２０２０年８月

国際交流基金 バンコク日本文化センター

JF日本語講座

2020年度後期 受講者募集要領

バンコク日本文化センターでは、以下の要領でJF日本語講座2020年度後期オンラインコース受講生を
募集します。
コース名
レベル
トピック

いろどり

まるごと

まるごと

まるごと

まるごと

初級１前半

中級 1 A

中級 1 B

中級 2 A

中級 2 B

初級 1

中級 (N3)

中級 (N3)

中上級 (N3-N1)

中上級 (N3-N1)

L1～L8

1.はじめての人と

5.最近どう？

1.どんな人？

6.これが欲しい！

※ 日本で生活し

2.おすすめの料理

6.マンガを読もう

2.富士登山

7.お気に入りの映画

4.温泉に行こう

8.便利な道具

4.舞台を見るなら

8.私の街の交通機関

Kojima, Iio,

Nishijima, Okuno,

Nishijima,

Arpaporn

Narisara

Triktima

働くための日本語

Kojima, Akagi,
講師

Prapa,
Chompoonut

授業日

火曜日と木曜日

水曜日

授業時間

火曜日

水曜日

18.45 ～ 20.15 （１回につき 90 分）

定員

14 名

開講期間

木曜日

Ota, Rasa

16 名

16 名

16 名

16 名

10 月 15 日～

10 月 14 日～

10 月 15 日～

10 月 20 日～

10 月 14 日～

12 月 24 日

2021 年 1 月 20 日

2021 年 2 月 4 日

2021 年 2 月 2 日

2021 年 1 月 20 日

（10 週間/20 回）

（14 回）

（15 回）

（15 回）

2,500 Baht

2,000 Baht

2,000 Baht

2,000 Baht

受講料

サイトにて

各自購入：

ダウンロード

「まるごと 日本の文化とことば

（14 回）
2,000 Baht

各自購入：

中級 1 B1」

「まるごと 日本の文化とことば
中級 2（B1）」

教科書

注意事項
※ 「いろどり」は、日本で生活し、働く人のためのコースです。来日予定がなくても構いませんが、
聞く・話すことを中心に日本での生活に必要な基礎的な日本語のコミュニケーションを学びます。
「いろどり 初級1 後半（第9課～18課）」クラスは、2021年1月～4月に開講する予定です。後半
クラスは、今回は募集を行いません。後日対象者にご案内する予定です。
※ 「まるごと」のA、Bクラスは、学習するトピックが異なりますのでご注意ください。まるごとクラ
スは、２つ以上のコースを同時に申し込むこともできます。２つ以上のコースを申し込む場合は、
スケジュールをよくご確認ください。
※

各コースの授業最終日は都合により変更となることがあります。変更が生じた場合は、コース開
始後、担当講師からご連絡いたします。
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１．入学申し込みからコース登録までの流れ

1.
日本語レベルを証明す
る書類を用意（該当書
類がない場合は、オン

JFBKK から申し込

申込み

ラインのレベル判定試

み確定メールを受
け取る

銀行振込で
支払い

授業開始

験を受験）

*注意
① 申し込みは「先着順」です。書類が揃っている方からカウントします。先に申し込んでも書類不
備の場合はキャンセルされますので、必要な書類、情報が揃っているかよくご確認ください。
② 「いろどり」コースに申し込む場合は、JLPT

N5 の証明が必要です。なければ、無料オンライン

テスト「まるごとコース診断テスト」（p.3 参照）を申込受付期間中（8 月 24 日～9 月 8 日の間）
に受験してください。その結果を申込フォームにアップロードしてください。JLPT

N5 の証明書

がある場合は、
「まるごとコース診断テスト」を受ける必要はありません。また、申込確認後、口
頭試験・面接で選抜を行います。
③ 「まるごと」コースに申し込む場合は、JLPT N3-N1 の証明か JF 日本語講座中級・中上級クラス
の修了書が必要です。なければ、申し込み受付開始前（9 月 6 日まで）に無料オンラインテスト
「SPOT90」
（p.3 参照）を受験してください。その結果を申込フォームにアップロードしてくださ
い。JLPT N3-N1 の証明書か JF 講座の修了書を持っている場合は「SPOT90」を受ける必要はあり
ません。

２．参加条件
本講座はオンラインビデオ会議システムZoomを利用して実施します。
オンライン学習の効果を高めるために、参加者は以下の条件を満たすことが必要です。
１）15歳以上のタイ人の方
２）オンラインでの受講に必要なインターネット環境を整えられること
３）カメラやマイクをオンにした状態でクラスに参加できること
４）パソコンまたはタブレット端末で受講できること

(スマートフォンでも受講可能ですが、

画面が小さく、操作も不便なため、推奨しません)
５）自宅や職場の個室など、静かな環境で受講できること(他の受講生の妨げとなるため、雑音
の多い場所での受講は不可)
６）「まるごと」の受講生は、テキストを各自購入すること
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３．入学申し込みについて
２０２０年８月２４日（月）～
募集案内開始

コース

申し込み

「いろどり」
「まるごと」それぞれ、以下の日程で、オンラインで申込みを受付ま
す。申込フォームのリンクは、JF講座FBページ
（https://www.facebook.com/jfkouzabkk）にてお知らせします。
「いろどり」初級1 前半
「まるごと」中級１A、１B、2A、2B
日程
日程 ※先着順で受付
２０２０年８月２４日（月）１２時～
２０２０年９月７日（月）１２時～
９月８日（火）１６時まで
９月１８日（金）１６時まで
対象者
（以下の１，２いずれかを満たす方）
1)JLPT N５を持っている方
2) JLPT N５を持っていない方は「まるご
とコース診断テスト （Japanese Test
for Course Recommendation） 」を受
験してください。（詳細は下記）
JLPT N５を持っていない方は、
申し込み期間中（8月24日～9月8日の
間）に「まるごとコース診断テスト
（Japanese Test for Course
Recommendation） 」を受験してくださ
い。当テストは無料です。20分～30分程
度で受験できます。
① 下記のサイトに入り、受験してく
ださい。

https://www.marugotoonline.jp/info/level_check_test/?lang=eng
試験

受講料の支払
い

対象者
（以下の１～３のいずれかを満たす方）
1)JLPT N３-N１を持っている方
2)JFBKK JF日本語講座中級・中上級コー
スの修了書を持っている方
3)上記の証明書がない方は、申込の前に
「SPOT90」を受験してください。（詳
細は下記）
JLPT N３-N１かJF講座の修了書がない方
は、申込の前（９月６日まで）に
「SPOT90」を受験してください。
「SPOT90」は無料の試験です。
20分程度で受験できます。
① 下記のサイトに入り、受験申し込
みをしてください。

https://ttbj.cegloc.tsukuba.ac.jp/p1.html
② SPOT90(SPOT 90) を選んで、受験し
てください。

② テストが終わったら、画面には
「Results of the Japanese Test for
Course Recommendation」 が出ます。画
面を保存して、保存したデータを申込フ
ォームにアップロードしてください。
「いろどり」クラスは、申し込んだ後
に、口頭試験・面接があります。
２０２０年９月１４日（月）もしくは
１５日（火）１８：４５～２０：１５の
間に行います。９月１８日（金）までに ③ テストが終わると、Eメールに結果が
合否結果を連絡します。
送られます。その結果をダウンロードし
時間帯は改めて該当者にメールで連絡し て、申込フォームにアップロードしてく
ますので、申込時のメールをよく確認し ださい。
てください。
申込が確定した方に振込先をメールにてお知らせします。振り込み期間は９月２１
日（月）～２３日（水）です。期間内に振り込んでください。振り込みが行われな
い場合はキャンセルになりますので、ご注意ください。キャンセルがあった場合、
補欠の方に９月２８日（月）以降にご連絡します。
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４．使用ツール、教科書について
 使用ツール

ＺＯＯＭ （開講するまでにダウンロードしてください）

※ クラスによっては、他のオンラインツールもあわせて使う場合があります。その場合は、
コース開始時に担当講師からご連絡します。
 教科書
◎「いろどりコース」
日本で生活や仕事をする際に必要となる基礎的な日本語のコミュニケーション力を身につけるため
の教材です。以下のサイトから無料でダウンロードができます。
コース開講までに「初級１」の教材をダウンロードしておいてください。
」https://www.irodori.jpf.go.jp/

◎ 「まるごとコース」
実際のコミュニケーション場面で「できる」ことを増やすことを目標にした教材です。
コース開講までに必ず購入してください。
・「まるごと中級１」

https://tpabook.com/product/marugoto-chukyu1-b1/

・「まるごと中級２」 https://thailand.kinokuniya.com/bw/9784384057607

５．国際交流基金バンコク日本文化センター所在地および問い合わせ先

The Japan Foundation, Bangkok
10th floor, Serm-mit Tower, 159, Asoke Road, Bangkok, 10110
http://www.jfbkk.or.th/
問い合わせ先

Tel.

0-2261-7500-4

(Chitsanucha)

9.00 – 16.00 น.

または、https://www.facebook.com/jfkouzabkk (メッセージでの問い合わせ可能)
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