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1. はじめに 

 

日タイ両国は、600 年にわたる長い交流の歴史があるといわれており、伝統的に友好関係を維

持してきた。 

特に近年は、両国の王室・皇室間の親密な関係を基礎として、活発な要人往来や幅広い人的交

流の拡大が顕著である。また、持続的な日本の直接投資や両国間貿易にみられる緊密な経済関係

は、今日の日タイ関係全体にとって、大きな役割を担っているといえる 1。 

筆者は、2019 年 4 月から、独立行政法人日本学術振興会（略称：JSPS）の「国際学術交流研

修」で、バンコク研究連絡センター2に派遣された。派遣された当初は、主にバンコク市内で業務

していたが、そのなかで印象的だったのは、バンコクにおける日本語の浸透ぶりであった。バン

コクの街中には、日本同様多くの商業用の看板が掲げられているが、日本語併記であるものが少

なくない。また日本語を流暢に操るタイ人も多く見かける。これは両国間の経済活動が大変活発

であり、多くの日本人がタイを観光目的、および商業目的などで訪れることの証左であろう。な

お現在、タイには多くの日系企業が進出しており、その数は約 7,000 社に上ると言われている 3。 

以上のことから、国家レベルの交流関係にとどまらず、個人間の次元で、タイ国内で居住する

日本人とタイ人は、生活をともにするパートナーとなったといえる。 

こういった背景を見聞した結果、タイ人向けの日本語教育機関が、タイ国内に多数存在してい

るだろうという予測が、筆者の中で起こった。また日本語を学ぶタイ人はこれからも順調に増加

傾向であるだろうと考えた。 

しかし、その予想を修正する必要性について、考える機会があった。 

2019 年 6 月に、チェンライ県に設置された、メーファールアン大学（Mae Fah Luang 
University）4に出張する機会を得た。この大学は、2019 年 9 月 11 日に発表された英教育専門誌

タイムズ・ハイヤー・エデュケーション（Times Higher Education）5のランキングにおいて、

タイの大学の中では最も高い順位を獲得している。この大学の特色には様々あるが、「中国」に焦

点を当てた学部が設立されていることが、そのうちの 1 つに挙げられる。School of sinology（中

国学）として、3 つのプログラムを設置している。他国を研究する名目で設置された学部は、この

学部以外にない。メーファールアン大学が、中国に関して専門知識を持つ学生の育成に力を入れ

ていることが分かる。さらに、この大学が上述のランキングで最高順位を得たことで、タイ国内

でも、中国学に力を入れる傾向が高まることが予想された。 

確かに、タイと中国は年々関係性を深めており、2019 年 1～6 月のタイへの直接投資額は、中

国が前年同期比で約 5 倍 6となるなど、経済的親密度が急激に増している。 

                                                   
1 外務省ホームページが参考になる。https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/thailand/jpth120/knowledge/index.html 
2 http://jsps-th.org/ 
3 「タイ日系企業年鑑 2019: Japanese Companies in Thailand 2019 ハローアジア (ダイレクトリー)」には、タイ国内の日系

企業として 6,258 社の情報を収録している。（収録企業総数：8,220 社） 
4 https://en.mfu.ac.th/home.html 
5 https://www.timeshighereducation.com/ 
6 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO48553840U9A810C1FFJ000/ 
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中国の成長度が注目される世界状況の中で、日本とタイの関係性を、日本語教育の観点から捉

えなおそうとしたのが本レポートである。言うまでもなく、日本語という言語は、日本と世界を

つなぐ場をつくり、日本に対する共感や信頼、そして好意を育む端緒になる。日本語を学ぶタイ

人の増減およびその学習様態は、今後の日タイ関係を占う上で非常に大きな指標となるだろう。 

 

 

2．海外日本語教育機関調査について 

 

 国際交流基金が発表した「2018 年度海外日本語教育機関調査結果 （速報値）」8によれば、全世

界で、これまでで最多となる 142 国・地域で日本語教育の実施を確認したという。ここでは主に

機関数、教師数、学習者数を指標として、日本語教育実施の状況を数量的に調査している。 

機関数は 18,604 機関、教師の数は 77,128 人であり、いずれも過去最多だった。どちらの数

も、アジア地域での増加が目立つという。特に教師数は、東アジアおよび東南アジア地域が、他

地域に比べて圧倒的に多い。学習者数は、世界全体で 3,846,773 人を記録した。2015 年の調査

時には、2012 年に比べて減少していたが、2018 年に再び増加に転じた。なおこの調査は、海外

                                                   
7メーファールアン大学校舎 https://en.mfu.ac.th/en-news/en-news-detail/detail/News/2697.html より抜粋 
8 https://www.jpf.go.jp/j/about/press/2019/dl/2019-029-02.pdf 



で日本語教育を実施している機関を対象としている。詳細はインターネットなどで確認されたい。 

 タイに関して、機関数は、2015 年よりも 53 増加した。しかしベトナムにおける日本語教育機

関が急増した（2015 年比 +273.5%）などの理由により、世界的な順位は 8 位となった。2015 年

より順位を 1 つ下げている。教師数に関しても同じ傾向で、2,047 人と、2015 年よりも 136 人増

加したが、他の国に比べて伸び率が低く、8 位と順位を落としている。学習者数に関しては、全世

界で 5 位となっており、2015 年に比べて 1 つ順位を上げた。世界的なランキングは別にして、タ

イ国内においては、すべての項目において堅調な増加傾向を維持している。 
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9 図 1、図 2、図 3.は「2018 年度海外日本語教育機関調査結果（速報値）」https://www.jpf.go.jp/j/about/press/2019/dl/2019-
029-02.pdf を筆者加工 



【補足】 

タイ国民は、日本に対して好意的なイメージを抱いている。 

これは筆者の個人的な感想ではなく、公益財団法人新聞通信調査会が 2019 年 2 月 9 日に発表

した「第 5 回諸外国における対日メディア世論調査の結果」10によれば、回答者のうち、日本につ

いて「信頼できる」と答えた割合は、タイが 96.5％でトップを獲得した。他国（アメリカ・イギ

リス・フランス・中国・韓国）からの日本への好感度に比べると、アメリカが 85.7％で 2 位であ

り、タイからの好感度が抜きん出て高いことが分かる。昨今では、タイの化粧品販売会社が、日

本語名の商品を発売する 11など、タイ人が日本文化を好意的に受容し、さらに進んで、自らの利

益に変質させる例も見受けられる。 

以下の写真はチュラーロンコーン大学 12を取り囲むウォールアートである。何十枚も並ぶアー

ト作品は、タイの文化的象徴を取り入れた作品が多かった。しかしその中に、日本の文化が同居

しているのは衝撃的である。 
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10 https://www.chosakai.gr.jp/wp/wp-content/uploads/2019/02/N19020905-02.pdf 
11 http://www.tomei-acne.com/product/tomei-acne-cream/ 
12 日本語表記は、同大学の文学部東洋言語学科日本語講座ホームページを参照した。タイ語表記は��������������������� 
13 2020 年 1 月 8 日筆者撮影。チュラーロンコーン大学周辺 



3．タイ国内における主たる日本語教育機関について 

 

3-1.日本語講座を有する大学 

 

 『早稲田日本語教育学』第 24 号（2018 年 6 月発行号）によれば、タイにおける日本語講座

（主専攻）を有する高等教育機関数は、タイ国内で 41 機関が存在する。その内容を確認すると、

国立大学がもっとも多く 16 を数える。次に多いのは師範大学・技術大学であり、こちらも 14 機

関とほぼ同数である 14。 

 

 

3-2.チュラーロンコーン大学の日本語講座 

 

 タイ国内の、日本語講座を有する大学について、1 つを取り出し概観する。 

チュラーロンコーン大学は、1917 年に設立された 15タイ最古の国立大学である。前出の英教育

専門誌タイムズ・ハイヤー・エデュケーション（Times Higher Education） のランキングでは、

801 位～1000 位に位置付けされており、タイ国内で 3 位とされる。なお同大学は、QS 世界大学

ランキング（QS World University Rankings）2020 年版ではタイ国内 1 位であることに留意さ

れたい 16。 

 この大学は、1974 年に、同大学の日本語講座を専攻コースに昇格させる形で、タイではじめて

の日本語専攻コースを誕生させた 17。現在、文学部東洋言語学科日本語学科として運営されてい

                                                   
14 
https://waseda.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=41732
&item_no=1&page_id=13&block_id=21 
15 https://www.chula.ac.th/en/about/overview/history/ 
16 https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2020 
17 http://www.arts.chula.ac.th/~east/japanese/activities?q=activities/im/sympo07/kanlayanee 



る。研究者育成のため、日本語学・外国語としての日本語（日本語教師養成プログラム）と日本

文学 

分野の大学院（修士課程）を設置し、高度な専門教育を行っているという。また、高度な日本語

運用能力を身につけた人材を育成するために、多彩なカリキュラムを実施している。また、日本

の大学との交換留学制度や、留学のための奨学金制度も設けている。 

 学部課程の運営目的は以下のように紹介されている 18。 

「1. 以下の能力を持つ学士の輩出である。 

(1) 現代社会で職業につき、さらにより高位の学位を取得できるだけの日本語、日本文化、日本

文学に関する豊富な知識を持っていること。 

(2) 自分自身で探究できる見識を持ち、いろいろなデータ検索の媒体機器を最大限に利用できる

こと。 

2. 研究を目的とする学生の支援のために、通常のカリキュラムを継続しながら、名誉プログラム

（通常の授業に加え、研究方法や卒業論文のゼミ等のような研究者育成を目的とする授業が含ま

れる特別プログラム）を加える。」 

 この大学の日本語講座の歴史は、以下のように紹介されている 19。 

 

学士課程 
 

年 「日本語」科目の扱い 

1942-1944 フランス語、ドイツ語と同じく選択科目 

1945 フランス語、ドイツ語と同じく選択科目 

1946-1965 日本語教師は日本のタイ大使館に常駐しなければならなくな

り開講せず 

1966-1970 タイ語、英語、フランス語他と同じく３科目中１つの選択科

目 

1971-1972 専攻科目として修学可能な外国語科目 

1973-1977 専攻科目 

1978-2003 専攻科目 

2004-2009 専攻科目 

                                                   
18 http://www.arts.chula.ac.th/~east/japanese/undergraduate 
19 http://www.arts.chula.ac.th/~east/japanese/activities?q=activities/history_j をもとに、筆者作成 



2010-2017 専攻科目（通常カリキュラム・名誉カリキュラム） 

2018- 専攻科目（通常カリキュラムのみ） 

 

大学院修士課程 

1999 日本語・日本文学専攻（文学コース）修士課程を新設 

（2006 年より日本語専攻（文学コース）と改称しカリキュラ

ムを再編） 

2001 日本語・日本文学専攻（日本語学コース）修士課程を新設 

（2006 年より日本語専攻（日本語学コース）と改称しカリキ

ュラムを再編） 

2007 外国語としての日本語（日本語教師養成プログラム）修士課

程を新設 

2013 日本文化・日本文学修士課程を新設 

 

大学院博士課程 

2003 文学・比較文学学科博士課程を開設（チュラーロンコーン大

学文学部における東洋言語学科、西洋言語学科、英語学科と

比較文学学科のジョイント・プロジェクト） 

2013 日本文化・日本文学博士課程を新設 

 

 

 



3-3. 泰日経済技術振興協会付属語学学校 

 

 泰日経済技術振興協会（Technology Promotion Association（TPA）、通称ソーソートー）の付

属学校が、タイ人に対する日本語指導を行っている。 

 まず泰日経済技術振興協会について説明する 20。泰日経済技術振興協会は、1973 年に設立され

た非営利団体である。元財務大臣であるソンマーイ・フントラクーン氏を創立責任者とし、日タ

イ経済協力協会事業（JTECS）初代理事長の穂積五一氏の尽力、および、元日本留学生・研修生

が中心となり、設立された 21。その目的は、タイ国の経済発展のため、日本からタイへの最新技

術と知識の移転、普及、人材育成を行うことにある。活動は、日本側カウンターパートである、

JTECS の協力を得て進めている。事業の実施に当たっては、当然のこと、日本との密接な関係が

必要不可欠とされる。協会の所在としては 3 か所確認できる。バンコクのスクンビット通り・ソ

イ 29 の本館、パタナカーン通り・ソイ 18 の新館、およびパトゥムターニー県のランシット校で

ある。 

具体的な事業は以下の通り。語学講座の開催、技術専門書・ビジネス書・語学テキスト・定期

刊行物等の出版・販売を行っている。また、技術・管理セミナー研修の開催、コンサルティング、

ならびに計測機器、実験器具及び実験器具の校正・検査サービスなど技術支援事業も合わせて実

施している。さらに、インターネット事業の開発なども行っている。大学生や、一般市民を対象

にした事業としては、大学生や高校生を対象としたロボットコンテスト、日本やタイなどの文化

を体感する語学・カルチャーフェスティバル、IMAC 等の工業展示会、国際フォーラム狩野品質

賞など各種大会等の開催を精力的に実施している。 

以上の事業を通して、タイ産業界の発展及び学生の育成を支援している。 

この TPA の付属学校が、泰日経済技術振興協会付属語学学校 22である。バンコクのスクンビッ

ト通り・ソイ 29 の本館に位置している。また 2001 年には、近郊在住学習者および日系製造業界

のニーズに対応するため、パトゥムターニー県のランシット校を開校した。TPA の設立目的であ

る「日本からタイへの技術移転の振興」に、語学が重要な役割を果たすとの観点から、TPA 設立

と同時に開校した。教育省私立学校局の認可を受けて設立され、「品質（Quality）、誠実（Integrity）、
有益（Utility）」を理念に掲げている。 

日本語、タイ語、中国語、英語および韓国語の 5 か国語を初級から専門レベルまでを教える語

学学校である。講師陣は全員が面接と実技試験に合格したタイ人および外国人の専門家である。

ネイティブスピーカーとタイ人講師を組み合わせた教授法により、多様な学習者（主にタイ人お

よび日本人が想定される）に対応した授業を実施しているという。筆者がインタビューに訪れた

際に、本館校舎内を拝見する機会を得た。少人数で利用が可能な小規模教室から、大講義室まで

の設備が揃っており、勉学に集中できる環境であることが分かった。さらには、社会の IT 化、お

                                                   
20 http://j.tpa.or.th/about.php 
21 TPA 紹介パンフレット「泰日経済技術振興協会 科学技術の普及と経済基盤の創造」 
22 http://j.tpa.or.th/slc/index.php 



よび映像授業の普及に合わせて、映像授業撮影用の部屋が整備されており、より良い学習コンテ

ンツを提供していこうとする姿勢が見てとれた 23。 

具体的なサービスは、４つ挙げられる。「日本人向けタイ語コース 24」では TPA の日本人向け

テキストを使用し、経験豊かなタイ人講師が指導する。文法説明などは日本語で行うことが特色

で、タイの文化・タイ人の考え方などを、語学と並行して学ぶ。さらには、日本語を学習してい

るタイ人との交流会に参加することもできる。同じ学校に通う、日本語を学習するタイ人と、タ

イ語を習う日本人との交流を設定するサービスはユニークと思われる。タイ語コースのほかにも、

「タイ人向け日本語コース」、「通訳・翻訳サービス」「メディアの総合デザイン・通訳センター」

の運営を行っている。 

 

 

4.インタビュー 

 

4-1.チュラーロンコーン大学日本語講座 講師陣へのインタビュー 

 

日時：2020 年 12 月 9 日 

場所：チュラーロンコーン大学 Boromrajakumari ビル 10 階 1007 号室 

対象：s.サランヤーシューショートケオ,Ph.D. 

Ms.サリンラット・カウィーチャールモンコン,Ph.D. 

Asst. Prof.ウォラウット・チラソンバット, Ph.D. 

Asst. Prof.アサダーユット・チューシー, Ph.D. 

以下、筆者の質問事項を「Q:」として、インタビュー回答者の発言を「A:」として記載するもの

とする。 

 

Q: チュラーロンコーン大学から、多くの学生が、日本に留学していると思います。早速ですが、

特に、どの地域や大学に留学を希望する学生が多いのでしょうか。 

A: 関西圏に留学を希望する学生が多いと思います。日本の文化を象徴する街だという印象が、タ

イの学生の中では強いようです。東京も人気がありますが、物価の高さを懸念する学生も多いよ

うです。 

留学先の大学で、奨学金がもらえるかどうかも、選択要因として大きいです。実は、学生同士

でネットワークを持っていて、奨学金の情報のやり取りがあるようです。ほかの生活情報等に関

しても、学生はいわゆる「口コミ」を、大きな情報源として活用しています。結局、過去に留学生

が多い大学が、これからも留学先に選ばれていく傾向にあります。 

                                                   
23 本校舎内は、撮影は禁止とのことであった。 
24 http://j.tpa.or.th/slc/course.php?lang=th 



ただ最近では、今まで目を向けられていなかった大学に、興味を持つ学生も増加しました。 

 

Q:タイ人が、日本語を学びたいと考える理由にはどのようなものがありますか。 

A:「日本語そのもの」に興味があるという学生をよく目にします。タイには日本語表記の看板や

商品が多くあります。日本語の字体に親近感を覚える学生も多いようです。また、エンターテイ

ンメントなど、文化に魅力を感じる学生もいます。例えば、日本の漫画やアイドルなどです。 

ただ日系企業に就職したい、と考えて、いわば就職目的で日本語を選択する学生は、昔ほど多く

はないようです。就職目的では中国語を選択する学生が多い印象ですね。中国の、今後の成長を

見据えてのことだと思います。しかし、中国語やその他の外国語を選択する学生が増えても、日

本語学習者が減るとは一概に言えません。グローバル化が進む昨今、複数の言語を同時に学習す

る学生が増加しています。中国語を学ぶ学生が、合わせて日本語を学ぶことも少なくないと思い

ます。 

実際には、日本語専攻に進む学生数はわずかながら減少しています。ただこれも、日本語に興

味を持つ学生が減ったということに直接には結び付きません。チュラーロンコーン大学の中では、

別の専攻を選択しながら、「副専攻」を選択できる制度があります。例えば政治学専攻の学生が、

副専攻として日本語専攻を選ぶことが出来ます。さらに、大学ではなく、日本語学校に通う学生

もいますので、日本語専攻以外の専攻に通いながら、そういった学校に通う学生も想定されます。

今では、日本語を学ぶルート、手段が多数存在するようになったんです。そのため、タイ人学生

にとって、日本語の学習は、依然として高い人気を維持しているように思います。 

 

Q:タイ人にとって、日本語の難しさとはどのようなところにあるとお考えでしょうか。 

A:第１に、敬語の存在です。日本語には、独特の敬語がありますので、習得には時間を要するよ

うです。 

第２に、漢字の存在です。実際に文章を読み書きするとなると、漢字を覚える必要も出てきま

す。タイは非漢字圏なので、漢字は学習者にとって大きなハードルとなります。就職の話になり

ますが、日系企業が外国人を採用する場合は、漢字の読める中国人を、タイ人よりも多く採用す

るという話を聞いたことがあります。 

第３に、「話し言葉」「書き言葉」の使い分けです。 

実際に日本に留学した学生は、話し言葉はかなり上手になります。これは留学のメリットとも

言えますが、書き言葉はマスターが難しいです。似たような例で、タイ人と日本人のハーフの大

学生は、家庭内で日本語話者と生活しているので、話し言葉は完璧です。しかし、文章の間違い

には気づきにくくなります。話し言葉は完璧だという自負があるので、書き言葉を新しく学習す

ることに抵抗を覚えるのではないでしょうか。 

初級日本語では、一般的に「話し言葉」「書き言葉」が区別されていないので、そのまま日本語を

使用していくと、適切に使えなくなります。そのため、中級日本語では、日本語の話し言葉と書

き言葉を区別して指導しているんです。 

 

Q:日本語教育は、一筋縄ではいかないのですね。逆に、留学生の受け入れ側となる「日本人」に



ついて、感じることはどのようなことでしょうか。 

A:最近、日本の労働者不足が顕著になり、昔の考え方は変わりつつあると感じています。 

卒業生が日本企業で働く例が増えていく中でも、彼らの仕事環境は良くなってきていると感じま

す。 

 

Q:過去、チュラーロンコーン大学と日本の大学で交流を行うなかで、魅力的な留学コースだと感

じたものがあれば教えてください。 

A:近年、期間を 1 学期と区切って、タイの学生を派遣するコースが設置されていた大学がありま

す。日本の大学は半年間、もしくは 1 年間の留学が主流ですが、長期間、自分の大学を離れるこ

とは、タイの学生も不安に感じます。様々な制度がありますが、例えば 1 年間日本に留学すると、

卒業も 1 年遅れてしまいますよね。その不安を解消できたため、タイの学生からの人気を集めま

した。 

 

Q:今後、チュラーロンコーン大学から日本の大学への留学機会の創出や、学生交流をさらに良い

ものにしていくために、どのようなプログラムを設置していけばいいでしょうか。 

A:先ほどと同じ理由で、短期間の留学や、学生交流を増やしたいと思っています。学生交流の中

で、外国人と知り合い、異文化コミュニケーションを行う機会を提供するためです。学生同士が

知り合ってしまえば、あとは自分たちで、SNS で交流関係を維持していくだろうと思います。 

グローバル化のなかで、学生は「留学することが常識」といえるほどの環境に置かれています。

短期間でもいいので、学生交流をし、異文化理解の力や柔軟性を伸ばしてほしいです。 

日本の大学では、タイの大学生に留学に来てもらい、地域企業にインターンしてもらうという構

想を持っているところもあるようです。 



 

25 

Q:タイ人の留学生は、特定の大学に集中している印象があります。注目が集まりにくい、いわば

不人気な大学が、タイ人留学生を集めるためには、どのような工夫をしたらよいでしょうか。 

A:「地域性」を強調するのはどうでしょうか。都会や有名都市と異なる文化を魅力に感じて、留

学先を選択する学生も増えてきました。各県は、文化や環境の差を感じやすい場所です。留学の

中で、日本語だけでなく、日本文化の研究にもチャレンジできることも利点の１つです。最近で

は、タイ人が日本に、観光に訪れる機会がかなり多くなりました。観光だけでは分からない、多

面的で、深みのある知識や経験を得ることが、学生の求めていることの 1 つだといえるでしょう。

地域の特性をうまく見つけ出し、自分の大学の魅力をうまく発信することで、日本に留学したい

と考えるタイ人はますます増えてくると思います。 

 

Q:今日は、様々なお話を伺うことができました。貴重なお時間をいただきまして、誠にありがと

うございました。 

                                                   
25 チュラーロンコーン大学 Boromrajakumari ビル、インタビュー当日に筆者撮影 



4-2. 泰日経済技術振興協会付属語学学校講師陣へのインタビュー 

 

 

 

日時：2019 年 12 月 25 日 

場所：泰日経済技術振興協会付属語学学校 ※以下、「TPA 付属語学学校」 

対象：TPA 付属語学学校常勤講師 3 名 26 

 

Q:タイ人が、日本語を学びたいと考える理由にはどんなものがありますか。 

A:まず、文化の影響が大きいと感じます。タイ人が、日本のアニメやポップカルチャーに触れる

機会が多いので、そこから日本という国や、日本という国そのものに関心が出てくるのではない

でしょうか。 

また日本の方針で、タイ人に対する観光目的のビザが免除されました。そのため、観光に行き

たいと思うタイ人が日本を身近に感じ、そこから日本語を学びたいと考える人が多いということ

でしょう。 

日本で仕事をしたいと考えるタイ人も一定数います。ただ、タイは豊かな国なので、東南アジ

アの他の国のように、生活苦のために、例えば仕送りのため日本に行く人は少ない印象です。 

日系企業での仕事への憧れや、自身のキャリアアップとして日本で働きたいと考えるタイ人が、

日本語を学びに来ることはあります。 

最後に、大学で日本語専攻だったので、さらに日本語を学んで、そのまま日本語の先生になり

                                                   
26 名前や肩書等は記載しない条件で、インタビューをお引き受け頂いた。 



たい、と考える人も勉強しに来ています。 

 

Q:タイ人にとって、日本語の難しさはどのようなものでしょうか。 

A:まず、発音です。日本語には、タイ語にはない発音の区別あります。今まで意識して聞いたこ

とがない、または発音したことがないので、区別して発音するのは苦労するようです。 

次に語順です。タイ語の語順は、簡単に言うと英語に似ています。タイ人は英語の語順でタイ

の文法を身につけている為、日本語の語順に慣れることに時間がかかるそうです。 

最後に、日本語で使われる「ひらがな、カタカナ、漢字」の区別ですね。タイ文字は 1 種類し

かない為、文字の使い分けも、タイ人にとっては難しさを感じるポイントだと思います。覚える

のにも時間がかかるようです。 

 

Q:タイ人の生徒に対して、語学以外に指導を行うことはありますか。私の考えでは、日常生活の

遅刻や、生活態度についてなどを指導されると考えています。例えば日系企業で仕事をする予定

のタイ人に対しては、どのようなアドバイスが多いでしょうか。 

A:まずは「時間」です。日本人は時間を大切にしますので、その意識は持ってもらうようにして

います。 

ただし本人がそれを本当の意味で理解し、時間を厳守するようになるかは、人それぞれです。

本人が、どこまで日本の文化を受容するのか、それは個人の考え方や仕事に対する意識によって

変わってくると思います。例えば、日本で働く予定のタイ人は、時間に対する意識も高く持とう

としています。 
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27 TPA 付属語学学校校舎。https://www.bangkok-pukuko.com/entry/tpa-bangkok より抜粋 



Q:生徒のモチベーション維持のためにされていることはありますか。 

A:実際には、勉強した日本語を、自分で使えた、自分で発音して相手に通じた、という喜びに勝

るものはないようです。そのため、モチベーション維持のためにも、丁寧に熱意をもって生徒に

接する工夫をしています。また教室の中でも、教師と生徒が日本語で会話する機会を多くとるよ

うに努めています。 

時には身につけた日本語能力を試す為に、実践の場として、日本語で応対する店に電話をかけ

て、営業時間や定休日（曜日）をたずねる練習をすることもあります。教室から出て、社会の中

で日本語を使う練習をすることで、生徒の意気込みも変わってきます。程よい緊張感が、生徒の

成長を助けてくれると思います。これらを通して、生徒が、日本語を学ぶことを楽しいと感じて

くれるような授業にしています。 

 

Q:日本国内の話になりますが、日本の各大学において「すべて英語によって授業が受けられる、

日本語が分からなくても英語だけで学位が取得できる」コースが充実してきています。大学の方

策として、日本語を取得するのは外国人にとってハードルが高いため、そのようなコースを設置

して留学生数を増やそうとしているようです。これは、海外の日本語学校に通う生徒数の減少に

繋がりかねないという意見もありますが、どのようにお考えでしょうか。 

A:日本に来るとなれば、生活のために日本語は必須です。日本語ができないと、日常生活もまま

ならないことはよくあります。そのため、日本に行く予定のある人は、日本語を学んだほうが良

いと思います。また、日本に行きたいと考える人は、少なからず日本という国そのものに興味が

あると思いますので、日本語を学ぶこともそれほど負担に感じないかと思います。 

全体的な近年の傾向を見ていくと、日本語を学ぶ人の人数は、横ばい、あるいは少し減ってき

ているように感じます。中国企業などがタイに多数進出しているため、中国語を学びたいと考え

るタイ人も増えるかも知れませんが、そのような状況においても日本語は一定の地位を維持でき

ると思います。 

 

Q:話は変わりますが、TPA 付属語学学校様では、日系企業で働くタイ人を対象にしたセミナー、

またはタイ人を雇用する日系企業対象のセミナーを多く開催されています。これはどのような理

由からでしょうか。また、タイ人を雇用する日系企業の悩みとしては、どのようなものがあるで

しょうか。 

A:セミナー開催の理由としては、TPA の創立理念が大きく関わってきます。TPA は、日本とタイ

両国の経済発展のために、タイ人スタッフの教育研修を、各種セミナーや事業を通じて実施して

います。 

タイ人を雇用する日系企業からの悩みとしては、主に、文化や考え方の齟齬から、日本人とタ

イ人でお互いにコミュニケーションの行き違いが発生し、仕事上でトラブルが起きてしまうこと

が挙げられます。 

また、日本人は、海外で働いていますが、タイ人は自国で働いています。この異なる状況が、

齟齬を生んでいる可能性もあります。日系企業で働くタイ人なかには、海外に出たことがないと

いう人もいて、自分は異文化理解をする必要がある、という認識がない方もいる可能性はありま



す。お互いに、柔軟な考えで接することが出来ればいいのですが、難しい場合もあります。こう

いった、基本的な考え方が食い違っている可能性はありますね。 

日系企業が抱える問題に対して、TPA 付属語学学校では、企業ごとにアレンジされたセミナー

を開講しています。オーダーメイドのスタイルです。一例を挙げると、最初に、タイ人従業員と

日系企業社員に対して、別々に、異文化理解や言語の違いをテーマに講座を行います。両方のサ

イドで、相手のことを理解してもらうことが大切です。そのうえで、日本人とタイ人が合同で、

ワークショップを行います。仕事を円滑に進めていくにはどのようにしたらよいか、互いにコミ

ュニケーションをとり、考えてもらうためです。このような段階型のセミナーは、日系企業の業

務円滑化に貢献しています。 

 

Q:最後に、日本語教師として勤務される中で、印象深いことや心に残っているエピソードがあれ

ば教えてください。 

A: 言葉を深く知るなかで、その国の人の理解に繋がります。そして言葉は、すべてにおいて基本

になります。日本人とタイ人の間で約束をする、連絡をとるときに、共通言語がなければ難しく

なります。また様々なトラブル回避のために不可欠です。 

タイ人にとって、日本語を学ぶのは、なかなか難しいようです。上達が見えなくてモチベーシ

ョンが下がってしまう人もいます。それでも日本語を学び、それを使って意思疎通できたという

喜びは、何にも代えがたいものです。TPA 付属語学学校に通うタイ人が、日本語を学んだことで、

進学や就職できたと言ってくれることが、私たちにとってもやりがいです。 

以前、日本で仕事をする予定の、工学部の大学生を対象に、日本語を指導したことがありまし

た。彼らが日本に向けて旅立つ日、空港まで見送りに行ったところ、彼らの親戚が、本当にたく

さん見送りに来ていました。彼らの経済状況などは分かりませんが、日本で就職することは、そ

れだけ意味の大きなことだと思います。その光景を目にしたとき、タイ人学生が、親族のいろん

な思いを背負って、勉強していたことを再認識しました。胸が熱くなると同時に、彼らが日本で

幸せに暮らすことが出来るように、そして、彼らがタイに戻ってきて、家族を支えられるように、

我々も、日本語教育を通して、様々な形で貢献していきたいと感じました。 

 

Q:今日は、様々なお話を伺うことができました。貴重なお時間をいただきまして、誠にありがと

うございました。 

 

  



4-3.日系企業勤務 タイ人へのインタビュー 

 

 
 

日時：2019 年 12 月 19 日 

場所：バンコク市内の喫茶店 

対象：タイで働く社会人男性（29 歳）28 

 

Q:まず、今のご職業と、具体的な仕事の内容を教えていただけますか。 

A:現在、資源再生や資源の有効活用を主な業務内容とする、日系の大手企業で勤務しています。

いまタイに住んでいますが、いわゆる「タイ駐在」の形をとっています。日本で、一般の社員と

同様の雇用条件で働いている状態です。 

今の仕事内容について、あえて英語で言うと「ビジネスデベロップメント」という表現になる

と思います。自分の勤務先を、さらに良くしていくのが仕事ですが、平たく言えば「何でも屋」

です。お客様のもとで商品やサービスの提案をすることもあれば、現場からの設備調達に関する

指示指導、さらにお客様の会社や自分の会社に対するコンサルティング業務も行っています。 

だいたい私は、現場とタイ本社をつなげている、中間職のような立ち位置です。そのため、タ

                                                   
28 名前や肩書等は記載しない条件で、インタビューをお引き受け頂いた。 



イ本社からの指示は日本語で聞き、現場にいるタイ人にはタイ語で話す、というスタイルで進め

ることが多いです。 

 

Q:お仕事で日常的に使用できるほど、日本語がお上手なようです。日本語の学習はいつごろから、

どのようになさったのか教えてください。 

A: 日本語の勉強は、大学の学士を得た後に、はじめました。それまでは、タイのチュラーロンコ

ーン大学で、日本語を使わずに勉強しました。チュラーロンコーン大学を卒業した時には、ほと

んど日本語は使えませんでした。そのあと、早稲田大学バンコク事務所 29という語学学校に 3 か

月間通いました。ここは日本留学や日系企業への就職を希望するタイ人を対象とした日本語教育

を主な業務内容としています。さまざまなニーズに対応した日本語コースを開講していたので、

自分も安心して勉強できました。 

日本に留学した理由ですが、「日本の文化」に大きな関心がありました。当時は、中国、韓国も

留学先として視野に入れていました。しかし自分の興味関心が、日本の音楽や、スノーボードだっ

たので、どちらも実現できる、日本を選びました。タイ国内では、日本料理の店がたくさんあり、

日本人もたくさんいます。日本に留学した時のイメージが、他の国よりも湧いてきたことも、理

由の 1 つです。 

学部 3 年生の時に、北海道大学で研究する機会があったのも、大きな動機になりました。その

時は、すべて英語でコミュニケーションをとっていましたが、留学生活の様子などを垣間見るこ

とができました。 

日本語の能力が向上したと感じたのは、日本の北海道大学の大学院に留学した時です。25 歳で、

資源再生を研究する研究室に所属しました。大学院では、日々日本語でやりとりしました。ほか

にも、念願のスノーボードサークルや、日本の音楽サークルに所属し、そこでも楽しみながら、

日本語の練習ができたと思います。 

Q:日本語を勉強する秘訣は何だと思いますか。 

A:どんな言語でも同じだと思いますが、「楽しみながら学ぶ」ことが１番です。タイ語を勉強して

いる日本人には、モチベーションが少し下がっている人がいますが、どんな人でも、楽しみなが

ら勉強すれば、なんでも上手くなると思います。 

私が日本に留学したときには、日本語ができればできるほど生活が楽しくなったので、好循環

を作れていました。 

逆に、今でも漢字の読みは、今でも難しいと感じます。さらに、日本語は似た意味の単語でも、

様々な単語に言い換えるので、そこはタイ語との違いを感じました。 

 

Q:北海道大学留学中や、日系企業で勤務する中で、困難を感じる部分はありましたか。特に日本

人とタイ人との考え方の違いのようなところで、苦労した点があれば教えて下さい。 

A:当然ですが、タイ人の私が日本の企業に就職したので、日本語のビジネスコミュニケーション

には大変苦労しました。就職当時は、上司からの指示も、理解するのに時間がかかっていた状態
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です。 

そのほかに、「自分の日本語を、自分の部下に当たる日本人が理解しようとしてくれない」こと

に、もどかしさを感じました。日本では、受け持ちの工場で、現場労働者の管理をしていました。

実際に働いている方々は、自分より年齢が上の男性が多かったです。 

そして、労働者の一部には、「外国人から指示を受けるのは抵抗がある」「外国人だから自分と

は相容れない」という先入観を持った方々が少なからずいて、上司の立場にいる自分の指示を理

解してくれない、または指示の内容は分かっているけども、実行に移してくれないことがありま

した。そのことには、日本語が喋れるか、ということ以上の問題を感じました。 

 

Q:それは確かに、上司として組織の上に立って働くうえで、大きなハードルのように感じます。

どのように乗り越えたのでしょうか。 

A: 「自分から行動で示す」「説明の仕方を工夫する」ことが秘訣だと感じました。現場労働者の

方々と、どのようにすれば良い仕事ができるのか、日々話し合いました。そして自分も一緒になっ

て行動し、力を合わせて働きました。そして、その試行錯誤の中で、工場の業務成績が上がった

結果として、現場の方々の信頼を得ることができました。 

説明の仕方も、受け取り手によって、柔軟に変化させるようにしました。ただ指示するだけで

なく、その仕事をすることによって、仕事を受けた本人にどのようなプラスが生じるのか、を説

明しました。もちろん、受け取り手の人間によって、話し方を変えました。 

これは、日本語の問題でなく、働くうえでの極意みたいなものですよね。タイ人でも日本人で

も、同じ人間として、考え方は似通っており、上司としてそれを汲み取ってあげる必要性を感じ

ました。 

タイ人として日系企業で働いてみて、国籍ごとに、ステレオタイプ的に相手の性格を予想する

ことや、型にはまったパターン思考は避けるべきと考えるようになりました。この人はこういう

人間だから、こんな行動をするはずだ、と考えていると、その予想が間違っていたときのショッ

クが大きくなります。ショックのあまり、相手のことを嫌いになることもあるかも知れません。 

日本人の中には、タイ人のことを、タイムマネジメントが下手だとか、仕事の感覚がズレている

と思い込んでいる方も多いそうですね。 

日本もタイも国際化が進展し、様々な国籍の人と共に働くことが多くなりました。言語や文化

を超えて、どんな人間とも、まっさらな気持ちで、話し合いを重ねてみることが大切だと考えて

います。 

 

Q:非常に大切なお話を伺ったように思います。ありがとうございます。最後に、中国語や韓国語

などの、日本語以外の外国語に対する印象を教えてください。今後、中国語学習や韓国語学習へ

の人気が、日本語を抜くことはあるでしょうか。 

A:タイ人のなかでは、日本語学習がまだまだ人気だろうと思います。もちろん、中国語や韓国語

を学ぶ人もいます。しかし、タイ人にとって、日本に対するイメージが、他から群を抜いて色濃

いです。日本で放映されたドラマやアニメが、タイでもたくさん放映されています。また食事も、

いまや「タイ文化の一部」という人がいるほど、身近に感じるようになりました。そういった「文



化」の身近さが、日本語学習への人気を支えているのだと思います。留学や就職のイメージも、

タイ人は日本のドラマを見て学んでいますよ。 

逆に、韓国や中国に留学や就職に対しては、情報量が少ないため、決断しにくい人もいるよう

です。 

 

Q:なるほど。実際に日系企業に勤務されている方の話を伺い、大変勉強になりました。本日は本

当にありがとうございました。 

A:私は、日本語を学ぶことで、考え方が柔軟になったと思います。タイ語、英語、日本語を勉強

することで、各国の言語のベースとなる考え方を比較することができました。それは、相手によっ

て話し方を変えるという、今の私の仕事のやり方を生み出してくれました。やはり日本語を勉強

してよかったです。これからも考え方を柔軟に持って、いろんなことにチャレンジしたいと思っ

ています。 

 

Q:今日は、様々なお話を伺うことができました。貴重なお時間をいただきまして、誠にありがと

うございました。 

 

 

5.おわりに 

 本レポートでは、タイの日本語教育をテーマに報告を行った。特にインタビューに関して、タ

イの国立大学の先生方、民間の語学学校の講師、そして日本語を学んだ経験を生かして活躍中の

タイ人という、それぞれ異なる視点を持つ方々のお話を伺うことができた。計 8 人に直接インタ

ビューし、これらすべての内容を掲載できることは、非常に稀有な機会に恵まれたと考える。本

レポートのテーマに関して、いくらかでも示唆を表すことができたのであれば幸いである。 

 まずチュラーロンコーン大学のインタビューを掲載した。学生が、就職に有利になるという点

を考えて中国語を選択する風潮は、年々高まっているということであった。しかし、多言語社会

のなかで、日本語はタイ人にとって人気があることに言及されており、ほかのインタビュー内容

との整合性を見出すことができた。また、日本語を選択した学生に対して、どのようにすれば魅

力的なプログラムを提供することができるか、ご自身の研究もありながら、先生方が熱心に検討

されている姿が印象的であった。さらに、知名度の低い大学であっても、地域性を打ち出すこと

で、タイ人学生からの注目を集めることが出来るのではないかと示唆をいただいた。 

 次に掲載したのは泰日経済技術振興協会付属語学学校常勤講師陣のインタビューであった。日

本文化に対する関心が、日本語学習への入り口になることを教えていただいた。さらに日本文化

への関心は非常に大きく、それらは「ひらがな・カタカナ・漢字の使い分け」という、タイ人に

とっての学習上の困難を乗り越える力になると思い至った。 

 最後に掲載したのが、日本語を学習し、現在はそれを駆使して日系企業で活躍しているタイ人

へのインタビューである。彼は私の友人でもあるが、日本語運用能力の高さには本当に頭の下が

る思いである。彼が述べていたのは、日本語を学習することの難しさだけでなく、日本社会で外



国人が働くことの難しさだったように思う。しかし、日本語を勉強したことで、自らの世界観が

広がり、日本人とのコミュニケーション上のトラブルにも、前向きに対処することができたと語っ

ていた。日本人とタイ人との間の、ビジネス上のトラブルは、ここタイではよく見聞きする。彼

のように世界観を広く持ち、柔軟性を身につけたグローバル人材が、日本とタイの双方から出現

することを願ってやまない。 

 今回のレポートによって、タイ人が、日本人に対してかなりの好感を持っていること、および

文化や日本語学習が、日本に対する好感の端緒になっていることを確認できたことは大きな収穫

であった。 

以上のことから、日本に位置する大学がタイ国内で学生のリクルート活動を行う際には、第 1
に、日本の文化紹介を重点的に行うことが重要であると考える。タイ人学生に、自らが持つ日本

への関心を再認識してもらう。そして第 2 に、大学ごとの独自性や地域的差異を打ち出すことが、

有効な手法の 1 つと思われる。JSPS 海外研究連絡センターなどでは事業紹介を行う機会がある。

そのような、海外でプレゼンテーションを行う方々にも、本レポートの示唆が少しでも役に立て

ば幸いである。 

 私がタイへ研修に赴くことが可能になったのは、日本とタイの友好関係が長きに渡って保たれ

たためである。今後も、日本語教育を通して、タイ人と日本人の交流が続き、それが学術研究や

経済面など、多方面における好影響を生み出していくように願っている。 
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