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” 9月– 10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 ANNOUNCEMENT

日本人対象 セミナー・研修のご案内
地方セミナー開催のご案内
日本人経営者・管理者レベル対象 タイ労働省 労働保護・福祉局認定講習【安全管理者講習】
タイ労働省 労働保護・福祉局より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タイ労働省 労働保護・福
祉局の定める12時間の講習の受講が義務付けられております。
コラート初開催！！

チェンマイ初開催！！

日時：９月19日(木)・20日(金) 9時～16時30分

日時：１１月１４日(木)・１５日(金) 9時～16時30分

会場：カンタリーホテルコラート

会場：カンタリーヒルズチェンマイホテル

受講料金：TPA/JCC会員10,700THB/ 一般12,305THB

受講料金：TPA/JCC会員11,235THB/ 一般12,840THB

➡同時開催 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

➡同時開催 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)

日時：１１月１４日(木)

9時～16時30分

9時～16時30分

会場： カンタリーコラートホテル

会場： カンタリーヒルズチェンマイホテル

受講料金：3,745THB （会員の方）/ 4,280THB（一般の方）

受講料金：3,745THB （会員の方）/ 4,280THB（一般の方）

シーラチャ
日時：１０月９日（水）・10日(木) 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10,165THB/一般11,235THB

【9・10月主なセミナースケジュール 】
日程

コード

コース名

９/４(水）

Q19SH002J

IATF16949:2016 要求事項と移行・運用ポイント解説セミナー

９/４(水）

A19SH172P

【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
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【9・10月主なセミナースケジュール 】
日程

コード

コース名

9/12(木)・13(金)

A19SH199P

【タイ人対象】 タイ輸出入セミナー 演習で学ぶ実務の基礎知識

9/19(木)・20(金)

E19SH011J

安全管理者講習（タイ労働省 労働保護・福祉局認定講習）

9/19(木)

A19SH173P

【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

9/24(火)・25(水)

E19SH012J

安全管理者講習（タイ労働省 労働保護・福祉局認定講習）

9/27(金)

E19SH013J

タイ産業環境法セミナー 在タイ企業の環境マネージメント

10/9(火)・10(水)

E19SH014J

安全管理者講習（タイ労働省 労働保護・福祉局認定講習）

10/15(火)・16(水)

E19SH016J

安全管理者講習（タイ労働省 労働保護・福祉局認定講習）

10/17(木)

A19SH013J

タイ労働関連法セミナー（全3回） 第1回 就業規則を見直そう

★お問い合わせ先★ 研修部担当：笹嶋 Tel：02-717-3000-29 (内線) 754

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
コラート
カンタリーホテルコラート
コラート
カンタリーホテルコラート
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
シーラチャ
ケープラチャホテル
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

E-mail: japanese.course@tpa.or.th

TPA ACTIVITY REPORT

最近の活動
TPA特別講演会 「ビジネス・トランスフォーメーション」
2019年6月29日（土）、TPA年次総会を開催しました。会議に先立ち、日本人
講師による特別講演も行われました。講師は武州工業社長
林英 夫様で「ビジネス トランスフォーメーション」 と題して講演
いただきました。
「デジタル・ディスラプション...技術が世界を変えるとき、変わら
なければ、生き乗れない」をキーワードにどうやって会社の実績を
伸ばすかという点について講演いただきました。

横浜銀行取引先の神奈川県内企業とタイ企業とのビジネスマッチング交流会を開催
2019年7月26日（金）、神奈川県・横浜銀行・一般社団法人日・タイ経済協力協
会(JTECS)・TPA との共催で第6回「ビジネスマッチング交流会」を開催しました。
本イベントでは、日系企業とタイ企業の連携推進の必要性について説明を行った後、参
加した日系企業4社より各企業の事業及び自社で保有している最新技術の紹介が行わ
れました。各社のプレゼンテーション終了後には、TPA会員企業と参加したタイ企業と日系
企業の個別の面談の場が提供されました。
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INTRODUCTION OF TPA ACTIVITY

TPA活動紹介：付属語学学校
タイ語初級会話
① 会話メインコース：いろいろな場面で簡単な日常会話ができるようになりたい。気楽に勉強したいという方におススメ！
受講期間
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。

コード

受講日

時間

受講期間

受講料

TQ01-S007A

月～金

9:00 – 11:30

2019年9月2日～10月3日

8,500

TQ01-S008H

日

9:00 – 11:30

2019年9月15日～2020年3月15日

9,000

時間数
2.5時間/
24回
2.5時間/
24回

② 文法メインコース：基礎から応用まで、しっかり勉強したいという方におススメ！
受講期間
初心者の方のためのコースです。アルファベット表記で標準的な発
音のし方、基本的な日常会話を習得します。買物、簡単な道順
の説明、料理の注文ができたり、自分のしたいこと、感想、病状
などについて話せるようになります。

コード

受講日

時間

受講期間

受講料

TI01-S008A

月～金

9:00 – 11:30

2019年9月16日～11月25日

15,400

TC01-S008G

土

13:30 – 16:30

2019年9月14日～2020年2月8日

9,000

時間数
120時間/
48回
60時間/
20回

*上記以外のコースや企業出張授業も承っております。日本語でお気楽にお問い合わせ下さい。

【CONTACT】
泰日経済技術振興協会 付属語学学校 (ソーソートー、スクンビットソイ29)
Tel. 0-2258-0320 電話受付時間 月～金 08.00-19.00, 土日 08.00-16.00
タイ語コース：内線 1640 (Mr.Pawin) pawin@tpa.or.th、日本語コース：内線 1692 (Ms.Praewpan) praewpan@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
『みんなの日本語 初級 Ⅱ 第２版 初級で読めるトピック２５』 250バーツ
（日本語オリジナル：スリーエーネットワーク発行, 牧野昭子, 澤田幸子, 重川明美, 田中よね, 水野マリ子 著)
「読む」ことに慣れ、「読む」楽しさを味わうことを目指して作成された本。「みんなの日本語 初級II」の各課の学習項目に
準拠。「みんなの日本語 初級II」で学習していない語彙は別冊に訳を掲載する。

『新完全マスター聴解 日本合力試験N4』 220バーツ
（日本語オリジナル：中村 かおり, 福島 佐知, 友松 悦子 著)
日本語能力試験N4に合格するための「聴解の力」を養う問題集。実力養成編では、4つの問題形式を「発話表現」
「即時応答」「課題理解」「ポイント理解」の順に学習することで、聴解に必要なスキルを効率的に身に付けることができる。

『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
カバーできる。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る！
※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（www.tpabook.com）にて
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61回)☆ 【お年寄り・年配者】
（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）
タイ人は、お年寄りや自分よりも年配の者を敬う気持ちが強い。自分より年上か年下かによって、
職場の同僚同志でも、相手の名前の呼び方も異なり、年上の者には、敬意を込めて、ピー○○
（名前・ニックネーム）、年下の者には、ノーン○○と呼び掛けて、使い分けている。
この点、日本では、相手が年上か年下かで、名前の呼び掛け方を変えるということはなく、どちらで
あっても、○○さんと呼ぶのが普通だ。最近の日本では、特にお年寄りや年配者に対して敬意を表
す習慣が薄れており、職場の上司であっても、オヤジと揶揄されて、人によっては軽く見る傾向がちら
ほら見られ、年上であっても上司であっても皆同じであるという風潮がある。
タイの職場では、上司や年配者にはあくまで敬意を示して接する。この点、社会的階層の区切りが
わりとはっきりしているようだ。

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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