
2020 年度 タイ文化・ボランティア研修  

 

期間：2020 年 3 月 10 日（火）～3 月 23 日（月） 

滞在先：① KMITL（モンクット王ラカバン工科大学） 

     住所：1, Chalong Krung Rd., Ladkrabang, Bangkok, 10520, Thailand 

      滞在期間：3 月 10 日～12 日、3 月 21 日～23 日 

    ② KMITL チュンポーンキャンパス 

      住所：17/1 Moo 6, Sumkhoo, Pathiu, Chumporn, 86000, Thailand 

      滞在期間：3 月 12 日～21 日 

現地連絡先：＋66-89-030-6077 （富田携帯） 

参加学生：日本人タイ人合わせて 30 名ほど 

 

                  KMITL（King Mongkut`s Institute of Technology Ladkrabang） 

                   Mongkut（モンクット）とは、ラマ 4 世の名前であり、1960

年に創設された技術系の大学である。東海大学とは、設立当初

より協力関係があり、多くの教員、学生が交流活動を行ってき

た。2020 年は KMITL 創立 60 周年の記念の年である。15 学部

あり、東海大学出身の教員も多く所属している。メインの学部

は工学部で、工学部長は東海大学出身の OB で、歴代学長 3 名

も東海大学出身である。2 年前に付属高校を開校し、また、去

年は日本の高専機構と共同して、タイで初となる高専型教育を

行っている大学である。 

                   今回活動を行うのは、タイ南部のチュンポーン県で、KMITL

のチュンポーンキャンパスとなる。チュンポーンはバンコクか

ら約 460km あり、車で約 7 時間の距離である。チュンポーン

キャンパスは、3 学部（工学部、農学部、経営学部）10 専攻と

なる。 

                   毎年 3 月に行われている東海大学と KMITL との学生交流活

動であるが、今年で 24 年目を迎え、チュンポーンキャンパス

では 6 度目の活動となる。 

 

 

ロイヤルプロジェクト 

 3 月 14 日の活動予定であるが、ロイヤルプロジェクトの見学、実習となる。ロイヤルプロジェクト 

とは、プミポン前国王自ら仏教の教えを元に、貧困地帯への訪問を繰り返し、人々が自立し、よりよい

生活ができるように支援を行ったプロジェクトである。有機野菜の栽培や、バッグなどの民芸品まで、

そのプロジェクトは 3000 以上となり、国王自らの資金でタイの発展に尽くした。貧困問題、山林開拓、

森林伐採などの環境問題を代替作物などでカバー、解決するために発案されたプロジェクトである。主

なプロジェクトの目的は、①自立支援、自助努力をうながすこと、②麻薬などの犯罪撲滅の２つである。 

 

 



現地スケジュール 

2020/03/10 

 08：30 羽田空港集合 集合場所：全日空カウンター 

 11：00 羽田空港発 NH847 

16：15 バンコク・スワンナプーム空港到着 

    空港 3 番出口にてアセアンオフィススタッフと合流→KMITL へ移動 

泊：KMITL 寮 

 

2020/03/11 

 10：30 オリエンテーション（東海大学アセアンオフィスにて） 

12：15 KMITL 経営陣との面会、面会後昼食 

 午後 自由行動（KMITL 日本語学科の学生と交流） 

泊：KMITL 寮 

 

2020/03/12 

 08：00 バンコク出発 

 17：00 チュンポーンキャンパス到着 

泊：KMITL チュンポーンキャンパス寮 

 

2020/03/13 

 09：00 チュンポーンキャンパス経営陣との面会 

 10：00 チュンポーンキャンパス見学 

 13：00 チュンポーン市街観光 

泊：KMITL チュンポーンキャンパス寮 

 

2020/03/14 

 終日 チュンポーン県内のロイヤルプロジェクト見学、実習 

泊：KMITL チュンポーンキャンパス寮 

 

2020/03/15 

 終日 チュンポーン市街（市場）の見学 

 夕方 日本食披露 

泊：KMITL チュンポーンキャンパス寮 

2020/03/16 

 終日 チュンポーンの小学校にてボランティア活動（校内のグランド補修作業） 

泊：KMITL チュンポーンキャンパス寮 

 

2020/03/17 

 終日 チュンポーンの小学校にてボランティア活動（校内のグランド補修作業） 

泊：KMITL チュンポーンキャンパス寮 

 



2020/03/18 

 午前 チュンポーンの小学校にてボランティア活動（日本文化交流） 

 午後 タイ料理実習 

泊：KMITL チュンポーンキャンパス寮 

 

2020/03/19 

 午前 チュンポーンキャンパスにて研修 

 午後 マングローブ植林活動 

泊：KMITL チュンポーンキャンパス寮 

 

2020/03/20 

 午前 チュンポーンキャンパスにて研修 

 午後 懇親会準備 

 夕方 懇親会（日本文化披露） 

泊：KMITL チュンポーンキャンパス寮 

 

2020/03/21 

 09：00 チュンポーンキャンパス出発 

 18：00 バンコク着 

泊：KMITL 寮 

 

2020/03/22 

 終日 アユタヤ研修 

泊：KMITL 寮 

 

2020/03/23 

 07：00 KMITL 出発 

 09：45 バンコク・スワンナプーム空港発 NH848 

 17：25 羽田空港着  到着後解散 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



チュンポーンキャンパス寮 

 寮では、洗濯機や WIFI など完備されている。コンビニは近くにないので、外出した際に購入するこ

とになる。男子は全員で 1 部屋、女子は 2 人 1 部屋となる予定。KMITL の寮は、男子、女子ともに 2

人 1 部屋。 

 

        

 

 

 

 

 

 

（食堂）                    （男子寮） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（男子寮・部屋）                （女子寮・部屋） 

 

ボランティア活動学校名 

学校名：PATHIU 小学校・幼稚園 
 住所：Moo 7, Ban bangson, Bangson, Pathiu,    

Chumporn, 86160, Thailand 

 電話：＋66-7759-1180 

 

【活動内容】 

① 校庭にあるタイヤのペンキ塗り 3 月 16 日～17 日 

                              

校庭内にある、約 100 個の 

タイヤのペンキを塗りなおす 

作業 

 

 

 

 

 

 



② 小学生との文化交流 3 月 18 日 

 小学校 4 年生（62 名）を対象に文化交流会を実施予定。4 つのグループに分けて、それぞれ活動を行

う。 

 

連絡事項 

〈1〉日本食披露（3 月 15 日） カレーと唐揚げ 

 各自カレールーを 1 箱持参すること。また、唐揚げ粉は日本で購入し富田が持参する。 

〈2〉各自、最後にレポートの提出をすることとする。この活動に参加してみたいと思った動機、実際

に参加してみて、タイ人と交流してみて、どういった感想を持ったのかなど、指定の用紙に記入し、

3 月 21 日までに提出すること。 

〈3〉3 月 11 日のオリエンテーション時には、自己紹介をすることになるので、各自、英語もしくは

タイ語での自己紹介を準備しておくこと。 

 

持ち物 

1. 日々の服装（ペンキ塗りの作業もあるので、よごれても良い服も持ってくること。長袖、長

ズボンも用意すること。） 

2. 正装 1 着（3 月 11 日と 13 日に KMITL の経営陣と面会を行うため）※運動靴で OK 

3. 運動靴とサンダル（ペンキ塗り作業があるため、汚れていいもの） 

4. 帽子、サングラス 

5. 日焼け止め（日差しがかなり強いので、対策をしっかりと行うこと。特に、ボランティア活

動中や植林活動中は注意が必要。長袖での作業も考慮すること。） 

6. 常備薬 

7. カレールー 各自 1 箱（メーカー、辛さは何でも OK） 

8. 日用品（シャンプー、リンス、ボディーソープ、バスタオル、歯ブラシ、ハンガー、洗剤な

ど、現地での購入も可） 

9. パスポート（期限が 6 か月以上残っていること） 

10. マスク（タイでも品切れ、できれば日本から持参） 

11. その他（文化披露で使用するものなどは各自で用意する） 

12. 濡れてもいい・汚れてもいい服 

13. 虫よけスプレー・かゆみ止めなど 

 

注意事項 

1. 団体行動が基本となる研修のため、個人の行動が制限されることがある。集合時間など時間を

守ること。 

2. 水道水は飲用せず、飲料水を必ず購入すること。 

3. 気候は高温多湿で室内外で温度差が大きいため、体調には十分気をつけること。体調が悪いと

きは無理をせず休むこと。 

4. 深夜の外出は禁止。一人での外出も禁止。 

5. 犬や猫には触れないこと。 

6. 蚊に刺されないよう注意する。 

7. 寺院や儀式を侮辱したり、妨害したりする行為はしないこと。寺院は神聖な場所なので訪れる



際は、男性は長ズボンと靴を着用し、女性は肌の露出を避けるべきである。また仏像には手を

触れないようにする。また、女性は僧侶に触れてはいけない。 

8. タイの王室批判は行わないこと。 

9. 寮内での飲酒、喫煙は禁止。 

10. 貴重品などは各自で管理すること。特にパスポートの紛失には注意すること。 

11. 両替はタイの空港で行うことができる。お土産などの量にもよるが、2 万円ほど両替すれば十

分。足りなかった場合は、チュンポーンの市街地にて両替を行う。 

12. スケジュールは急遽変更になることもある。その都度伝えるので、臨機応変に対応すること。 

 

話し合い事項 

〈1〉小学生とのボランティア活動について（3 月 18 日） 

①  全体を 4 つのグループに分ける。グループメンバーを決めること。 

⇒大体 4 名 1 組でわける。（タイ到着後、決める） 

②  文化交流の内容 （2 時間～2 時間 30 分の間で、30 分×4 クール） 

1) しっぽ取りゲーム、手つなぎおに 

2) 日本語・日本文化 

3) 折り紙 

4) けん玉 

（バルーンアートは要検討） 

③  それぞれの担当活動を決める。 

⇒タイ到着後、決めるので事前に何をやりたいか考えておく。 

〈2〉日本文化披露について（3 月 20 日 懇親会にて） 

① 披露する内容（例年はソーラン節） 

⇒特にソーラン節でなくとも OK。各自考えておく。タイ到着後、話し合う。 

 

〈3〉その他 


