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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” 4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。 

 最近の活動

TPA ACTIVITY REPORT 

TPA新事務総長就任のお知らせ 

TPA Zero waste交流活動 

TPA語学学校のイベント 

 このイベントはタイ唯一の折り紙師の Ekkasit Khemnguadさんをゲストとしてお招きし、

「折り紙」全般に関してお話いただきました。また、ご興味のある方が折り紙に挑戦できる 

という小さなワークショップも行われました。参加者の皆さんが折った作品は、なかなかの 

出来栄えでした。次回のイベントもご参加ください。 

 イベントの写真をチェックするには 、TPAacademy Facebookからどうぞ。 

 先に行われました理事会におきまして、弊協会新体制が決定されました。 

 スポット・シンウィーラパンが泰日経済技術振興協会事務総長に選任され、2021年1月1日付 

で就任いたしましたことをお知らせいたします。 

 新型コロナウイルスの影響による未曽有の困難状況の中、新体制の下、一丸となり使命の実現 

に向けて精進して参ります。 

 2021年2月、泰日経済技術振興協会付属語学学校で TPA Zero waste: Chikyuu 

San-Kyuu Exchange Meeting の交流会を開催しました。 

 チュラロンコン大学そして国際交流基金 (The Japan Foundation) の元日本語講師  

北村 武士先生に講演いただきました。 

 学生は日本の文化を紹介してもらったり、さまざまな形に包む風呂敷 (Furoshiki) のワーク

ショップを行いました。 

https://www.facebook.com/media/set?vanity=TPAacademy&set=a.3460231434083788


 TPA Newsletter vol.86 ｜泰日経済技術振興協会   2 

 

 TPA活動紹介：付属語学学校   TPAオンラインコース   *Zoomアプリケーション使用 

INTRODUCTION OF TPA ACTIVITY  

★お問い合わせ先★ 

Tel. 0-2258-0320 タイ語・日本語コース：内線 1650 (日本語)、1652 (タイ語) 

Eメール：thschool@tpa.or.th       School website：http://www.tpa.or.th/slc 

タイ語プライベート ・ グループ オンラインコース 

おはよう！タイ語コース1～2 

日本語オンラインコース 寝る前に少し日本語を話そう！   ＊全て日本人講師が担当します 

� ✿ 『朝目覚めてからの約３時間は、脳が最も効率よく働くゴールデンタイム』  

    茂木健一郎 『脳科学者が勧める「朝時間」の使い方』 より引用 

� ✿ １日のはじめに朝７時から、プロのタイ語講師とタイ語を勉強しませんか？ 

    詳しくは学校websiteでご確認ください。 

 『おはよう！タイ語コース』 のようなオンライン授業をプライベート・グループコースでもオーダーメードで承ります！お仕事が始まると、 

なかなかタイ語を勉強する時間が作れないという方に適しています。 

★プライベート・グループコースは、ご希望の曜日・時間・場所 (学校、自宅、会社)・授業形式 (オンライン、対面）に合わせて授業

を実施いたします★ 

タイ人従業員様に日本語で話す機会を作り、日本語能力向上を目指しませんか。      

  ☘ 「今の日本を知ろう」＜中上級レベル＞ 2021年5月10日スタート 月・水 20：35-21：35 

  日本の新聞やネット記事、テレビのニュース等を見て今の日本を知り、日本人の生活や考え方を学びます。 

� ☘ 「会社で使う言葉」＜初級レベル＞ 2021年5月10日スタート   月・水 20：35-21：35 

  仕事で使う言葉を学習し、基礎文法と合わせて使えるように練習します。社内で日本人が話す言葉が少しずつわかるようになります。 

� ☘ 「JLPT対策コース」 2021年4月19日スタート 週2回 19：00-20：30  

  7月4日のJLPT試験に向けたコースです。終業後に学習できるよう夜のコースを設定しました。  

日本人と会話をしながら授業を進めていきます。（曜日はコースによる） 

  N5～N1の各コースを設定しておりますので、レベルに合わせた日本語の復習にもピッタリです。 

コースの詳細は https://j.tpa.or.th/slc で、ご確認ください。 
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日本人対象 セミナー・研修のご案内  

T P A  A N N O U N C E M E N T  

   ★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 

日本人・タイ人対象 2021年 4月～6月 セミナーのご案内 

日本人経営者・管理者レベル対象 タイ労働福祉局認定講習【安全管理者講習】  

タイ労働福祉局より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、該当事業所においては、全ての部署の管理者任命後180日以内に12時間の安全

管理者講習の受講が定められています。 

泰日経済技術振興協会（TPA）では、労働福祉省新告示に伴い、安全管理者講習の研修機関の認可を受けております。 

*講義はタイ人専門家（労働福祉局に承認された講師）によるタイ語から日本語への通訳で行います。  

該当事業所：製造業全般/採鉱/採石/石油・石油化学/船舶の

建造/変電/電力ならびにその他エネルギーの供給/建設/旅客ならび

に物資の輸送/燃料油・ガスの流通/ホテル/百貨店/療施設/金融

機関/検査・実験機関/レジャー施設/労働福祉局が定めたその他の

業務 

対象者：該当事業所における全ての管理部門（経理・人事・総

務・購買など）も含む日本人経営者・管理者 

※日本語の資料、認定テストの講習は当講習のみのため、スパーバ

イザークラス、エンジニア、アドバイザーなど、タイの事業登記簿上の組

織で経営者や従業員として登録されている全ての日本人の方を対象

としております。 

日程 コード コース名 開催場所 

4月28日 (水)・29日 (木) E21SH007J  新規増設 安全管理者講習（労働福祉局認定講習） オンライン（ZOOM） 

５月12日 (水)・13日 (木) E21SH003J 安全衛生職場環境委員会セミナー（労働福祉局認定講習） 

ジャスミン シティ ホテル  

スクンビット ソイ23 

５ 月18 日 (火） 
Q21SH003J/

Q21SH003JL 

対面講義・オンライン同時開催 

IATF16949：2016要求事項と移行・運用ポイント解説セミナー 

泰日経済技術振興協会 

パタナカーン新館 ソイ18 

5月19日 (水)・20日 (木) E21SH004J 安全管理者講習（労働福祉局認定講習） 

ジャスミン シティ ホテル  

スクンビット ソイ23 

6月9日 (水)・10日 (木) E21SH005J 安全管理者講習 （労働福祉局認定講習） 

ジャスミン シティ ホテル  

スクンビット ソイ23 

6月11 日 (金） 
A21SH001J/

A21SH001JL 

対面講習・オンライン同時開催 

事例判例から学ぶ タイ労働関連法セミナー 

泰日経済技術振興協会 

パタナカーン新館 ソイ18 

6月15 日 (火） 
A21SH002J/

A21SH002JL 

対面講習・オンライン同時開催  

タイ輸出入セミナー① 【入門編】 ~ 国際貿易の基礎インコタームズ2020~ 

泰日経済技術振興協会 

パタナカーン新館 ソイ18 

６月17日 (木)・18日 (金) E21SH006J シーラチャ開催 安全管理者講習（労働福祉局認定講習） 

カンタリーベイホテル 

シーラチャ 

６月22日 (火) 
Q21SH002J/

Q21SH002JL 

対面講義・オンライン同時開催 

ISO 9001:2015/ISO14001:2015入門と要求事項開説セミナー 

泰日経済技術振興協会 

パタナカーン新館 ソイ18 
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新刊書籍 

T P A  A N N O U N C E M E N T  

（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） 

  タイでは、コンドミニアムやアパートを借りる場合、借主の負担が非常に少ない。たいていの場合、約束時に、 

２ヶ月分の家賃に相当するデポジット（保証金）を貸主に払わなければならないが、それは特段問題がなけれ

ば、出て行くときには、丸ごと返却してもらえるので、家賃以外の金銭的負担はない。また、入居時も、家具や 

電化製品など必要な物は、貸主が全て購入し、揃えてくれる場合が多く、借主は何も用意する必要がなく、その

日からでも生活できるようになっている。そのため、借主は引越しが容易にできる。逆に、貸主であるオーナーの経済

的負担と手間は、日本のオーナーよりも大きい。 

 一方、日本の場合、たとえ賃貸と言えど、マンションやアパートを借りるのは容易ではない。契約にはまず、しっかりとした収入のある保証人が

必要とされるし、収入の証明となる書類などの提出も必要だ。また、家賃以外に、保証金となる、家賃数か月分の敷金や礼金の支払いも必

要であり、これらは、出て行くときに丸ごと返してもらえない。また、借りたときは、空き部屋のままの状態であり、家具や電化製品は借主が 

自ら購入するのが基本だ。そのため、引越しにはかなりの経済的負担がかかる。 

☆在タイ日本人のための日・タイクロスカルチャー講座 (第68回)☆ 【不動産賃貸】 

 

 

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 

 

編集・発行 

 

 

『PAT 7.3 日本語対策問題集 受験前に解いておくべき300題』 225バーツ 

（TPA Press発行, タムピポップ・メーティー, 山口 優希子 著) 

 本書はPAT7.3の対策のための問題集です。PAT7.3はタイで日本語を学ぶ高校生の皆さんにとって非常に

重要な試験の一つですが、関連する本はあまり多くありません。本書の作成に取り組んだのは、勉強の仕方が

分からずに不安になったり、もっときちんと勉強したいという人が多いのではないかという思いからです。 

『中級を学ぼう 日本語の文型と表現 56  中級前期 第 2 版』 295バーツ  

（日本語オリジナル：スリーエーネットワーク発行, 平井 悦子, 三輪 さち子 著) 

 本文の読み物を読む・文法項目を学習する・本文に関連したテーマで作文を書くの流れで構成され、プラス 

アルファとして発展的な内容を加えています。 

 ※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。 


