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本誌は日ごろご支援・ご協力を頂いている皆様に TNI（泰日工業大学）と学生をいっそう理解して頂く狙いです。TNI 設立来 5

期にわたる学部卒業生は 2600人を超えましたが、お陰様で、毎期就職希望者の 100％が日系企業等に就職しています。 

本号では、2015 年 11 月に卒業式を行った第 5 期卒業生の就職（日系企業就職や業種等）と、掲載希望の多い「TNI の日本

語教育」に焦点を当てました。日本語学習は、TNI では学生全員が必修科目としていますが、学生のコミュニケーション力や

日系企業の方へ理解頂きたい点など、参考にして頂ければ幸いです。（なお後者は 2015年に TNIで実施した Jセミナーの発表を筆

者＝吉原秀男（泰日工業大学（TNI）学長顧問）が要約したものです。Jセミナーは年 2回：6・11月に開催します。ご参加をお待ちしています）  

2016.5.TNI学長室 TEL: 02-763-2749/2770 Email: tniinfo@tni.ac.th  ものづくり教育現場シリーズのウエブサイトもご参照ください。www.tni.ac.th 

第 5 期生卒業式 第 5期 TNI卒業生の就職等 

１．第５期卒業生の進路 

 TNI第５期卒業生の卒業式は、２０１５年１１月１５日（日）に

行われました。バンコク・ラマ９世公園ラチャモンコンホール

で行われ、修士課程卒業生を含む７５４人が学位を授与さ

れました。以下は、TNI就職センターがまとめた学部卒業

生 648人の資料を編集したものです。 

 図１は、第 5 期学部卒業生６４８人の進路を表したものです。

今季卒業生は 2011年 6月入学が大半で、多くは 2015年

4-11 月に単位取得した学生です。（タイの入学及び卒業は、

日本の 4月入学-3月卒業とは違います。詳しくは TNIガイ

ド「モノづくり教育―TNIストーリー」13頁をご参照ください） 

 希望者の１００％（＝図の就職活動中０）が、これまでと同様

就職しています。 

 進学は、概して日本の大学院や語学学校就学者です。これ

までの追跡調査では、彼らは、進学後日本企業で働く者を

含め、日系企業や、日系取引企業に就職する者が多いよう

です。 

 なお、その他の９％は、Work & Travel（アメリカへの遊学等）

や、この 11月の時点で連絡が取れなかった者です。 

 

２．第 5期卒業生と日系企業就職 

 図２・表 1に見るように、就職した全学部卒業生 463人のうち、日系企業就職は 174人 38％ですが、日系取引企業を

含めると 249人 54％の就職になります。他の大学と違い、TNI卒業生は圧倒的に日系企業等に就職しています。 

 表 1は、全学部とともに、学部別の日系企業等就職を見るものですが、情報技術学部卒業生の日系企業就職は低く、

これはタイに日系企業が少なく、就職したくても就職できない現状を表し、それが全体の日系企業就職率の高さを抑え

ていることが分かります。一方、工学部と経営学部の日系企業就職は、最大比率を占め、多くが日系企業と日系取引

企業に就職しています。 

表１ 学部別日系企業等の就職 

 

就職企業 工学 

部 

情報技 

術学部 

経営 

学部 

全学部 

合計 

比率 

日系企業 73 17 84 174 38％ 

日系取引企業 22 19 34 75 16％ 

非日系企業 48 99 67 214 46％ 

合計 143 135 185 463 100％ 
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5.建設・不動産・物品賃貸業 
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サービス・公務 
8.情報・通信業 

9.レジャー・娯楽・生活関連

サービス・医療 
10.その他 

図3 463人の就職企業の業種 
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図4 製造業就職者の内訳 
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３．就職企業の業種 

 図 3は、第 5期生の就職企業の業

種を見たもので、製造業、情報・通信

業、商業の順になります。 

 製造業の内訳は、図 4に見るように、

自動車（部品を含む）、食品・生活、

素材、電機・精密機器の順です。 

4．大・中小企業の就職比率 

 図 5は、第 5期卒業生の大

企業・中小企業等就職を見る

ものですが、ほぼ半数が大企

業と中小企業に就職し、TNI

生は必ずしも大企業就職に拘

っていないようです。（聞き取

り調査では、大企業で働くより

も、日本で働きたい、日本で

研修を受けたいという意識が

高いようです） 

5．TNI奨学金受給者の就職 

 TNI奨学金は、バンコク日本

人商工会議所および会員企

業等のご協力の下、タイ全国

から意欲あって日・タイ関係に

関心を持つ、優秀な学生を対

象に一学年 50人（全学年で

は 200人）に支給されていま

す。 

 図 6は、TNI奨学金受給者の卒業後の進路を見たもので、図 7はこのうち就職 30人の日系企業・日系取引企業・非

日系企業就職を見たものです。 

 なお図 6の未修了者は、日本の交換留学参加のため、2015年 11月時点で卒業していない者を示します。 

 図 7に見るように、過半が日系企業・日系取引企業に就職していますが、情報技術学部は、図２同様に日系企業の就

職が限定されて、非日系企業に就職する場合が多く、工学部・経営学部での日系企業就職はより高くなります。 



TNI ニュースレター          第 5 期卒業生と TNI の日本語教育              3/4 

むずかしい

 

やさしい 

1. TNI 日本語コース概要 

• ＴＮＩ日本語コースは、次の2つである。    

(1) 全学部向け日本語コース（次の（2）

を除く）：N4 レベルを目標 

(2) 経営学部日本語・経営学専攻の

日本語コース：N3 レベルを目標 

→大学側は、上記の JLPTレベル合格

を目安に職場で基本的な意思疎通が

できることを期待。 

*参考：JLPT（日本語能力試験）とは？：日本語を母

語としない人を対象に日本語能力を測定し、認定す

るための試験。「聞く」と「読む」技能を重視している。

（「話す」「書く」能力を直接測る試験ではない） 

N1: 幅広い場面で使われる日本語を理解できる           

N2: 日常的な場面で使われ

る日本語理解に加え、より幅

広い場面で使われる日本語

をある程度理解できる 

N3: 日常的な場面で使われ

る日本語をある程度理解でき

る 

N4: 基本的な日本語を理解

できる 

N5: 基本的な日本語をある程度理解できる             

*詳しくは TNIガイド「ものづくり教育―TNIストーリー」

12 頁をご参照ください。  

• 大学では、①専門技術力、②語学･コ

ミュニケーション力、③組織力（社会人

基礎力と管理基礎力）に力点をおくが、

語学・教養課程部では、そのうちの②

③を担当する。企業の「日本語、人間

関係構築能力、問題解決能力、社会

人基礎力、自分を持っている」などの

期待に応え、基礎的な日本語力、伝え

る力、考える力を養成し、コミュニケー

ション力をつけ、企業に入ってからも継

続できるよう、自律学習能力を育成し

ている。 

2．全学部向け日本語コース 

• 履修時間：3時間/週×15週×5科目

＝ 225時間で、これに選択科目を履

修の場合、45時間（１学期）が加わり、 

270時間になる。      

*参考：N4レベルでは、通常 300時間が必要

で、ちなみに日本の中学校英語は、266時間

の学習時間。 

• カリキュラム作成の背景：学生は、工

学部など、日本語専攻ではなく、座学、

語学学習に慣れていない学生もいる。 

• ＴＮＩオリジナル教科書：市販の教科書

は、日本での使用を目的とし、学習項

目（文法・語彙・漢字）が多い 

→「話す」「聞く」力を養成する練習が

不足→タイで日本人と働くときに必要

な日本語にフォーカス➡ 

特徴：口頭コミュニケーション能力養成

を目指す、初級段階から、ビジネス場

面での使用を意識、タイ人学習者に配

慮した説明・学習項目配列、本当に必

要な「語彙」「文法」、語学が得意では

ない人にもわかりやすい「話す」「聞く」

力をつけるアプローチ 

テスト・評価：①ペーパーテスト（４０％）：

約半分がリスニングテスト、その他、文

法、読み、語彙、漢字 

②インタビューテスト（２０％）：１人５分、

日常生活、将来の仕事、一般的なテー

マについて日本人教師と話す 

③出席、宿題、クイズ、プロジェクト（４

０％） 

授業外の活動：チャットルーム、各種コ

ンテスト（日本語コンテスト・スピーチコ

ンテスト）、各種交流活動（在タイ日本

人、在タイ日本人学校、日本の姉妹提

携大学など）、スタディーツアー（短期、

長期留学）、日本でのコンテスト参加

（ロボコン、自動車―学生フォーミュラ）、

TNI DAY（学園祭） 

3．経営学部「日本語・経営学」の日本語

コース  

• 経営学と日本語の授業時間比率は

68：32になる。 

• 日本語履修 計６０６時間  

（⋆参考：日本の高校英語は 628時間） 

①基礎日本語３３６時間：１-２年生対象、

週６時間×７週×８科目 

• 学習者は原則として日本語の文字や

音声を既習 （未習者はサマー学期に

仮名（カナ）を勉強） 

• 学習目的：少し複雑

な文章を読める、さ

まざまな場面の会

話を聞き取れる、 

自分で対応できる。 

• 教科書：『新文化初

級日本語Ⅰ・Ⅱ』 

②ビジネス日本語１８０時間： ３年生対

象、週３時間×１５

週×４科目 

• 目的：ビジネス日

本語（簡単な社

内・社外の会話、 

例えば、挨拶、招

待、電話、依頼などのビジネス場面を

学習） 

• 教科書：『ビジネスのための日本語』 

 

ガン講師 

TNI の日本語教育 ガン アーライヤート・當山淳 (TNI 語学･教養課程部 日本語講師) 

當山講師 

  

経営学 

68％ 



基礎力養成 

（大学） 

専門性向上 

実用的コミュニ
ケーション能力 

（企業） 

キャリアアップ 

タイと日本の架
け橋となるよう
な人材へ 

全学部生（BJを除く）529 人  日本語・経営学（BJ）専攻学生112人 
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③日本事情９０時間：４年生対象 （日本

語とタイ語での講義） 

• 目的： 日本の歴史、社会、経済につ

いて学習し、将来、日本人と効果的に

仕事ができる。 

④プロジェクト 

• プロジェクトは、ものづくり理

念に基づいて、学生は習った

日本語を使い、スクリプトを

書く。 

• ペアやチーム・ワークを

習うチャンス 

• スクリプトが完成した後、クラスで発表

し、質疑応答。自分が考えたことを他

人に伝える。 

⑤評価方法 

• ペーパーテスト 45％ 

• 口頭テスト 20％（Ⅰ講師から学生にイ

ンタビュー：内容は自分の性格・将来

就きたい職業、ビジネス日本語の場合、

仕事の面接の練習。IIロールプレイ

（２・３年生）：学生同士のペアで会話を

する） 

• 出席・宿題・プロジェクト・チャットルー

ム 35% 

⑥日本語副専攻 

• 今年から日本語副専攻のコースも開

講している。 

• 通常に加え次の５科目（225 時間）多く、

全部で 831時間になる。 

➡授業時間を増やしたことで、日本語

能力の向上を期待。 

*日本語能力試験対策 （次の科目で対

応）：JPN-414 Japanese for Proficiency 

Test、JPN-419 Japanese Reading 

*仕事で使う日本語：（次の科目で対

応）：JPN-411 Japanese for Translation、

JPN-413 Japanese through Multimedia、 

JPN-424 Japanese Presentation 

 

４．学生のコミュニケーション力 

• TNI Ability Test の結果（⋆３年次８月

641 人対象 (*右下欄) の結果）。50%以上の

得点を、合格ラインとしている。全学部の N5

レベルの 21.5%はN4レベル相当にあと一歩。  

*なお 2016年 1月現在の調査では、全

学生の内 N2合格者は 44人、N1合格

者は 9人がいる。 

• TNI学生の日本語力 「伝える力」の長

短所： 

①「話す」「聞く」力をつけるアプローチの

長所：リスニングが得意、何とかコミュニ

ケーションをとろうとする、日本人と話す

ことを怖がらない 

②短所：語彙が少ない、片言の日本語

がくせになってしまうこともある。 

• 必修科目履修後の日本語学習は、次

の学習機会、経験により能力向上が

図られる。また下図の成長を期待。 

①大学：選択科目の履修、インターンシ

ップでの日本語使用経験 

②職場：就職後、会社での日本語使用

経験、出張、短期研修などの訪日経験、

長期研修、日本への派遣などの経験 

• 組織力・専門技術力：他大学と比較し、

TNI生は以下の特徴がある。 

①専門知識を持ち、さらに基礎的な日

本語もある 

②日本の企業文化（習慣や考え方）など

をある程度知っている：ホウレンソウ、５

Ｓ、改善など… 

③がんばる、残業への抵抗が少ない傾

向 

④日本人と接することに慣れている 

５．日本人の方へ  

タイ人とのコミュニケーションで、下記

を考慮いただければ、幸いである。 

• タイ人学習者が感じる困難な点：助

詞「てにをは」、動詞の活用（過去形、

受身）、文字（かな、漢字）、専門用語

や略語、多様な話し言葉（男言葉、

若者言葉）、方言 

• わかりやすい日本語とは？：「現場」

での話 ⇔ 抽象的な話、話すテー

マが明確、具体的な例がある、「やさ

しい日本語＝優しい日本語・易しい

日本語」→ です・ます体、 短い文 

• 「やさしい日本語」とは？：多言語社

会におけるコミュニケーションで、外

国人が日本語を学ぶ・使うを理解す

る。日本人が外国語を学ぶ・使うを

理解する。→日本人が「やさしい日

本語」を使う 

• 「やさしい日本語」 具体例＝公文書

を「やさしい日本語」で書き換えた例： 

「日本の医療機関は、入院や検査の

設備が整った大きな病院と、普段か

ら身近なおつきあいをする個人医院

や診療所に分かれます」 

➡日本の病院には、入院や検査が

できる大きい病院と、いつでも行くこ

とができる小さい病院があります。 

（*3年次の TNIの語学能力試験は、上記

のほか、IB（国際経営学）専攻者等、合計

840人が対象であった） 

 

成長のビジョン 


