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” 11月– 12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
Maintenance and Resilience Asia 2019
9月12日、スラパン・メックナーウィン 泰日経済技術振興協会
会長はバンコクのインターコンチネンタルホテルにて「Maintenance
and Resilience Asia 2019」のプレスカンファレンスに出席

いたしました。
この展示会の目的はタイの製造業とインフラストラクチャーを日本と
同程度に能率を高上させるため、Smart Manufacturing &
Smart Infrastructureのコンセプトのもとで、イノベーション・技術・
人工知能・自動化およびIoTロボットの技術を開発することです。この展示会は
日本能率協会(JMA)・工業省・運輸省の共催で2019年10月2-4日に
バイテック・バンナー(BITEC Bangna)にて開催されました。

TPA Charity Run 2020
“TPA チャリティ・ラン 2020” を来年3月8日（日）にラマ9世記念公園において開催
いたします。
TPA チャリティ・ランの収益はチュラポーン病院、パトラマハラジャヌソンメディカルセンターの
建設支援などの目的で様々な団体または慈善団体に寄付します。
名称

：TPA チャリティ・ラン2020

種目

日時

：2020年 3 月 8 日（日） 参加費

時間

：午前 5:00 – 午前 8:00

場所

：ラマ9世記念公園

：5 キロ・ラン, 10 キロ・ラン
：500バーツ

問い合わせ ：02-258-0320
内線 1111, 1113

参加人数 ：1,000人
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TPA ANNOUNCEMENT

日本人対象 セミナー・研修のご案内
日本人・タイ人対象 セミナー・研修のご案内
日本人対象 タイ労働省 労働保護・福祉局認定講習

『安全衛生職場環境委員会セミナー』

タイ労働保護・福祉局より2006年に告示の「労働の安全衛生・職場環境の管理」を定めた省令に基づき、従業員50名以上の該当事業
所において「労働安全衛生職場環境委員会」の設置が義務付けられました。この法令は、日本の労働安全衛生法に当たる重要な法令
です。これにより委員として任命された者は、60日以内にその役割・責任に関する研修の受講（12時間）義務があります。
弊協会では、タイ労働省 労働保護・福祉局の研修認可機関として、当局に認定された講師により定められた法令の内容を日本人経営
者・管理者の方へ分かりやすく解説いたします。
対象者
① 委員として任命された方 (タイ労働省 労働保護・福祉局 認定修了証を発行）
② 経営者・管理者層で委員会の構成やその役割を確認する必要のある方
バンコク

講義内容
★労働安全、衛生、職場環境委員会に関わる
法令の基本的概念・概要とその職場での役割

シーラチャ

日時： 11月5日(火)・6日(水) 9:00～16:30

日時： 12月3日(火)・4日(水) 9:00～16:30

コースコード：E19SH018J

コースコード：E19SH019J

会場：フォーウイングス ホテル スクムビット ソイ26

会場：カンタリーベイ (Kantary Bay)

(Fourwings Hotel)
受講料金：TPA/JCC会員9,095THB/ 一般10,165THB

受講料金：TPA/JCC会員10,165THB/ 一般11,235THB

【11・12月主なセミナースケジュール】
日程

コード

コース名

開催場所

11月4日(月)・5日(火)

E19KB048P

タイ人対象 安全衛生職場環境委員会セミナー

泰日経済技術振興協会

（タイ労働省 労働保護・福祉局認定講習）

パタナカーン新館 ソイ18

11月5日(火)・6日(水)

E19SH018J

安全衛生職場環境委員会セミナー

バンコク

11月8日(金)

A19SH020J

クロスカルチャー 異文化理解・異文化コミュニケーションセミナー

11月1４日(木)・15日(金)

E19SH015J

安全管理者講習（タイ労働省 労働保護・福祉局認定講習）

11月21日(木)

A19SH014J

タイ労働関連法 『労使間の契約書と労使紛争』

11月26日(火)

A19SH017J

タイ輸出入セミナー② 『実務応用編』

11月27日(水)

A19SH201P

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

12月3日(火)・4日(水)

E19SH019J

12月12日(木)

A19SH015J

タイ労働関連法 『解雇のトラブル事例・判例』

12月17日(火)・18日(水)

E19SH020J

安全管理者講習（タイ労働省 労働保護・福祉局認定講習）

（タイ労働省 労働保護・福祉局認定講習）

フォーウイングス ホテル
バンコク
フォーウイングス ホテル
チェンマイ
カンタリーヒルズチェンマイホテル
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
パタナカーン新館 ソイ18
泰日経済技術振興協会
パタナカーン新館 ソイ18

安全衛生職場環境委員会セミナー

シーラチャ

（タイ労働省 労働保護・福祉局認定講習）

カンタリーホテル
泰日経済技術振興協会
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

★お問い合わせ先★ 研修部担当：笹嶋, Tel：02-717-3000-29 (内線 754), E-mail: japanese.course@tpa.or.th
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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
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！
『タイ語コミュニケーションコース』～会話中心の新しいタイ語コース～
特色

単語・会話の音声をたくさんインプットし、聞き取った会話から単語
や文のパターンをピックアップし、学習目標が達成できるように会話
練習の時間が多い。


文法説明は最低限に抑え、会話練習の後に行う。



3人の音声（1人の男性と2人の女性）で録音されており、タイ語
の正しくきちんとした発音と自然な発音（自然なスピード、普通に
会話する時の発音）に慣れることができる。



音声によるインプットを増やし、会話練習の中で発音を意識した練習も取り入れるため、短期間で会話のキャッチボールが
できるようになる。



授業中にずっと単語・会話の聞き取り練習≫発音練習≫会話練習の活動・タスクがあり、たくさん練習したい方におススメ。

対象者


学習経験のない方、学習経験が30時間以下の方

初級会話の学習経験はあるが、まだ会話力が弱いと感じる方
受講期間
コード

受講日

時間

受講期間

受講料

時間数

TQ01-S012A 月～金

9:00 – 11:30

2019年11月4日～12月6日

12,500

60 時間/24回

TQ01-S013H

9:00 – 11:30

2019年11月17日～2020年5月17日

13,000

60 時間/24回

日

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！
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。
受講期間
コード

受講日

時間

受講期間

受講料

時間数

TI01-S010A

月～金

9:00 – 11:30

2019年11月9日～2020年2月6日

15,400

120時間/48回

TC01-S013D

火・木

18.30-20.30

2019年11月5日～2020年3月5日

12,500

60時間/30回

★お問い合わせ先★
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 1652, 1640～1643 Eメール：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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新刊翻訳書籍
『新完全マスター読解 日本語能力試験N4』 220バーツ
（日本語オリジナル：スリーエーネットワーク発行, 田代 ひとみ, 宮田 聖子, 荒巻 朋子, 坂本 まり子 著)
「実力養成編」と「模擬試験」に分かれ、「実力養成編」では、読解に慣れるための基本練習や、「メール」「説明文」
「お知らせ」など様々な種類の文章を読む練習を通して、少しずつ読解能力を上げていく工夫がされています。
日本語能力試験の受験者はもちろん、全般的な読解の力をつけたい方にもおすすめです。
『主要な動詞と助詞の用法』 225バーツ
（TPA Press発行, Ms.Supa Pattamanan 著)
日本語学習の中で日々遭遇する問題点を中心に、重要なポイントを提示し、どんなときにどんな助詞を使えばいい
のか、また、助詞をどう使い分ければいいのかがわかるようなルールを提示します。
初級から中級、初級日本語学習者、および動詞に関連する単語を選択するのが困難な人に適しています。
※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（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62回)☆ 【高齢化社会】
（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）
統計によると、日本人の平均寿命は年々長くなってきており、今では、女性は85歳、男性は79歳を超え
ている。これは、日本人の健康志向の高まり、食生活への注意、医療技術の高さといったことが原因であろう。
このため、日本では、近年、高齢化が進んでおり、それに伴う問題も出てきている。それは、老人介護の問題で
あり、年老いても自分で生活できる場合は良いが、やはり誰かの介護が多少なりとも必要になってくる。介護
保険制度も出来てはいるが、日本では人件費が高く介護にあたるヘルパーを雇うのは経済的にも難しい。
また、子供にも仕事がある場合、介護に専念するのは難しいことが多い。老人ホームなどの公的施設や社会
支援もまだ不十分である。今後のさらなる高齢化社会に向けて、高齢者にもっと優しくゆとりある生活が出来る
ようになるためにも、日本政府は早急かつ真剣に、この問題について考えていかなければならないだろう。
タイ社会の場合、きちんとした統計に乏しいが、女性の平均年齢は74歳位、男性は70歳位と言われている。子供たちがバンコクにいて、
家族が地方にいる場合などでは、同じような介護に関する問題が出てきている。ただ、タイ人は老人を労わり大切にする風潮が日本よりも
強く、現在の高齢者の子供にあたる世代は兄弟も多いので、日本ほど深刻な問題にはまだなっていない。バンコクにいる高齢者は、一般に
子供の家族と一緒に住んで、子供が仕事に行く間、孫の面倒を見たりするが、自分で動けない場合には子供や孫に負担を掛けないために
老人ホームでの生活を選ぶ人もいる。

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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