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7 月 28 日（火）LAC 特別講座 みなさんの感想

みなさん、感想レポートありがとうございました。今まであまり接点のなかった国、トルコ

だったと思いますが、チャンスがあればぜひ一度、訪れてみてください。東洋と西洋の文化が

入りまじっていてとてもおもしろく、食べ物もおいしいし、モスクのきれいさ、大きさも圧巻

です。

●　私は地理が苦手なので、トルコの 97％の領土がアジア、残り３％がヨーロッパというこ

とを知ってとてもびっくりしました。また、日本と違い内陸国なので、ほかの国と文化等が似

ているというのもおもしろいと思いました。「日本人は自国の歴史や祖先のルーツに無関心」

とよく言われますが、今回の話を聞いて本当にその通りだと思いました。偉業を成し遂げた王

様や王朝を成立させた人物など、少しは知ろうと思います。イブラヒムさんの話で取り上げて

いたことのうち、私が特に興味を持ったのは、スレイマン王と朝食の由来です。私はコーヒー

が好きなので、スレイマン王がいなければコーヒーは飲まれていなかったかもしれない、とい

う言葉を聞いてとても親近感が湧きました。また、初めは羊を眠らせないために使用した、と

いうのに驚きました。いくら権力のある人でも、その力だけで１つのものを世界に広めること

はできません。だからこそ、今に残る歴史こそがその人の影響力を示していると思いました。

次に朝食の由来についてですが、私は何年もの間特に意味も知らず「breakfast」＝朝食と思い

続けていました。また、break のほうはよく知られる「破る」という意ではなく「終える」とい

うふうに使う、ということにも驚かされました。私自身トルコのコーヒーを飲んだことはあり

ませんが、トルコの人が朝食を「KAHVALTI」ということ、朝何かを食べることによりコー

ヒーを重要視すること等からうかがえるように、とてもおいしいんだろうな、と思いました。

コーヒーの淹れ方も少し変わっているので、大人の味がわかるようになってから、一度はトル

コで本場の味を体験したいです。日本人とトルコ人（アジア側）は髪、目の色こそ同じですが、

逆に言えばそれ以外は全く違っています。でも、先進的であった中国の文化を取り入れたり、

と似たところもあります。距離はあっても、実はいろんな国とリンクして互いに影響し合って

いる、というのがとてもおもしろかったです。（2 年）

●　私は今回の LAC 講座を聞いていちばん印象に残っているのは、後半に話していた日本語

とトルコ語の似ている点についてのお話です。トルコと聞くと、とりあえず日本とはかけ離れ

た国だと思っていましたが、今日の講座でその固定概念が覆されました。前に総合の時間でし

た夢ナビライブの発表で語学について発表していた人が、日本人には日本人の習得しやすい言

語があるということを言っていて、その理由が文法や発音のしかたなど似ている点があるから

だと言っていたのを思い出しました。私は日本とは違う国というだけでそのそれぞれの言語に

対して抵抗があり、いろいろな言語を話せるようにはなりたくても手を出すことは怖くて何も

しようとしていませんでした。だけど、今回の講座を通してちょっとした似ている点があると

いうことを知ることによって、こんなに抵抗がなくなって興味を持てるようになるのだと実感

しました。今まで抵抗があってあまり考えようとしていなかった語学に少し興味を持つことが

できました。まだ進路をどうしたいか、将来何をしたいのか、まだまだはっきりしていません
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が、少し視野が広がりました。もし語学の道に進まなくても、興味を持った国があれば日本と

似ている点があるか調べたりして、自分の知識を増やしていきたいと思います。（2 年）

●　LAC 講座を受けて、トルコの歴史やトルコの文化などたくさんのことを知ることができ

ました。私は世界史が好きなので今回のトルコの歴史の部分が１番楽しく聞くことができまし

た。国旗の意味やオオカミが子どもを守ったからこの絵になったなども知れてよかったです。1

番内容が頭に入ってきて印象深い内容はオスマン帝国ができてからの歴史についてです。トル

コの王の FAITH SULTAN MEHMED はヨーロッパの文化やすべての仕組みを変えるなどトル

コができる過程でこの人物がいないと今のトルコができないと思いました。この人物が

Dardanele Gun を使って敵からの侵入を防ぐための城壁を壊すために、大きな船を使い、山道

を越え攻めていったというところがとても印象に残っています。戦い方も相手を囲み攻撃した

りすごく賢い戦闘方法だったことも知れました。また、私たちのとても身近にあるコーヒーを

生み出したということにびっくりしました。羊が食べていてそれを食べておいしかったから今、

世界中にコーヒーが広まったと考えるととても興味深いです。トルコの人はコーヒーをとても

好きだという文化も知れました。他にも ATATURK がトルコの大統領（初めての）など LAC 講

座のこの機会でしか知れない内容をたくさん聞くことができました。トルコ人でも祖先が違う

ため日本人の顔に似ている人いるや日本語と似ていたりトルコと少し似ていると思い親近感が

湧きました。トルコの文化や食事を知って、いつかトルコに行ってみたいと思いました。モス

クで１回生で見てみたいです。今回、異文化についてたくさん知ることができて本当に貴重な

時間になりました。（2 年）

●　 I took a lecture of Mr.Ibrahim Orhan from Turkey.  He was eloquent and good at
making the audience laugh by his unique jokes.  I learned something about Turkey from his
story.   I  was  surprised at  the  legend that  the only  Turkish survivor  was  protected and
brought up by a wolf.  Turk took advantage of the agility of horses to win the war.  When
they are surrounded by the enemy, they turned the tables by running through the enemy
with their horses.  Also, in the war in Constantinople, Mehmet II attracted enemy attention
by crossing the mountains with the ships and he attacked the place which the guard had
been  weakened.   I  thought  this  tactic  was  very  clever  and  he  may  well  be  called
“magnificent”.  It is interesting that 97% of Turkey is Asia and 3% of that is Europe.  I was
impressed with that Turkish language style was very similar to Japanese one.  There were
many attractive things like tourist spots and traditional foods which made me want to go to
Turkey someday in Mr.Ibrahim’s lecture. (2nd year）

●　私はこの話を聞いて、特に印象に残っていることが２つあります。過去のことが未来に

つながっていることと、トルコと日本には深い関係があるということです。1 つ目の過去のこと

が未来につながっているということは、戦いの話を聞いたときに思いました。過去に中国にい

た時に、遠くに行く必要があり、5歳程度から馬に乗っていました。兄弟のように仲良く、馬に

乗ることに慣れていました。そのおかげで戦いの時に馬を使い、また敵を”C”を書くように囲

んで勝利しました。それがきっかけで、同じ戦法を使い、次にあったより難しい戦いでも勝利

することができました。私は歴史が苦手だけど、今と何かしらでつながっていると考えながら

学んだら頭に入るし楽しそうに思えたので、過去と今のつながりを知りたいなと思いました。

過去のことを活用できる人は強いのでないかなと思いました。2 つ目のトルコと日本には深い関



係があるということは知った時にとても驚きました。先祖が日本に近いところに住んでいた過

去があったり、トルコ人の顔は日本人と少し似ていたり、言語にも似ている部分があると聞い

て時には驚きを隠すことができませんでした。日本語とトルコ語は少し流れも、違う言語なの

に似ている部分があると知ることができました。日本とトルコに深い関係があると知り、ほか

にもないのか、知りたいなと思いました。私が特に興味を持ったこれら以外にも、知らなかっ

たことや興味深いことがたくさんありました。日本だけでなく、他国のこと、そしてその国と

日本のつながりなど、知れば知るほど楽しそうでした。今回の話でさらに世界に興味を持ちま

した。自分の知らないことはまだまだたくさんあるので、将来実際に行くなどして、もっと

もっといろんなことを知りたいです。（2 年）

●　トルコはヨーロッパ、アジア、アフリカなど様々な地方に囲まれていて、歴史上では

Gokturk というアジアに位置していたり、アジアに深く関係していると知って驚きました。中

でも、同じトルコ人であっても顔の特徴が全く異なることが多く、目はアジア人のように彫り

が深くないということを知らなかったので、親近感が湧きました。世界史の内容では、メフメ

ト 2 世がとても頭が良かったため船を陸上で運び、敵の陣地についたときすきをついて敵の厚く

て大きい壁を壊してオスマン帝国を破ったということを学びました。私は世界史が苦手なうえ

に難しい英語だったので、理解するのが難しかったですが、なんとなく世界の歴史を学ぶこと

ができたのでよい機会でした。また、「の」と「nun」や「へ」と「e」「ye」など、トルコの

言葉と日本語は発音が似ているところがあったり、breakfast は私は思っていた朝ごはんではな

くてコーヒーを飲むだけだったりと、トルコについて知らないことだらけで、興味深く、新鮮

でした。私は正直この講義だけでは少しわかりにくく感じたので、インターネットでトルコに

ついて調べました。イブラヒムさんが説明してくださったカッパドキアやアンカラの他にも、

ギョレメ・サンセットポイントという夜景や、モスクの中でも様々な種類のモスクがあってど

この風景、建物もとても美しく機会があればぜひトルコを訪れてみたいと思いました。（2 年）

●　Thank you for coming and teaching about Turkish history.  That’s so interesting!!  I
really enjoyed your lecture and I love your jokes.  I didn’t know Japanese and Turkish are
similar.  So I was surprised when I saw the pictures.  I haven’t eaten Turkish food.  So I
want to try someday.  I want to try Baklava.  It sounds delicious.  And I want to try Turkish
coffee too!  The Turkey’s pictures you showed us were so beautiful.  I want to go to Turkey
someday!!  Thank you for your lecture.  That was so good time.  We can learn about Turkey
that we haven’t known.  See you again. (1st year)

●　Thank you for coming to Nishi high school for us.  I learned a lot about Turkey’s
history, food and sightseeing spots, etc.  Mr.Ibrahim Orhan told me in detail what kind of
name it came from and I was very satisfied and moved.  The story of Turkey’s history was
found on the world map where Turkey was, and the videos and explanations made it easy to
understand, such as what strategy was involved in the war.  And I was especially surprised
that all Turkish schools have four years.  It’s been the same for a total of 12 years from
elementary school to high school, but I think that different countries have different years
depending on the rank of the school.  And I don’t know which country is famous for what
food and what tourist spots are popular, so I found out Turkey again.  I haven’t had much



coffee, but after listening to this story, I decided to try it.  I would love to visit Turkey if I
have the opportunity.  Thank you very much for this time! (1st year)

●　Thank you for nice class!  I enjoyed knowing about Turkey and story of your life.  Your
story was not boring, but interesting!  Actually, I didn’t feel close to Turkey until now.  But
thanks to you, I can feel Turkey closer when you said, “We are brothers and sisters!  I am
very happy.”  Turkish food looked very delicious.  I don’t like coffee, but I wanted to try
Turkish coffee after your class.  I was surprised to hear that you are not a native speaker of
English, because you speak very fluently.  I want to speak English like you.  I will study
English harder!  I want to go to Turkey someday! (1st year)

●　Thank you for teaching us about Turkey.  I learned about Turkey for the first time.  I
didn’t know much about Turkey until now.  But I was able to know a lot of things about
Turkey today.  I was surprised that Turkish and Japanese are similar.  I was impressed the
best that people carried some ships rolling on a log.  I think it is very wise.  And I also found
the way to attack the opponent’s position very clever.  I heard about Ankara for the first

time.  Ankara is very beautiful city.  I want to go to Ankara.  And I want to know about
Turkey.  I want to see the scenery of Turkey live.  Turkey is surrounded by Europe, Asia, and
Africa.  So Turkish people are from the same Turkey but they have different moods.  I was
surprised when I heard that.  Turkish people whistle to communicate between neighbors.
I’ve heard that, but I met the person who actually uses it for the first time.  I can’t whistle,
so I want to be able to whistle.  I learned a lot of things about Turkey.  I was able to know a
beautiful city, a beautiful view and Turkey’s history.  I knew there was still a world I didn’t
know.  I thought that I should learn about other countries, so I want to know more about
Turkey and another country.  Today, I learned a lot of things. (1st year)

●　Thank you for coming today.  I had a lot of fun.  I heard a lot about Turkey for the first
time.  So it was a good chance for me.  What I was most interested in was the school system.
I was surprised that it was quite different from Japan.  The topic of history was difficult for
me so I thought I had to study English more.  When I heard about famous places and food in
Turkey, I really wanted to go to Turkey.  What kind of Turkish food do you like best?  What I
want to try is baklava.  I want to go to Rize and I want to see them talking on the whistle.  I
was surprised that Turkish and English were very different.  I wanted to hear you speak
Turkish.  Thank you very much for today!! (1st year)


