業がどこまで進んだか､②どんな副教材を使った
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か､③授業中に出てきた質問や問題点､④連絡事項などをまとめて授業報告を書いている｡この授業

報告は教師ミーティングのときの参考資料にもなる｡また､コース修了後に､受講生からの質問の傾

向や要望をまとめ､次の学期の改善案を組み立てるときにも役に立つO

3.4 学習者に合ったかJキュラム

授業報告などで判明した問題点については教師たちの話し合いにより解決をめざした｡また､受講

生の希望のうち､日本話力向上に役立ち､実現可能なものはできるだけ取り入れるようにl._j二;

3.5 ｢話せる｣｢書ける｣学習者の育成

｢文法や語嚢を学習しても使えなければ意味がない｣という考え方が教師にも受講生にも浸透して

きたため､授業の中ではインプットだけでなく､アウトプットの機会を増やしている｡コ-ス修了試

験では筆記試験とともに個別のインタビューテストを実施するという形も定着したO｢書く｣ことにつ

いては､受講生は当初はそれほど重きを置いていなかった｡しかし､2004年春学期に日本語講座ジャ

ーナル f-ォラン通信第1号｣の発行という大きな目標ができ､初級半ば以降の受講生にワープロ演習

と作文指導を行ったところ､受講生側にかなり真剣な取り組みの姿勢が見られ､具体的な目標設定が

学習意欲を高めるということが証明されたような結果になった(､指導にあたつては､(手必ず自分のこ

とばで書く､遼~)作者の個性が出るような作文を書く,ということを重視した..

2004年冬学期に初級修了クラスが初めて出上 このクラスでは春学期にいわゆる ｢初級から中級-

の橋渡L｣的な授業を行ったL:テキストなLJで授業を行･二7･たため､教師側は毎回授業準備が大変であ

ったoLかし､トルコ人教師は授業準備が自分にと--)てもいい勉強になったと語っている｡会話試験

の結果から判断すると､このクラス修'ア者の話す力はOP事の中級～上級レベルに達しているのではな

いかと思われる.チ

4.『オラン通信第 1号j_≡

日本語講座受講生の作文を集めてジャ-ナルを作成するというのは Irr71プロ演習｣の授業から生

まれた企画である｡受講生は自分の作文を書くだけではなく､上のクラスの受講生が下のクラスの受

講生の作文完成を手伝ったリ､漢字のルビ打ちに協力したりしたUレイアウト､イラストを担当した

のも受講生である｡受講生はチームワークに慣れ､授業外の時間をワープロ入力･編集･レイアウト･

イラス ト作成などにさいてくれたので､2004年4月末に念願の日本語講座ジャーナル 『オラン通信第

1号』を発行することができた｡執葦 .編集に関わったのは,C､E､特別クラスの受講生16名であ

るOなにかひとつの目標に向かって協力し合い_その目標が達成できたということが受講生にとって

も教師にとっても大きな励みになったようであるO現在は 『オラン通信第2号』をさらに充実した内

容にしようと受講生一同張り切っているところである0

5.今後の方針

基本的には現在のシステムを維持しながら､さらなる改善の道を探っていくつもりであるo

a.チ-ムティ-テンゲ体制を充実させ､教師同士の連携を密にする｡

b 週 1回教師ミーティングを実施し､その週の授業内容を充実さ替るための授業準備を行うo

c. 教師の授業報告記入を徹底させ､授業の中で出てきた問題点などについて検討し合う｡

d.学習者のレベル､ニーズに合ったカリキュラムにする｡

e.インプットだけでなく､アウトプットの機会を増やし､｢話せる｣｢書ける｣学習者を育てる｡

fu中上級レベルの学習者を育てるc

g.年に2回 『オラン通信』を発行するO
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