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 海外だより＜コロナ禍に向き合う＞ 

    「タイの現場から」山口ひとみさん（2020.5.31） 

 

 

タイ、バンコクにある私立大学で日本語を教えている山口と申します。タイもコロナウイ

ルス完成防止のため、緊急事態宣言が発令し夜間外出禁止となっています。このような状況

で私がどのように過ごしたのか、簡単にお伝えしていきたと思います。 

 まず初めにタイの大学の学期開始時期について簡単に説明します。タイの大学はもともと

以下のようなスケジュールで学期を開講していました。 

 

 6月～9月 前期 

 10月  学期休み 

 11月～2月 後期 

 3月～5月 夏休み（サマー学期） 

  

 4月は最も暑い季節で40度以上になることもあります。また、4月13日から15日はタイ正月

のソンクラーンで、田舎に帰省する人が多いです。「もともとのスケジュール」と書いたの

には理由があります。タイはアセアン諸国と学年暦を合わせるために、2013年から多くの大

学では、以下のスケジュールで学期を開講することになりました。 

 

 8月～11月 前期 

 12月  学期休み 

 1月～4月 後期 

 5月～7月 夏休み（サマー期間） 

 

 今回コロナによる緊急事態宣言は発令されたのは多くの大学では学期終わり、期末試験間

近だったようです。最後の2週間はオンライン授業を実施し、オンラインでの期末試験実施

というかんじに進んだようです。しかし、私が勤務している大学は古い学年暦のままのた

め、緊急事態宣言が発令されたときは夏休み期間中でした。夏休み期間中（サマー学期中）

には、再履修者向けのクラスと次年度新入生対象のクラスが開講されています。普段の学期

に比べ授業数が少ないため、授業を担当しない教員もいます。なお、私はこのサマー学期で

は授業を担当していませんでした。 

 次に私が勤務している大学における日本語教育について簡単に説明します。私が勤務する

大学はバンコク市内にある私立の工業大学です。工学部・情報学部・経営学部の3学部から

なり、3学部合わせた1学年の学生数はだいたい700名程度です。他の大学ともっとも違う点

は、全学生が日本語を必修科目として3年前期まで学ばなければならない点です。そのた

め、各学期に開講する日本語科目のクラス数は1科目（1学年）あたり20クラス以上となりま

す。 

 2020年度前期は緊急事態宣言中の6月15日に開講することが決まっており、6月中は完全オ

ンライン授業で、7月からは教室授業も実施されるという決定がやっと2日前に正式に通達さ

れました。正式決定がなかなかされなかったのはタイ政府からの様々な発表を見つつ検討し

たためだと思いますが、授業準備をしなければならない教員としては何か落ち着かない日々
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が続きました。サマー学期は全ての授業がオンラインで実施されていたため、オンライン授

業への準備などはその時からすでに始めていたため、正式決定で授業準備について何かが変

わったわけではありませんが、正式な道筋が見えてきたことで落ち着いて授業準備に取り組

めると感じています。 

 

 

 
（大学の正面入口 － 現在は黄色いテープがはられ正面入口から入ることはできません） 

 

 

 

 
（入口の検温チェックポイント 37.5度以上の場合は入ることができません） 
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 オンライン授業についてはほとんどの教員も初めてのことで、当初はどうしたらいいか手

探り状態でしたが、情報を集めつつサマー学期の授業で実践することで、なんとなくですが

どう教えればいいのか見えてきたのではないかと思っています。（私自身は授業を担当して

いないたけ、担当した先生方の話を聞いての実感でしかないですが）そして、過去にMOOCの

コースを作成したことがある教員がいるので、オンライン授業で学生にどんな事前課題を出

せばいいのかある程度把握できていると感じています。 

 2020年度前期はオンライン授業、教室授業どちらでも反転授業とし、事前課題としてビデ

オの視聴とその確認問題の提出を課す予定です。現在、そのビデオ教材作成と確認問題の作

成に取り組んでいるところです。ビデオ作成は今までしことがない教員がほとんどのため、

作成できる教員を中心として勉強会の開催や各チームごとでのオンライン授業で使えそうな

ツール等の共有をしています。このようなことを通して、今まで以上に「教える」とは何か

を考えされられることが多く、生活は大変ですが教師として学ぶことの多い時間ではないか

と感じています。 

 外国に住んでいて緊急事態宣言に直面するのは、私はこれで3回目ぐらいです。その度に

感じるのが正しい情報をどうやって手に入れるかということです。今回はインターネットや

電話回線が遮断される事態ではないので、きちんと探せば正しい情報が手に入るため、以前

の緊急事態宣言時よりは不安は少なかったかもしれません。また、タイ政府の正式発表後、

大使館からメールがあるので、日本語で情報を確認できるという安心感があります。 

 生活はまだまだ通常通りではありませんが、規制も緩和されつつあり、通常の生活に戻り

つつあります。 

 以下、大使館からのコロナ関連のメールと所属している部署からの指示の一覧です。 

 

 在タイ日本国大使館からメール 勤務している部署からの指示 

1月 1. タイにコロナウイルスが入ってき

たことを知らせるメール 

2. コロナウイルスに関する注意喚起

のメール 

 

- 

2月 1. タイ政府はコロナウイルス感染国

から入国した人に対し、空港での

スクリーニング実施（日本も含

む） 

2. タイ政府による、感染者が多い国

からの入国者に対し14日間の自己

観察と公共交通機関利用の自粛な

どに対する協力の呼びかけ 

3. タイ政府は感染者が多い国からの

入国者に対し、14日間の自宅等に

おける症状の観察等の協力要請を

発表  

1. サマー学期期間中に海外渡航する

教員は学部長に報告すること 

2. 2019年度後期期末試験時にコロナ

ウイルス感染防止についての連絡 
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4. （他にも数通コロナ関連のメール

あり） 

 

3月 1. タイ保健省はタイ感染症法に基づ

く危険感染地域を発表（日本は含

まず） 

2. 感染者が多い国から入国者に対し

ては観察下に置かれるが自宅待機

の要請はない 

3. 危険感染地域からの入国者は自宅

等での自己検疫となり外出が禁止 

4. タイ民間航空局はタイ感染症法に

基づき、渡航者に対する措置を発

表 

a. 日本を含む感染者が多い国から

タイに入国する渡航者にたい

し、コロナに感染していないこ

とを示す72時間以内に発行され

た健康証明書の提示 

b. 10万ドル相当以上の額を補填す

る健康保険の提示 

（これらの書類が提示できない

場合は、搭乗が拒否される） 

c. 渡航者は健康に関する質問票を

記入し、空港の検疫所に提出。

また、タイ空港公社のアプリケ

ーションに必要情報を入力 

5. バンコク都知事は人が多く集う施

設閉鎖を発表（3月22日から4月12

日まで） 

a. レストラン、ショッピングモー

ル（スーパーを除く）、美容

室、全ての教育レベルの教育施

設と私塾など全部で26施設が対

象 

6. タイ内務省はバンコク隣接5県をバ

ンコクと同じように人が多く集う

施設閉鎖を発表 

7. 陸路の国境（ノンカイ県）におけ

る出入国の一時停止を発表 

1. 感染者が確認されている国への渡

航自粛（日本含む） 

2. 4月19日まで大学内に学外の人の立

ち入り禁止 

3. 4月19日まで大人数での活動禁止 

4. 感染防止のためオフィスで勤務す

る日を減らす（週2日） 

5. 感染危険国の追加発表 

6. 学内消毒の通知 

7. 学内出入口の制限及び入館時の検

温チェック 

8. ソンクラーン休暇延期の通知（タ

イ正月） 

9. サマー期間中の開講科目オンライ

ン授業決定 

10. 在宅勤務希望者への連絡 

11. 図書館閉鎖（3月いっぱい） 

12. 大学院修了試験をオンラインで実

施 

13. 公共交通機関を使って出勤する教

員は在宅勤務へ 

14. バンコクから他県移動する際に学

科長もしくは学部長への報告 

15. 4月22日まで全教員在宅勤務へ 
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8. 陸路の国境（ウボンラーチャタニ

県）における国境ゲートの閉鎖 

9. タイ国内全ての陸上国境の閉鎖（4

月12日まで） 

10. バンコク都知事はバンコクから別

の県に移動しないよう協力を求め

る 

11. 3月26日から4月30日までの非常事

態宣言を発令（この時点ではまだ

外出禁止令は発令されていない） 

12. 航空会社より日本・タイ間の運休

措置をとる発表あり 

13. タイ王国への越境入国の閉鎖（特

別措置、免除あり） 

14. 県境を超えた移動に関する勧告 

－ バンコク都内に検問所設置 

15. 4月12日までと発表されていた施設

閉鎖は4月30日まで延長 

16. ・プーケットの陸海路封鎖 

4月 1. ノンタブリ県、サムットプラカー

ン県、メーホーソーン県における

夜間抑制の発表 

2. バンコクにおける夜間営業禁止（2

4時から翌朝5時まで）及び公園の

封鎖 

3. タイ政府による夜間外出禁止令の

発表（夜10時から翌朝4時まで外出

禁止） 

4. プーケット国際空港閉鎖（4月30日

まで） 

5. 日本を含む感染者が多い国からの

入国者はタイ政府が指定する施設

において14日間の隔離が実施（特

別措置、免除対象で入国した者に

対する措置） 

6. 4月4日から6日までタイ国に向けた

航空機の飛行禁止を発表 

7. タイ国への飛行禁止を6日から7日

に延長 

8. 3月26日以降タイに滞在する外国人

で滞在期限が到来する全ての外国

1. 学内立ち入り制限ー20時～翌朝5時

まで立ち入り禁止） 
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人に対し、4月30日まで滞在期間を

自動的に延長 

9. パタヤ特別市への出入りを原則禁

止 

10. 4月20日までの酒類販売禁止を発表 

11. タイ入国時に求められる提出書類

の追加 

a. 出発国のタイ王国大使館ないし

総領事館が発出するタイ王国入

国許可書 

12. タイ行き航空機の飛行禁止措置期

間の再延長（4月30日まで） 

13. 外国人に対するビザ自動延長（7月

31日まで） 

14. タイ行き航空機の飛行禁止措置期

間再延長（5月31日まで） 

15. 外出禁止令延長の発表（5月31日ま

で） 

16. プーケット空港運航禁止期間の延

長 

 

5月 1. 措置継続と活動緩和施設の発表 

2. タイ政府による規制の緩和（5月17

日から適用） 

a. 夜間外出禁止を23時から翌朝4

時に変更 

b. 学校、教育機関の使用緩和） 

3. タイ行き航空機の飛行禁止措置期

間再延長（6月30日まで） 

4. 非常事態宣言の延長（6月30日ま

で） 

1. 5月31日まで在宅勤務延長 

2. 2020年度の授業形態について 

a. オンラインと教室授業 

3. 在宅勤務終了（5月29日） 
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（助け合い棚 － 余っている水や食料を他の人に分けてあげるための棚） 

 


