平素よりTPA・JTECSに格別のご支援･ご協力を賜り、誠にありがとうございます。
泰日経済技術振興協会(TPA) 日本語ニュースレター “TPA Newsletter” 5月– 6月号を
お届けいたします。今後とも、変わらぬご支援・ご協力をお願い申し上げます。

TPA ACTIVITY REPORT

最近の活動
石川経済産業省(METI)貿易経済協力局長TPA来訪
4月2日、石川 正樹経済産業省(METI)貿易経
済協力局長と寺川 朗在タイ日本国大使館の商務
書記官がジェトロバンコク 辻本 崇紀次長が泰日経
済技術振興協会(TPA)を訪問されました。今後の
タイ産業の高度化について意見交換をしました。

TPA Charity Run 2019
3月17日、チャリティーと参加者の健康増進活動を推進するため、
泰日経済技術振興協会(TPA)は、“TPA チャリティー・ラン2019” を
ルンピ二ー公園において開催しました。すべてのTPAチャリティー・ランの
収益金（200,000バーツ）はチャルーム プラキアット乳ガンセンター
財団に寄付します。

Quality Management in IoT Age
3月30日、品質管理の分野で世界的に活躍して
いる狩野紀昭東京理科大学名誉教授による、
タイで一年に一度の貴重な講演会を行いました。
IoT時代の品質経営：工程品質作り込み(BQiP)
による品質保証体制の強化とサービス産業について
講演いただきました。
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ANNOUNCEMENT

日本人対象 セミナー・研修のご案内
タイ労働福祉省認定 安全管理者講習・安全衛生職場環境委員会セミナー
タイ労働福祉省より2006年に告示された「労働の安全・衛生・職場環境管
理」に基づき、タイでは安全管理者ならびに安全・衛生・職場環境委員会の設置が
義務付けられております。該当事業所においては、全ての部署の管理者が労働福祉
省の定める12時間の講習の受講が義務付けられております。
*講義はタイ人講師（労働福祉省に承認された講師）によるタイ語から日本語へ
の通訳で行います。

バンコク
会場

シーラチャ
： ウインザースイーツホテル スクムビット20

会場

受講料金 ： TPA/JCC会員 9,095THB /

： ケープラチャホテル

受講料金 ： TPA/JCC会員 10,165THB /

一般 10,165THB

一般 11,235THB

【安全管理者講習】

【安全管理者講習】

6月18日(火) / 19日(水) 9時～16時30分

6月13日(木) / 14日(金) 9時～16時30分

7月23日(火) / 24日(水) 9時～16時30分
【安全衛生職場環境委員会セミナー】
5月7日(火) / 8日(水) 9時～16時30分

日・タイ クロスカルチャーセミナー
日・タイそれぞれの国の基本的な文化・習慣から、ビジネスシーンにおける考え方の違いまでを、日系企業や日本人と
日々タイの現場で深くかかわっているタイ人講師の視点から学びます。それぞれの国の基本となる挨拶や習慣の意味も知り、より
深く相手を知ることによって円滑にタイ生活や仕事が進むようになるのが目的です。講義の後半では、現場のコミュニケーション
ギャップから生まれるトラブル事例から考える、実際の問題を解決に導くヒントになるワークショップを行います。
【日本人対象】

6月11日(水) 9時～16時

【タイ人対象】

6月20日(木) 9時～16時

場所：泰日経済技術振興協会（TPA） パタナカーン新館 ソイ18

お問い合わせ先
研修部担当： 笹嶋(ささじま) Tel：02-717-3000-29 (内線:754), E-mail: japanese.course@tpa.or.th
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5～6月の日本人対象セミナースケジュール
日経

コード

コース名

開催場所

5月7日(火)・8日(水)

E19SH003J

安全衛生職場環境委員会
(労働福祉省認定講習)

バンコク
フォーウィングスホテル
スクムビット ソイ26

5月9日(木)
6月6日(木)
7月11日(木)

A19SH003J
A19SH004J
A19SH005J

事例・判例から学ぶ タイ労働関連 (全3回)
第1回 就業規則を見直そう
第2回 労使間の契約書と労使紛争
第3回 解雇のトラブル 事理・判例

バンコク
泰日経済技術振興協会
パタナカーン新館 ソイ18

5月28日(火)
6月25日(火)
8月27日(火)

A19SH006J
A19SH007J
A19SH008J

タイ論出入セミナー (全3回)
第1回 基礎知識編
第2回 実務応用編
第3回 リスクマネージメント

バンコク
泰日経済技術振興協会
パタナカーン新館 ソイ18

6月11日(火)

A19SH010J

クロスカルチャー

バンコク
泰日経済技術振興協会
パタナカーン新館 ソイ18

6月13日(木)・14日(金)

E19SH005J

安全管理者講習
(労働福祉省認定講習)

シラチャ
ケープラチャホテル

6月18日(火)・19日(水)

E19SH006J

安全管理者講習
(労働福祉省認定講習)

バンコク
ウィンザースイーツホテル
スクムビット ソイ20

TPA ANNOUNCEMENT

付属語学学校
タイ語コミュニケーションコース ～全60時間～
このたび、ソーソートーでは最新のタイ語教授法を取り入れた新しいテキスト
を作成しました。様々な言語習得理論、音声学、タイ語教育等の研究成果
に基づいて作成されています。このテキストでは、日本語で文法説明をせず、
最初からタイ語で授業を行うため、充分にタイ語を聞き取る練習ができます。
コース終了後は「買い物」「レストランの予約」「料理の注文」「マンションで
トラブルが発生した際のやりとり」など、タイでの生活に必要なコミュニケーション
能力が身に付きます。
コース

コード

受講日

時間

受講期間

申込締切日

受講料 (ﾊﾞｰﾂ)

①毎日午前コース

TQ01-19-S001A

月-金

9.00 - 11.30

5/21 - 6/21

5/14(火)

8,500
(60時間/24回)

②毎日午後コース

TQ01-19-S002B

月-金

13.00 - 15.30

6/3 - 7/4

5/27(月)

8,500
(60時間/24回)

③日曜日午前コース

TQ01-19-S003H

日

9.00 - 11.30

6/16 - 12/8

6/9(日)

9,000
(60時間/24回)

タイ語コース担当連絡先：Tel.0-2258-0320-5, 0-2259-9160 内線: 1652, 1640-1643, E-mail : thschool@tpa.or.th
タイ語コース詳細については、語学学校ウェブサイトをご参照下さい：http://www.tpa.or.th/slc
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TPA ANNOUNCEMENT

新刊翻訳書籍
『まるごと 日本のことばと文化 初中級 A2/B1 』 250バーツ
（日本語オリジナル：国際交流基金 発行, 来嶋 洋美 ・柴原 智代, 八田 直美 著）

中級(A2/B1)は、自分の背景や身の回りの状況など直接関係がある範囲の事柄を表現でき、関心のある話題に
ついて短く意見や理由を述べることができるレベルを目指します。

『まるごと 日本のことばと文化 中級1 Ｂ1』 325バーツ
（日本語オリジナル：国際交流基金 発行, 磯村一弘, 藤長かおる, 久保田美子, 伊藤由希子 著）

級1(B1)は、身近な話題について主要点を理解し、自分の意思やその理由を短く述べることができるレベルを目指し
ます。

『PRACTICAL KANJI 基礎５００漢字 Vol.1・Vol.2』 325・355バーツ
（日本語オリジナル： 公益社団法人 国際日本語普及協会-AJALT発行）
Vol.1(250字)とVol.2(250字)で基本となる500漢字が覚えられ 、N5・N4レベルの漢字が
カバーできます。付属のCDを利用した練習で、漢字語彙が「聞いて理解できる」レベルまで

ステップアップ！漢字の読み方を隠して、繰り返し練習ができます！

『初中級漢字学習（改訂版）』 255バーツ
級漢字438字を練習する。非漢字圏からの学習者が増加し、漢字があるばかりに学習者の意欲が低下したり、
語彙習得にも支障をきたしたりして困っている、という声があります。
本書は、そんな学習者の方に向けて楽しく漢字の授業が行え、「漢字はたくさんあっても覚えられる! 」と自信と実感
を持っていただけるような練習帳です。

『はじめての日本語能力試験 N1 単語 3000 』 325バーツ
（日本語オリジナル：アークアカデミー 発行）

意味はもちろん、使い方もしっかり習得できる、新しい単語帳！テーマごとに、しかも場面や文脈がわかりやすい例文
で示されているから、単語同士を関連させて記憶できるだけでなく、使い方までしっかりマスターできます。単語と例文
のダウンロード音声付なので、耳からも覚えられ、聴解力のアップにもつながります。モジュール型なのでいつでもどこから
でも勉強でき、無料オンライン模擬試験で試験前の腕試しも可能です。
※TPA書籍は、TPA Book Centre（スクンビット本館、パタナカーン新館）等でお買い求め頂けるほか、ウェブサイトにて
（www.tpabook.com）オンライン販売も行っています。

編集・発行
泰日経済技術振興協会（タイ語略称：ソーソートー）
Technology Promotion Association (Thailand -Japan)
日本語でのお問い合わせ：Tel. 0-2258-0320 内線 1913(Ms.Wenika) tpajapanese@tpa.or.th
スクンビット本館（スクンビットソイ２９）
5-7 Sukhumvit Soi29, Bangkok 10110 Tel. 0-2258-0320 Fax. 0-2662-1017
パタナカーン新館（パタナカーンソイ１８）
534/4 Pattanakarn Soi18, Bangkok 10250 Tel. 0 -2717-3000 Fax. 0-2719-9481
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