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－ 第 8 回日本語書籍寄贈事業のご報告  －  
 
 

平成 29 年 1 月 11 日（水）に、第 8 回日本語書籍寄贈事業の贈呈式を、

チェンマイにあるチェンマイ大学日本研究センターで開催しました。今回は

チェンマイ県の学校を寄贈対象とし、20 校の大学や中高校から日本語を教

えている先生方や学生などが出席しました。また、チェンマイ大学人文学部

バディン助教授（チェンマイ大学人文学部副学部長（学術交流担当））、チェ

ンマイ大学日本研究センター・サランヤー所長、西田副所長、在チェンマイ

日本国総領事館の堀越主席領事、国際交流基金の下村先生などにもご参加い

ただき、たいへん和やかな雰囲気の中での贈呈式が行なわれました。  

 

＜参加者全員で記念撮影＞  

 

１．寄贈事業の内容 

（１）寄贈先 

 第 8 回目の寄贈事業は、チェンマイ大学、国際交流基金、OJSAT、在タ

イ日本国大使館、在チェンマイ日本国総領事館などの協力を得て、チェンマ

イ県の中高校 16 校、大学 3 校、OJSAT 北部支部の合計 20 校に寄贈を実施

しました。書籍はバンコクで発送作業中のため、贈呈式に参加いただいた

20 校には書籍の目録をお渡ししました。  
 

（寄贈先学校名：計 20 校）  

1. Bankad Wittayakom School, โรงเ รียนบ้านกาดวิทยาคม  

2. Chaiprakarn School, โรงเ รียนไชยปราการ  
3. Dhammaraj Suksa, โรง เรียนธรรมราชศึกษา  
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4. Handong Rathrath Upathum School , โรงเ รียนหางดงรัฐราษฎร์ อุปถัมภ์  
5. Hopra School, โรงเ รียนหอพระ  

6. Kawila Wittayalai School , โรงเ รียนกาวิละวิทยาลัย 
7. Kowitthomrong Chiangmai School , โรงเ รียนโกวิทธ ารง เ ชียงใหม่ 

8. Maerim Wittayakom School , โรงเ รียนแม่ริมวิทยาคม 

9. Montfort College, โรงเ รียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  

10. Regina Coeli College, โรงเ รียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย   

11. Rongrian Darawittayalai , โรง เรียนดาราวิทยาลัย   

12. Sankhamphaeng School , โรงเ รียนสันก าแพง  
13. Sanpatong Wittayakom School , โรงเ รียนสันป่าตองวิทยาคม  

14. Sansai Witthayakhom School , โรง เรียนสันทรายวิทยาคม  

15. Sarapee Pittayakom School , โรง เรียนสารภีพิทยาคม  

16. The Prince Royal's College, โรงเ รียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย   

17. Wachirawit Secondary School, โรงเ รียนวชิรวิทย์  

18. Wattanothaipayap School, โรงเ รียนวัฒโนทัยพาย ัพ   

19. Yupparaj Wittayalai School , โรงเ รียนยุพราชวิทยาลัย  

20. Old Japanese Student's Association Under the Patronage  of his 

 Majesty the King Northern Regional Office  

 

（２）寄贈した本の内容 

 一校当たり 50 冊程度、合計 991 冊の書籍を寄贈しました。日本語の授業

の副読本として役立つよ

う写真やイラストの多い

図鑑類を中心に、日本語学

習の初心者から多くの漢

字を使える中級者までが

読める絵本や物語、日本の

文化（和食、日本のマナー、

おりがみ、など）を紹介し

た書籍、辞書など広い範囲

をカバーするよう本を揃

えました。また、要望の強

かった漫画（名探偵コナン、

ワンピース、ドラえもん、

他）なども引き続き贈って

います。  

 

（３）協賛団体等 

・株式会社学研ホールディングス、日本放送協会（NHK）より新刊本を無

償提供いただいております。  

・泰日経済技術振興協会（ソーソート―）より新刊本を特別価格で提供いた

だいております。  

・三井倉庫株式会社より、書籍の輸送・通関業務をご支援いただいておりま

す。OJSAT にはタイ国内での書籍の配送をお願いしております。  

・三井住友海上火災保険株式会社、そのほか当協会のホームページをご覧に

＜寄贈した書籍（ 1 校分）＞  
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なった個人の方から書籍を寄贈いただいております。また、過去に様々な

ご支援をいただいた OJSAT バンコクの Pranee Jongsutjarittam 先生か

らご著書を各校 2 冊ずつご寄贈いただきました。  

・国際交流基金（バンコク）、OJSAT 在タイ日本国大使館、には、寄贈先の

選定など、広範囲にわたるご支援をいただいております。  

・チェンマイ大学日本研究センターには会場の手配をはじめ、贈呈式に多大

なご協力をいただきました。  

 

２．贈呈式 

 第 8 回目の贈呈を記念して実施した贈呈式は以下の通りです。当協会から

は、事務局の金子が出席いたしました。  

（１）式概要 

日 時： 平成 29 年 1 月 11 日（水）  

場 所： チェンマイ大学日本研究センター  

式次第：  

＜贈呈式＞ 10：30 ～  11：30  

日本タイ協会スピーチ    

金子（日本語）  

チェンマイ大学人文学部スピーチ   

バディン・チンダー副学部長（タイ語）   

来賓のスピーチ   

在チェンマイ日本国総領事館  堀越  久男  主席領事（日本語・  

タイ語）  

本を受領する学校側のスピーチ  

 ユッパラート高校  

ナッタチャー・パーリーグイさん（日本語）  

   寄贈図書目録を贈呈  

     記念撮影  

＜昼食会＞ 11：30 ～  12：30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＜受贈先代表の挨拶＞  

ナッタチャーさん  

＜歓迎の挨拶＞  

チェンマイ大学人文学部  

バディン副学部長  
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（２）出席者 

①寄贈先の学校  

贈呈先 20 校から先生や学生、およそ 30 名に参加いただきました。

寄贈先を代表してチェンマイ市内にあるユッパラート高校 2 年生のナ

ッタチャー・パーリーグイさんに日本語でご挨拶をいただきました。  

 

②その他  

・チェンマイ大学   

バディン・チンダー助教授（チェンマイ大学人文学部副学部長）  

  サランヤー コンジット 日本研究センター所長  

  西田 昌之 日本研究センター副所長  

  若曽根 了太 講師  

・在チェンマイ日本国総領事館  

堀越 久男 主席領事  

・国際交流基金（ユッパラート高校駐在）  

下村 朱有美 先生  ほか  

 

３．日本タイ協会からのお礼とお願い 

 今回、贈呈式に参加いただいた日本語の先生（タイ人、日本人）からは、

学校に書籍が足りず、書籍をいただけると聞いて生徒が喜んでいるという

お話を伺い、当協会としましても当事業を引き続き実施して参る所存です。

本事業は、皆様方のご支援を得て実現しております。ご協賛いただいてい

る企業・団体をはじめ、当協会の法人・個人会員、本を寄贈して下さった

方々に厚く御礼申し上げます。今後共、皆様のご支援、ご協力をよろしく

お願いいたします。  

                                  

（以上）  

 


