
タイと日本の王室・皇室交流   プッサディー・ナワウィチット 
（Ms. Bhusdee Navavichit タイ王国元日本留学生協会（OJSAT）前会長/出版社編集者・翻訳家他） 

明治維新とチャクリー改革はご承知のよ

うに ほぼ同時期ですが、近代から現代ま

での王室・皇室交流を、ご自身の通訳経験

を含めて話してもらいます。プッサディさん

は、お茶の水女子大学卒業の元留学生

で、「窓際のトットちゃん」などの翻訳家の

他、色々な肩書をお持ちです。また２０１４

年に旭日小綬賞を叙勲されました。  

写真は、ラーマ 6世が皇太子時代、英

国からの帰途、日本に寄られた時の着物

姿の写真（前列左から 3人目）。また次の

写真

は、

1911

年に伏

見宮様

が、明

治天皇

の名代

でラー

マ 6世

即位式

にタイ

を訪問

された

時のもの。 

本日は、近代からの緊密な交流を、特

に、近代から現代まで即位年が同じことを

含め、主として写真でご紹介したい。 

 

タイ・日６００年の交流 （アユタヤ時代：１３

５０－１７６７）   

タイ日交流は、14

世紀半ばから 18世

紀半ばの 417年間タ

イの都であったアユ

タヤの王朝のナラヤ

王がフランスのルイ

4世に使節団を年 2

回往復させた時代で、

その帰途 1381年に韓

国に滞在、それから

1388年にアユタヤの

使節団が韓国からの

帰国の途中、日本に一

年間滞在した。 そして、1425年にアユタヤ

が琉球王国との交易を始めた（～1570）。     

今でもバンコクのワ

ットポー寺院に琉球人の彫刻がある。また

写真は泡盛だが、原料はタイ米。 

 ➡そして江戸時代の出来事は次の通り。                            

1604：朱印船がアユタヤに （ナレースワン

王時代）、1605：徳川家康公がエカトサロツ

王に親書、1612：山田長政がアユタヤ在、

1620：山田長政が日本人町の頭領になる 

(ソンタム王時代) 、1623：２代将軍秀忠公

にアユタヤから親書を携えた特使が江戸に

到着。 

 

明治時代以降の交流   

明治天皇とラーマ 5世（チュラーロンコー

ン大王）（上の写真）が同じ 1868年に即位

された。 そして１８８７年、タイの最初の外

務大臣テーワ

ウォンワロー

パガーン殿下

（ラーマ 5世の

弟）が日本の

青木周蔵外務

次官と「日タイ

修好宣言」に調印された。                     

 

王室と皇室の交流 

• 1902：ラーマ６世が皇太子のころ、イギリ

ス留学の帰

りに訪日

（上述）。 

• 1911：ラー

マ６世の即

位式に天皇

のご名代、

伏見宮博恭

王が訪タイ（上述）。 

• 1924：ラーマ７世が王妃と訪日（即位前） 

• 同年ラーマ７世が、ラーマ６世が植樹され

た黒松を鑑賞（鎌倉大仏殿高徳院）。 

➡なお、

1926年（昭

和元年）

は、ラーマ

7世と昭和

天皇が即

位された

年。 

• １９３１：ラーマ７世が王妃と訪日（このラ

ンパイパニー王妃は、1932年絶対王政

から立憲君主制になり、ラーマ 7世が、

1934年に退位されたあと、戦後 54年・70

年・72年に訪日されている）。 

• １９６３：プミポン国王とシリキット王妃が

訪日。 

 

• １９６４：当時の皇太子ご夫妻が訪タイ。 

• １９６５：上皇陛下（当時の皇太子殿下）が

タイにティラピアを贈呈（プミポン国王が

事前相談。その後、チットラダパレスで養

殖し、タイ国民の栄養に貢献）。 

本誌は日頃ご支援・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、タイ社会や TNI活動な

どを紹介しています。本号では、タイ日交流をプッサディ前 OJSAT 会長に、日本企業についてのコメントを TNI卒業生のメーティニ

ーさんに、日本語教育指導について山口日本語講師に プレゼンして頂いたものを紹介いたします。皆様の参考にして頂ければ幸

いです。（このプレゼンは、2019年 6 月１９日に TNIで実施した J セミナーでの発表を編者＝吉原秀男（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） 2019.8. TNI学長室・広報部 info@tni.ac.th   



• １９８０：徳仁親王殿下（今上天皇陛下）が

訪タイ （1987年も）。 

• １９８１：シリキット王妃とチュラポン王女

が訪日。日本でのサポート基金展主催。 

• １９８３：シリントン王女が訪日。 

 

• １９８７：チュラポン王女が訪日（このほか

多数回）。 

 

• １９８７：ワチラロンコン皇太子が訪日（日

タイ修好１００周年の年）。      

• １９８９：秋篠宮殿下が訪タイ （このほか

多数回訪タイ） 

 

１９９０：シリントン王女が秋篠宮殿下の結

婚式に参列 

• １９９１：上皇・

上皇后両陛

下がスコ

ータイ訪

問（即位

後初めて

の外

国）。 

 

 

 

• 1993：シリ

キット王妃

が京都高

島屋でサ

ポート基金展主催（右上の写真）。 

• 2006：上皇・上皇后両陛下がプミポン国

王在位６０周年祝賀会に訪タイ。   

上皇・上皇后両陛下と OJSAT：1964年、

両陛下が OJSAT

（タイ王国元日本

留学生協会）の日

本語学校のオープ

ニングにご臨席。

ＯＪＳＡＴが両陛下

に象「メナム」を献

上。 

 

 

修交記念：日タイ修好１００周年記念公演：

1987年、秋元舞

踊団のマノーラ物

語。日タイ修好１

２０周年のロゴマ

ーク（左下）、日タ

イ修好１３０周年

のロゴマーク（右

下）。 

 

記念植樹：ラーマ６世が植樹した黒松

（左）、ラーマ 7世が植樹した黒松（右）、ラ

ーマ１０世が植樹した黒松（下） 

 

 

 

 

 

 

 

ラーマ 10世と今上天皇即位 

   ***   ***   *** 
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講演される

プッサディ 

さん 



 TNIニュースレター                タイ日交流・日本企業・日本語指導                    3/4 

 

交流会と TNI新施設：E棟とコーワーキングスペース 
今回のJセミナーでは講演後、キャンパス見学や幹部との交流会（左）も開催され、新たにオープンした E棟（中：図書館・食堂・コンペンシ

ョンホール・国際プログラム施設など）や、スタートアップ協力のコーワーキングスペース（右）も紹介されました。次回のセミナーは 11月で

す。ご参加ください。 

日本企業の良い点と難しい点 メーティニー・チャッチャートチャイクン 
（Ms. Metinee Chatchertchaikun伊勢丹タイランド社人事部シニア・エグゼクティブ） 

 「興味深いテーマと内容だった。日本の

会社、日本人に対する感想は注意して

対応しないといけないと感じている。卒業

生の仕事への見解が聞けて面白かった」

との参加者の声。 

自己紹介  

• 2008年、TNI設立 2年目に入学し、経

営学部日本語経学課程（BJ）で、日本

語と経営学を学び、2012年に卒業。 

• その後、横浜デザイン学院日本語学科

で 1年学び、伊勢丹タイランド株式会社

に経営幹部の秘書として 2013年から

15年まで勤務。 

• 文部科学省留学生として 2015-2018年、

明治大学大学院商学研究科 博士前

記課程で比較文化・経営などを学ぶ。 

• 2018年から現在まで、伊勢丹タイランド

社で人事部 シニア・エグゼクティブとし

て勤務。 

私が学び、働き、経験し、考えた3つの

点を紹介させていただく。 

1．日系企業の良い点 

• 安定性：タイ系や外資系の会社と比べ

ると、日系企業のほうが解雇

するケースが少ないと思う。 

 

• 仕事の仕組化：仕事を仕組み化するた

め、担当者が不在の時でも

仕事が進める。（システム志

向） 

• ルール厳密：ルールを大事にし、厳しく

守るので、社内の公序良俗

がある。（雰囲気と環境が

そうなっていて、管理しやす

い） 

2．日系企業の難しい点 

• 余計な時間厳守：現

在、多くの会社が勤

務時間などをフレクシ

ブルにした中、この仕

組みを導入した日系企業は多くなく、す

なわちもっと会社がフレクシブル制を導

入し、ワークライフバランスを考えるべ

きで、例えばカフェテリアで、コーヒーを

飲みながら働くとか、私生活を大事に

すべき。 

• 曖昧さ：高コンテクスト文化

のため、暗黙知のルール

や、曖昧な表現を使いがち。

言葉・表現の曖昧さは確認して行動す

る必要がある。 

• 本社統制：現地適応の度合

いが高いと言えず、それに

よって、意思決定の遅れも

発生しがち。それが、現地・現場を信頼

しないことになり、東京中心になる。 

3．タイ人と日本人の違い 

• 国籍差別：日本人だけの非

公開の集まり、日本人だけ

の情報共有、日本人だけの

福利厚生、・日本人だけの特別取り扱

い➡タイの日系企業も、日系企業のリ

サーチ・サーベイ

も日本人だけにな

りがち。 

• 謎の上下関係：上

司部下、先輩後輩の上下関係が強い。

特に先輩後輩関係に関して、タイ人の

場合は１－２年だけ年齢が

違っても全く上下関係なし。 

 

質疑応答 

① 意思決定に関し、日系企業は、いまタ

イ人の社長が増えているが、御社は

どうか？また、本社の統制は？ 

➡伊勢丹タイランドは、現地化が進ま

ず、営業トップはほとんど日本人、社

長も日本人だが、一段階として今年

の４月から総務統括部長がタイ人に

なった。会社は営業を大事にしており、

コミュニケーションと信頼関係の問題

がないように、今までタイ人営業部ト

ップが少ないと考えられる。 

② タイ人社長が自分でルールを破るな

かで、仕組化をどういう風に守っても

らえるか？作った本人がルールを守

らない。ルールの完璧さと寛容さをど

うしたら良いか？ 

➡1）タイ人は面白いことが好き。その

ため、教育する際、イラストや動画を

使ったほうが文字だけのテキストより

効果がある。2）ルールを守る本人に

対するメリットの説明は必要。3）自分

の上司の言うことだけ聞くスタッフが

多いので、先にトップや、管理職に説

明してからスタッフに説明する。4）

100％ルールを守ってくれることを期

待しないこと。全体的なイメージが崩

れなかったら、多少ルールを守らない

人がいても許してあげる。  

横浜で日本語を磨き（左上）、明治大学大

学院で比較文化・経営を学び（左下）、伊勢

丹タイランド社に勤務（右） 
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技術系学生の日本語習得の苦労と指導 山口ひとみ（TNI語学・教養課程部 常勤講師） 

1. TNIにおける日

本語教育 

日本語は全学生

必修だが、学習時

間などで２つの対象

に分かれ、今回は

BJ （経営学部日本

語・経営学コース)でない、JPN（一般日本

語コース：工学部・情報技術学部＋経営

学部の BJ コース以外）をご紹介する。 

2. ＪＰＮにおける日本語教育 

• 学習時間：1週間➡1.5時間×２回＝3時

間 

• 学習期間：1学期➡15週（15週×3時間＝

45時間）（１年は前・後期に分かれる） 

• 必修科目：５科目（5学期間×45時間＝

225時間）➡3年生前期まで必修 

• 選択科目：２科目あるが、英語を選択し、

日本語を選択しない学生もいる。 

• 1 クラスの人数：35名まで。 

• 開講クラス数：1科目あたり 28 クラス程度 

• 必修科目教材は次の写真を参照。 

• 指導は、タイ人と日本人のペアによるティ

ーチング。 

• 教科書の構成：Can do（・・・できる）を重

視している。 

• 課の構成内容 

これまでの主流は文型積み上げ方式で、

コミュニケーションと離れる嫌いがあっ

た。 

• このコミュニケーション重視では、国際交

流基金のスタンダードの木や Can-do ６

つのレベルが参考になる。（右上の図表

を参照） 
＊参考： 

ＪＦ日本語教育スタンダード 

https://jfstandard.jp/summary/ja/render.do 

Can-do 6つのレベル 

https://jfstandard.jp/pdf/cando_6levels.pdf 

「学習、教授、評価のためのヨーロッパ共通参照

枠」（CEFR） 共通参照レベル： 全体的な尺度 

https://jfstandard.jp/pdf/whole_standard.pdf 

 

• 「コミュニケーション言語能力」の土台を

つくり、言語能力➡受容（聞く・読む）、産

出（話す・書く）、言語知識、コミュニケ―

ション能力を培う。 

• また６つのレベルのうち、基礎段階の

A2を目標にしている。 

• 基礎段階で卒業したとしても、卒業後も

自ら日本語を学び続けられるような、自

律的な学習者の育成を目指している。 

３. JPNにおける Can-do重視 

 表は、学期毎の段階目標だが、第１段

階の大まかな状況から進み、５段階目

は、より明確な「・・・できる」にしている。

なお JPN101-1課のCan-do List例も添

付する。 

＊参考：日本語能力試験（JLPT） 

 日本語能力試験は、次のウエブで目安

が分かるが、ペーパー試験で、「読む・聞

く」の受容中心で、コミュニケーションの一

部だが、「話す」試験はない。その意味で、

より客観的な Can-doのほうが、分かりや

すい。 

 TNIでは 3年生を対象に JLPTに準じた

Ability test を実施している。2018年では、

N4相当の学生は 992人中 52.6％であ

る。 

日本語能力試験 Ｎ１～Ｎ５：認定の目安
https://www.jlpt.jp/about/levelsummary.html 

4. 外国語としての日本語学習と困難点 

• 日本語習得において考えられる困難点

は、次の3点：①日本語に接触する機会 

が少ない、②日本語を使用する機会が

限られている、③日本語学習へのやる

気の維持。 

➡日本の英語教育と似た感じ。特に工

学部学生は日本のゲーム、マンガは好

きだが日本語自体には興味がない学生

もいる。一方、情報技術学部学生はゲ

ームもマンガも好きで、日本語も興味が

ある学生が多い。 

• 日本語習得における困難点：①語彙：タ

イ語より語彙が多く、覚えられないと、

学生から言われるが、語彙を増やすに

は、日々日本語に触れる必要がある。

②文法：助詞・活用・時制（テンス）。③

漢字：一つの字に複数の読み方がある。

④発音：タイ語にない音がある。ただし、

最近の学生は発音がものすごく悪いと

いう学生はあまり見かけない。 

5. 困難点の対応 

• グーグルクラスの活用：今の学生はイン

ターネットを日常的に使用している世代

で、宿題は何度でも提出可にしている。 

• 手軽にどこでも、いつでも練習ができる、

また繰り返し練習できる。 

• 文脈のある状態で語彙に出会うことで、

単語を文章にして覚え、

語彙の習得を促す。 

• 学生が日常的に使用し

ているインターネットの

環境に似せる。 

• 受容ばかりでなく、産出

を促す練習としてビデオ

提出の課題を出す。（例

えば、プロジェクトで近所

の屋台を紹介する） 

• 順番を変えるゲーム感覚の取り組

み。 

６．コミュニケーション言語能力+コミュ

ニケーション言語活動の補強 

 特に工学部の学生は、取得単位が多く、

学年が上がるにつれ、日本語学習へのや

る気を失いがちになるが、学習者の勉強

スタイルは多種多様で、うまくバランスをと

る必要がある。 

➡期末試験にインタビュー試験を取り入

れ、日本語でのやり取り能力を測る機会

を設けている。 

https://jfstandard.jp/summary/ja/render.do
https://jfstandard.jp/pdf/cando_6levels.pdf
https://jfstandard.jp/pdf/whole_standard.pdf
https://www.jlpt.jp/about/levelsummary.html

