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” 7月– 8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。

INTRODUCTION OF TPA ACTIVITY

TPA活動紹介：付属語学学校
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『マライ』タイの花飾りづくり
「マライ」は花をつなげて作る飾りで、とても良い匂いがするものです。昔からよく
使う花はジャスミンの花です。お寺や町中の祠などで、仏様に対してお供えするの
が、このマライです。尊敬する親や先生に贈って愛情と尊敬の気持ちを表します。
8月12日の母の日、タイ人はマライを母親に贈って感謝の気持ちを表します。
この機会にジャスミンのマライを一緒に作ってみませんか？
日付 : 2019年8月9日(金)

時間 : 13:00～16:00

料金 : 400バーツ(材料費込み) 定員 : 25名
場所：泰日経済技術振興協会付属語学学校 スクンビット29
(2階学校受付にご連絡下さい)
申込締切： 2019年8月5日（申込締切日までにお支払い下さい）
ご興味のある方、是非ご参加ください。

ご予約の場合は、お問い合わせください。 泰日経済技術振興協会付属語学学校（TPA）
Mr.Pawin Tel. 0-2258-0320 Ext. 1640 Mail: pawin@tpa.or.th

TPA ACTIVITY REPORT

最近の活動

TPAロボットコンテストの開催（2019年 6月 1日-2日）
2019年6月1-2日、シア・ランシットモールで「第26回目TPA Robot Contest Thailand 2019」が開催されました。
423チームが参加する中、競技はＡＢＵロボコン2019ウランバートル
大会と同様に行われました。優勝したトゥラキット・バンディット大学
からの「ルークチャウメークロンプラパー The Attempt」には、マハー・
チャクリー・シリントーン王女殿下杯が授与されました。
同時に開催された高校生を対象としたロボコン「第19回目TPA Robot
Junior」には、全国から333チームの応募があり、事前審査を通過した42
チームが決勝大会に進出しました。今回は2種「Robo Bit Racer」と「Mission
Challenge」競技が開催されました。
Robo Bit Racer競技に優勝したスアングラーブウｨッタヤーライノンタブリー校の「SKNROBOT #01」、Mission Challenge
競技に優勝したプレンヤオピッタヤコム校の「PYP02 」の両チームにもマハー・チャクリー・シリントーン王女殿下杯が
授与されました。
また、第14回目PLC Competition競技会は「Robo Harvester」という課題で開催されました。TPA PLC Competitionは、
大学生のロボットコンテストにPLCのプログラムを加えたもので、学生は電気や電子、機械の知識やスキルを組み合わせ
た自動ロボットによって、その知識や能力を表現します。今年優勝した泰日工業大学の「TNI48」にもマハー・チャク
リー・シリントーン王女殿下杯が授与されました。
今大会は、公共機関及び民間各社のご協賛
を得て開催いたしました。また、シア・ラン
シットモール社様には開催会場を提供してい
ただきました。ご協賛いただきました団体・
企業の皆様に厚く御礼申し上げます。
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TPA ANNOUNCEMENT

日本人対象 セミナー・研修のご案内
日・タイ

クロスカルチャーセミナー

「常識と思っていたことが常識じゃない?!」日本とは異なる文化・習慣の違いだけでなく、ビジネスシーンにおける考え
方の違いをタイ人講師の視点から学びます。基本の挨拶や彼らの習慣の成り立ちを知ることで、より理解を深め円滑なコ
ミュニケーションに役立ちます。
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のワークショップなど、実際の問題を解決に導くヒントが
たくさん盛り込まれています。多くの日系企業の現場で通訳や人材育成にも携わる、日・タイ双方から信頼される人柄の
人気講師です。
バンコク

シーラチャ

日時：7月9日(火) 9時～16時30分
会場：泰日経済技術振興協会 パタナカーン新館 ソイ18
受講料金：TPA/JCC会員4,280THB、 一般4,815THB
➡ 同時開催 タイ人対象 安全管理者講習
（スーパー バイザーレベル）

日時：9月3日（火） 9時～16時30分
会場：ケープラチャホテル
受講料金：TPA/JCC会員4,815THB、一般 5,457THB
➡ 同時開催 タイ人対象 クロスカルチャーセミナー④
【日本式仕事マネージメント術】

コラート

初開催！！

タイ人対象クロスカルチャー④日本式仕事マネージメント術
日時：9月19日(木) 9時～16時30分
会場：カンタリーホテルコラート
受講料金：TPA/JCC会員3,745THB、一般4,280THB
➡ 同時開催 日本人対象 安全管理者講習(労働福祉省認定)
日時：9月19日(木)/20日(金) 2日間 9時～16時30分
会場：カンタリーホテルコラート
受講料金：TPA/JCC会員10,700THB、 一般12,305THB

【今後2か月の主なセミナースケジュール】
日程

コード

7/9(火）

A19SH011J

7/9(火) - 10(水)

E19KB022P

8/6(火) - 7(水)

E19SH008J

8/14(水)

A19SH147P

8/20(火) - 21(水)

E19SH009J

8/27(火)

A19SH008J

コース名
日本人対象

日・タイ クロスカルチャーセミナー

タイ人対象

スーパーバイザーレベル安全管理者講習

開催場所
泰日経済技術振興協会
パタナカーン新館 ソイ18
泰日経済技術振興協会

（労働福祉省認定講習）

パタナカーン新館 ソイ18

日本人対象

バンコク

安全衛生職場環境委員会セミナー

（労働福祉省認定講習）

フォーウイングスホテル

タイ人対象

泰日経済技術振興協会

クロスカルチャーセミナー②

【日本式ビジネスマナー】
日本人対象

安全管理者講習（労働福祉省認定講習）

日本人対象

タイ輸出入セミナー③

【リスクマネージメント編】

研修部担当：笹嶋(ささじま)

パタナカーン新館 ソイ18
バンコク
ウインザースイートホテル
泰日経済技術振興協会
パタナカーン新館 ソイ18

お問い合わせ先
Tel：02-717-3000-29 (内線:754), E-mail: japanese.course@tpa.or.th
日本語サイトURL: http://j.tpa.or.th/
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TPA ANNOUNCEMENT

新刊翻訳書籍
『初中級漢字学習（改訂版）』255バーツ
初中級漢字438字を練習します。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。

『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！

※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（www.tpabook.com）
オンライン販売も行っています。

☆在タイ日本人のための日・タイクロスカルチャー講座 (第60回)☆ 【大学生】
（本講座はTPA書籍「日本 クロスカルチャー タイ」から内容を一部抜粋しています）

タイの大学生は、制服を着ているのが普通だ。男子学生の場合、白いシャツと黒は青の長ズボ
ン、女子学生の場合、白いシャツと黒か青のスカートという具合である。女子学生の場合、大学1
年生は、新入生と分かるよう、必ず白い靴と白い靴下を履くのが決まりである。
また、大学への進学率はまだ低いため、大学生は（特に有名な大学の学生は）、それなりに
プライドを持っており、日本の学生と違って、熱心に勉強に励んでいるようだ。大学の中には、
学生は通学してきて校門に入る際、立ち止って、ワイをする習慣を持っているところもあり、
大学で勉強することへのある種の礼儀が表れている。また、タイの大学は入学するのは日本ほど
難しくない（無試験大学もある）が、大学での勉強は一般に厳しく、卒業は容易ではない。
最近の日本の学生は、一般の真面目な学生を除いて、大学へ進学するのも当然、就職のために
進学するという風潮もあり、学問への熱意は薄いと言わざるを得ない。大学は一般に、入学する
のは難しくても、卒業は比較的簡単に出来るため、授業中でも携帯電話で話したり、私用メールを送ったりする学生もお
り、サークル活動には 熱心だが、授業にはほとんど出席せず、テスト前は他人のノートをコピーして何とか切り抜ける
という学生も多い。

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）
Website: http://www.tpa.or.th
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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