
 

 

 

 

 

 

 

 

 

「にほんご人」は日本語を使って何かをしようとする人の総称、「oi」は 

ベトナム語の呼びかけのことば。『にほんご人お～い！』は日本語を使って 

コミュニケーションをするみなさんのためのニューズレターです。 

 

◆日本語力アップ 

 

◆シンチャオ先輩 

・ハノイ国家大学外国語大学 Nguyễn Trà My さん 

 

◆日本語でお仕事 

・働く人―ベトナム人への質問 

日本国際眼科病院 Liên Nguyễn Thúy さん 

・一緒に働く人―日本人への質問 

同院マネージャー 三原 寿直さん 

 

◆もっといい先生になりたい！ 

-国際交流基金 中等学校日本語全国教師研修参加者の声- 

・Marie Curie高校 Hồ Hải Đăng さん 

・Nguyễn Lương Bằng中学校/Ngô Thì Nhậm中学校 Nguyễn Thị Uyên Trang さん 

-国際交流基金 第 2回新規日本語教師育成講座受講生の声- 

・日本国際学校 Trần Minh Nguyệt さん 

 

◆日本語体験談 （にほんご人フォーラム 2019ダナン） 

【参加生徒】 

・マレーシア  Sekolah Menengah Sains Miri 高校 Kathy Wee Mi Lang さん 

・ベトナム  Huỳnh Văn Nghệ高校 Lê Thị Thanh Hiền さん 

・インドネシア  Sman 3 Bukittinggi高校 Yusuf Ermanto さん 

・フィリピン  Makati Science高校 Eugenio Amado Noel CalapitⅢさん 

・タイ  Chomsurang Upatham高校 Niratcha Kraichoey さん 

・日本  新潟県立直江津 中等教育学校 猪又 康成さん 

【ベトナムからの参加教師】 

-教師プログラム参加者- 

・Huỳnh Văn Nghệ高校 Nguyễn Thị Thu Thảo さん 

・Tran Phu高校 Phạm Kim Nhung さん 

-ファシリテータ- 

・Phan Sào Nam中学校 Lê Thị  Ngọc Bích さん 

・Lê Quý Đôn中学校 Nguyễn Hoàng Phương Nhi さん 

 
◆まちかどのにほんご人 

・Phạm Duy Tùng さん 

・Huynh thi Xuan さん 

・Nguyễn Văn Sang さん 

 

 



アプリで楽しく漢字の勉強をしてみませんか？ 

国際交流基金ベトナム日本文化交流センター 

 日本語専門家 武田素子 

みなさんは、漢字が好きですか？  

日本語の新聞で使われている漢字の 80％を理解するには、500 字知っていたらいい

と言われています。「漢字はたくさんあって、覚えるのが大変！」という人もいる

のではないでしょうか。 

今回は、そんなみなさんにおすすめのアプリ「KANJI Memory Hint」を紹介します。 

 

 

 

１．連想イラストで楽しく学習 

・連想イラストを見ながら、漢字が覚えられます。 

・漢字語彙の意味、読み、書き順、例文が学べます。 

・覚えたかどうか、自分でチェックできます。

 

 

 

 

 

 

 

 

ゲームは 2種類あり、練習する漢字の範囲や内容（意味・読み・形）、難易度を自分で選ぶことができ

ます。スピードを変えたり、漢字の範囲を増やしたり、友だちと競争したりして、繰り返し練習してみ

ましょう。スマートフォンにダウンロードしておけば、いつでも、どこでも使えます。空いている時間

に少しずつ、挑戦してみてください！ 

 

 

「KANJI Memory Hint」シリーズは全部で 3つのアプリがあります。学習する漢字の数は、「KANJI Memory 

Hint 1」は 58字、「KANJI Memory Hint 2」は 180字、「KANJI Memory Hint 3」は 195字で、入門～初級

の漢字が学べるようになっています。ダウンロードは、こちらからどうぞ（無料）。 

iOS 版     App Store 

Android 版  Google Play  Amazon 

 

参考文献： 

国立国語研究所（1976）『現代新聞の漢字』 

国際交流基金関西国際センター「eラーニング教材・KANJI Memory Hint (漢字メモリーヒント)」 

<https://kansai.jpf.go.jp/en/resource/e-learning/memoryhint-kanji.html>（2019年 8月 21日） 

1     2     3 

２．ゲームで楽しく練習 

・字形、意味、読みをマッチングするゲーム。 

・上から流れてくる正しい意味、読みをキャ

ッチするゲーム 

アプリでできること 

ダウンロード 

覚える   →  学ぶ   → チェック         ゲームでくりかえし練習 

https://apps.apple.com/us/developer/japan-foundation-japanese/id1023654861
https://play.google.com/store/apps/developer?id=The%20Japan%20Foundation&hl=en
https://www.amazon.com/s?rh=n%3A2350149011%2Cp_4%3AThe+Japan+Foundation&_encoding=UTF8&ref=bl_sr_mobile-apps%3F_encoding%3DUTF8%26field-brandtextbin%3DThe%2520Japan%2520Foundation%26node%3D2350149011


 

  

 

 

日本語を勉強し始めたのは中学 1 年生からで、すでに 14 年も経ちました。マンガやアニメに興味を 

持っていなかった私は最初の「あ、い、う、え、お」から日本語が好きになりました。 

その最初の「あ、い、う、え、お」は大きなモチベーションとなり、日本語で外国語大学の 

付属高校、それから、ハノイ国家大学外国語大学に入りました。大学２年生のころ、北海道にある 

東川町から奨学金をいただいて、ここで１年半日本語を勉強しました。家族から離れて、初めて 

そんなに遠い所へ行ったので最初の１カ月は本当に大変でした。「新しい生活にどうやって慣れるか」

から「どうすれば寮の館長、近所の人、スーパーのレジの人の話しを理解できるか」まで、どんなこと

でも難しかったです。しかし、一番難しかったのは日本人の担当の先生の授業を聞いて、理解すること

でした。正直に言うと、日本へ行って長い時間が経っても、１年半後自分がどうするか、まったく 

考えていませんでした。周りのクラスメートがＮ１を受けよう、と声をかけた時、慌てて、試験を受け

ました。準備不足で、計画もちゃんと立てなかったので、２回も失敗しました。その２敗のおかげで、

私は振り返るチャンスがありました。そこで気づいたのは読解力が弱くて、改善しないと無理なこと 

です。そこで、読解練習時間を増やしたり、日本人の書き方が分かるように、本をたくさん読んだり、

問題を解く時、時間を計ったり、どうして選んだ答えが間違っていたのかよく考えたりしました。幸い

なことに３回目で一番大きな目標を達成することができました。  

日本語を勉強して、多くの良いことがありました。2014 年 JENESYS 2.0 のプロジェクトで日本へ 

行って、そして同じく 2014 年に日本へ留学しました。2017 年、日越共同制作映画の「目を閉じれば

夏が見える」の通訳として留学していた町へ戻りました。2018 年、卒業後、ハノイ国家大学外国語 

大学で講師になりました。ここでは優秀な学生に教えたり、日本語に対する強い情熱を伝えることが 

できます。現在、大学以外では国際交流基金ベトナム日本文化交流センターが開講している「日本語 

教師育成強化特別事業」をサポートしている 3 人のベトナム人講師のうちの 1 人です。そのおかげで、 

ハノイだけではなく、ハイフォン、フェ、ダナン、ホーチミン市などの先生方との出会いや交流の機会

があります。 

 

 

今月号は、中学校から日本語の学習を開始し、現在ハノイ国家大学外国語大学で教鞭

をとりながら、当センターでも日本語教師育成事業に携わっていらっしゃる Nguyễn 

Trà Myさんにお話を伺いました。日本語学習者の先輩のお話としてお読みください。 

 

※執筆者の日本語原稿を編集して掲載しています。 

 

ベトナムでは日本語人材不足の状況が続いていますが、日本

語を勉強している人は自分で挑戦したり、成長したりするこ

とができます。言語はもちろん、日本文化についても調べて

くださいね！そして、日本語を勉強している皆さん、具体的

な目標を立てて、その目標を達成するまで全力で頑張ってく

ださい！例えば、「この 12 月にＮ１に合格 

する！」と大きく書いて、机に貼って、毎日それを見なが

ら、目標を目指してください！今から試験まで合理的な学習

計画を立てること、まだ良くない所はどこか、調べて、その

スキルのためにもっと時間を費やすこと、効果的が出るよう

に、ペアで勉強すること等。一番大事なことは自分自身を信

じること。能力や確信があれば、何でもできるでしょう！皆

さんが目標を達成することができますように！   

 

 

 



 

◆なぜこの職場/仕事を選びましたか。 

もともと医師になりたかった。しかし、家庭の経済力が及ばず奨学金のある留学

(看護師）の方を選びました。日本で１１年間看護師として働きましたがやはり、

家族のいる母国の方が楽しいと思い帰国しました。医療が好きで日本で積んだ

経験を活かしたいと思いここ（日本国際眼科病院）に就職しました。 

◆ベトナム人と働くのと、日本人と働くのと違いはありますか。 

日本人と働く時は時間通り、約束通りでやりやすい。日本で留学と

社会人の経験があるため、どちらかというとに日本人と働いた方が

楽です。ベトナム人は仕事において自立性が弱い。時間にルーズ

で計画性がないため場当たりが多いの対応に困っている。 

 

◆職場での失敗談、苦労話はありますか。 

日本人の考え方とベトナム人の考え方の違いでお互いに

理解して認め合えるように通訳することが非常に難しい 

 
◆働く上で大切にしていることはなんですか。 

相手の立場に立って物事を考え行動すること。 

◆将来の夢や目標はなんですか。 

この病院をより日本らしい病院にすること。 

 

◆日本語でのお仕事を目指しているベトナム人やベト

ナム人と仕事をする日本人へのアドバイスをお願いし

ます。 

ベトナム人に 

・日本語の独特な表現・曖昧さがあるのできちんと正

確に伝わったか必ず確認すること 

・日本人の国民性を理解すること 

・日本人の思考傾向をしること 

・時間を守ること 

・約束を守ること 

・計画性を持つこと 

日本人に 

・ベトナム人の思考傾向を知り、それに合わせた指示・

打ち合わせをすること 

・仕事を渡したら必ず進捗状況を確認すること 

・ベトナム人はプライドが高いが褒められると弱い 

◆その他、なにか日本語を勉強しているベトナム人や日

本人に伝えたいことがあればなんでも書いてください。 

 

ベトナム人に 

日本語は難しいが、一定の語学力を超えるとテレビを見

るだけでも日本語力がどんどんアップしますので、焦らず

諦めず頑張ると日本語がマスターできますよ。 

日本人に 

ベトナム人の性格を知っておくと便利です。熱心さ・器用

さ・賢さは有り余っているのでうまく扱うと両者 WIN-WIN

です。 

◆業務内容を教えてください。勤務時間はどれくらいですか。 

業務内容には日本人患者の検査・診察の通訳、日本人スタッフの通訳、日本

式の医療を病院に導入、スタッフの教育、リスクマネジメント、医療サービスの質

向上。 

勤務時間 ４４時間/週 

◆日本人と働いてよかったこと、楽しいことは

なんですか。 

時間通り・約束通りでことが進みやすい。長く

日本人に接したことで日本の文化もある程度

分かり、日本人の考えることもだいたいわかる

から会話が弾む。 

ベトナムの方への質問 

 

「日本語でお仕事」のコーナーでは、日系企業で働くベトナム人の視点から仕事について 

感じたことや経験についてお話を伺っています。また、同一の職場で働く日本人にもお話を伺い、

立場の異なる視点から仕事について感じたことや経験について記事にし、掲載しています。 

今号のインタビューに答えてくださったのは、ハノイにある日本国際眼科病院で働く 

Liên Nguyễn Thúy様（スタッフ）と三原 寿直様（マネージャー）です。 

※執筆者の原稿を一部修正して掲載しています。 



 

◆業務内容を教えてください。また勤務時間はどれくらいですか。 

病院の営業管理、患者様、主に日本人患者様の視力検査や診断、治療、処

方薬の用法用量説明、通訳サポート、手術前のコンサルティング、検査全般の

サポート、眼鏡店のマネージメント、検査、眼鏡作成、調整、販売が主な業務で

す。 

1日 8時間勤務が基本です。 

 

◆日本で働くのとベトナムで働くのと違うところがありますか。 

日本では、眼鏡店勤務だけでしたが、こちらでは病院の業務、管理業務も同

時に行っております。海外に出てすべての環境が大きく変わったため、単純に

比較することはできませんが、文化も教育も政治体制も我々日本人とは違う人

達に助けてもらって働くことは日本での業務とは大きく異なります。 

 

◆ベトナムで働いてよかったこと、楽しいことはなんですか。 

自分の意見を通しながら、周りのスタッフにも協力してもら

うことは自分にとって大きく成長できたのではないかと思いま

す。細かく端的に自分の意見を主張して、スタッフの意見を

取り入れながらチーム一丸となって業務を進めていくことを、

楽しく感じております。 

ベトナムの人のスキル Upに対する真面目さ、そしてスキ

ル UP出来たことへの対価はきちっと要求する姿勢は、日本

人も見習うべきで、ここに来て私自身学ぶことが出来て良か

ったと思います。 

 

◆働く上で大切にしていることはなんですか。 

第一患者様、第二社員、第三病院の優先順位が明確な

理念です。判断に迷った時にはいつも、患者様のことを第一

に考え、次いで患者様を直接ケアしてくれる社員、最後が病

院と考えるようにしております。 

 

◆将来の夢や目標はなんですか。 

 将来の夢はこの病院を完全に現地のスタッフが運

営する日本(式)の病院にする事です。 

 患者様のケアも運営も全て、日本のそれだけど、全

てが現地のスタッフによって行えるようにしたいと考え

ております。そのマインドや技術を、スタッフから次世

代に継承して現地の医療技術サービスの発展につな

げていけるような仕組みを作りたいと思います。そのた

めにここで仕事をしております。 

 

◆日本語でのお仕事を目指しているベトナム人やベトナム人

と仕事をする日本人へのアドバイスをお願いします。 

誰かと一緒に働くときは、お互いに尊敬し、謙虚に、素直

に学びあう姿勢を決して忘れないでください。 

 

◆その他、なにか日本語を勉強しているベトナム人やベトナ

ムで仕事をする日本人に伝えたいことがあればなんでも書い

てください。 

両国間の末永い友好関係の継続を願い、両国に関係のある

人たちみんなで一緒に努力して行きましょう。 

 

◆職場での失敗談、苦労話はありますか。 

 私は病院の立ち上げから勤務しておりますので、失

敗や苦労は数え切れませんが、特に最初は日本式

の検査方法やおもてなしの導入に苦労しました。当

初、英語も話せなった私は、言いたいことも通じず日

本語サポーターも他の業務で大忙し、どうにか説明し

ても、ベトナムでは違うからと受け入れてもらえないこ

とが様々にありました。彼らは我々の言いたいことの

意味が分からずただただ面倒くさいと思っていたよう

です。しかし私はしつこく言い続け、スタッフも患者様

と多く接するうちに我々が言っていることの意味を理

解できるようになり、患者様からも喜ばれるので、次

第に日本式のやり方に変わっていきました。 

 

日本の方への質問 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―「2018‐2019年度中等学校日本語全国教師研修」参加者の声― 

 

初めまして。私はホーチミン市の Marie Curie高校の教師の Ho Hai Dang です。2019年 7

月 9日‐12日にハノイ市の Viet Duc高校で「2018‐2019年度中等学校日本語全国教師

研修会」を受講しました。これは私の初めての全国教師研修なので、様々な記念になりまし

た。特に二つ良い印象を持っています。一つ目は国際交流基金ベトナム日本文化交流セ

ンターの先生方の心遣いと準備です。４日間の研修の資料を入れるバインダーから飛行機

の切符とホテルの予約と補助金に至るまで補助して頂きました。二つ目は先生方からの見

識です。私は日本語教科書の１課分の内容を分析したり流れを作成したりする方法を教え

て頂きました。遠藤かおり先生にクラスアクティビティを、武田素子先生に教科書分析と１

課分の流れに沿って授業を考えることを、小川京子先生に教案作成を学ばせて頂きまし

て、大変勉強になりました。ここで習得いたしました学習内容が今後の大きな糧になると思

っています。先生方、どうもありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

※執筆者の原稿を一部修正して掲載しています。 

 

【Hồ Hải Đăngさん】 

―国際交流基金 第 2回新規日本語教師育成講座受講生の声― 

 

【Nguyễn Thị Uyên Trangさん】 皆さん！こんにちは。私はチャンともうします。ダナンの人です。今私はグエン・ルオン・バン中学

校で教えています。 

まず、日本語の勉強の目的は日本語の先生になりたかったからです。やっと実現できました。日

本語を教え始めた頃は私はよい教師になるには日本語の知識をしっかりと持っていさえすればい

いと思っていましたが、実際には思っていたことと全然違いました。日本語の教師は日本語の知

識以外に、文法などの紹介、導入のし方や教科書に基づいてどうすればカリキュラムを効果的に

組めるのかということも必ず考えなければなりません。とりわけ、教科書の各項目や構成などと言

った教育知識も重視する必要があることが分かりました。 

 前は生徒に日本語を教える時、私は文法のみに焦点を当て、自分が必要だと思った練習問題

だけ選択し、不必要なところは無視していました。しかし、全国研修に参加した後、教科書に記入

されたすべての部分は一つずつそれなりに有用であり、特徴的な役割を持っていることがわかりま

した。この研修に参加することによって、様々な知識が身について、自分の日本語教育にもいろ

いろな経験を与えられ、指導に非常に役に立つと実感できました。今年度は学んだことを生かし

て立派な授業計画を頑張って立てようと思っています。今まで、誠にありがとうございました。 

※執筆者の原稿を一部修正して掲載しています。 

国際交流基金ベトナム日本文化交流センターでは、ベトナムにおける日本語教育の推進のために、ベトナムの日本語教

育の将来を見据え、日本語教師養成のための講座を開講しています。今回はハノイで行われた第 2 回新規日本語教

師育成講座の参加者にお話を伺いました。 

 国際交流基金ベトナム日本文化交流センターでは、毎年夏にベトナムの各地域から中等教育を行う学校の教師を 

集めて中等学校日本語全国教師研修をしています。今回ハノイで行われた研修に参加されたお二人にお話を伺いました。 

みなさん、こんにちは。私は新規日本語教師育成講座 2期生のグエットです。 

 私が働いている「日本国際学校」では授業の殆どを日本語で行っていますが、大多数がベトナ

ム人の学生です。学習面や生活面で子供達は色々な困難にぶつかっていますが、「日本語が

大好き」という子供たちが多く、彼らの日本語学習意欲や熱意を常に感じています。「JLPTの

N1 を持っていたら日本語を簡単に教えられる」と考えるのは大間違いで、「他にも色々なスキル

や教授法を身につけなければならない」ということが分かってきました。そこで、国際交流基金が

開講する新規日本語教師育成講座に 6月 17日から 7月 26日まで参加しました。講座に参

加したおかげで、同じ考えを持つ良い友達が 26人もでき、更に経験豊かな先生方から様々な

知識を教えて頂きました。 

 教授法の基礎となる基本的な知識や技能別の教え方、教案作り、評価や授業改善方法など

たくさん学びました。特に、「教える・学ぶ目標（Can-do）」「導入方法」「アクティブ・ラーニング」

「ICT活用」です。また、役立つ日本語サイトも山ほど教えて頂きました。雄谷先生の教え方や学

習者である私たちへの配慮をはじめ、教えてくださった先生方全員の熱意に本当に感謝してい

ます。今回得た知識や経験のおかげで自信を持てるようになり、新たなレベルに達することがで

きました。学生だけでなく、他の若いベトナム人の力にもなることができます。若い時から日本

語・日本文化に接することで彼らは将来きっと立派な大人になると信じています。 

【Trần Minh Nguyệtさん】 

※執筆者の原稿を一部修正して掲載しています。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十日間に学んだことはたくさんありましたが、皆さんの文化を理解してチーム

ワークをするのは一番印象に残っています。違う考えや仕方でタスクをしたの

は最高だと思います。私のチームはすばらしかったです。ルームメトはいつも

そばにいますから、あんしんなきもちをかんじていました。姉妹になったと思

います。故郷は自分の気持ちで、大切なこと、大切な人、大切な思い出を作っ

たものです。これから、一生懸命日本語を勉強して日本に留学してもう一度皆

さんに会いたいです。日本語人フォーラムに参加させてくれてありがとうござ

いました！ 

ASEAN 5 カ国（インドネシア、タイ、フィリピン、ベトナム、マレーシア）の中等教育機関の日本語教師と

日本語を勉強している高校生、そして日本の高校生が、ともに学び交流するかめのり財団と国際交流基金の

共催事業「にほんご人フォーラム」。今年は、「ふるさと」をテーマにベトナムのダナンで 8 月 3 日（土）

から開催し、教師は 9日間、高校生は 7日間のプログラムに参加しました。 

各国から参加した生徒と、教師プログラムの参加教師、ファシリテーターとして活躍したベトナム人教師の

皆さんから感想を聞きました。 

参加生徒の感想 

（マレーシア）Kathy Wee Mi Langさん 

参加生徒の感想 

（ベトナム）Lê Thị Thanh Hiềnさん 

※執筆者の日本語を一部修正して掲載しています。 

 

にほんごじん人フォ-ラムに参加して、他の国の文化を知ることができました。 

とてもとくべつです。皆さんと日本語で問題を相談しました。もっとよく日本

語が話せるようになりました。私はグループの問題と言葉の意味がわからない

とき、皆さんに助けられた。参加したあとで、私はグループのやり方が勉強に

なりました、それに 外国語だけではなくコミュニケーションスキルも大切と思

いました。将来、私は日本語と英語が話せるように、がんばりたいと思った。

それに様々な文化を持っています。だが、一つ確かな酷似があります、それは

笑顔です。みなさんのおかげで、楽しい時間を過ごすことができました。ぜっ

たい忘れられない。 

このフォーラムはすごく楽しかった。大変な事もありましたけど、それは皆と

いっしょにのりこえました。私はこのフォーラムからたくさんことまなびまし

た。たとえば、皆のかんがえからふるさとはなんですか？と他の国のゲームや、

色々な国の食べものとか、他の国の文化などです。私はこのフォーラムの後は

もっと日本語を頑張りたいとおもいます。2020年に日本へ留学したいです。 

参加生徒の感想 

（インドネシア）Yusuf Ermantoさん 

※執筆者の日本語を一部修正して掲載しています。 

 

※執筆者の日本語を一部修正して掲載しています。 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆活動の様子◆ 

参加生徒の感想 

（タイ）Niratcha Kraichoey さん 

わたしはこのフォーラムからいろいろなことを勉強になりました。友達もたく

さんできました。この前、わたしは自分の日本語力に自信がありませんでした。

でも、このフォーラムに出て、グループの活動やグループの発表のために、頑

張って日本語で話しました。最初はとても大変で、うちへ帰りたいと思いまし

た。でも、だんだん慣れてきて、うちへ帰りたくないでした。このフォーラム

が大好きです。このイベントを開催してくださった皆さんに感謝するとともに、

この忘れられない思い出を一緒に作ってくれたみんなにも感謝しています。あ

りがとうございました。 ※執筆者の原稿をそのまま掲載しています。 

参加生徒の感想 

（日本）猪又 康成さん 

参加生徒の感想 

   （フィリピン）Eugenio Amado Noel CalapitⅢさん 

私はこのプログラムでたくさんの学生と交流することで、自分の知らない自分

に気づくことができ、日本のことをもっと知ることが出来ました。また、日本

と東南アジアが今、密接に関わろうとしている事実を痛感し、将来は私がさせ

て頂いたこの素晴らしい経験が他のたくさんの人達にも届いてくれればと思い

ました。 

※執筆者の原稿をそのまま掲載しています。 

たった 1週間でしたが、思い出にのこる最高のイベントを経験しました。JSF2019

では多くの異なる文化の人に出会い、世界がどれだけ多様性と驚きに満ちてい

るか、また自身のふるさとの大切さ、他の参加者のふるさとを愛し、感謝する

ことを学びました。困難だったけれども、乗り越えられたこれらの経験を通し

て、よりよい自分に変わることができたと思います。他人を受け入れ、理解す

る、他言語を話すことはとても難しかったですが、素晴らしい思い出をみんな

でつくることができました。 

このようなイベント開催してくれた皆さん、忘れられない思い出を一緒につく

ってくれたみんな、本当にありがとうございました。 

※執筆者の英語原稿を翻訳して掲載しています。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教師プログラム参加 ベトナム人教師の感想 Phạm Kim Nhungさん 

ベトナム人ファシリテーター教師の感想 Lê Thị  Ngọc Bíchさん 

日本語人フォーラム 2019 年ベトナムに参加した後、日本語はもちろん 21世紀型ス

キルももっと大切だと思っています。その中で一番印象に残ったのは生徒の輝きを

見つけることとメタ認知という概念です。どうしてかというと、だれかに話しかけ

る時は相手の輝きを中心にコミュニケーションをしたらお話を楽しく続けて人間

関係が良くなるからです。また、自分のことを振り返ることも必要だと思います。

振り返るのは他人の人生と比べるのではなく、自分の長所と短所がはっきり分かる

ことです。そのことができると次の目標が見つかるはずだと思います。 

今回のフォーラムは本当にいい体験になりました。誠にありがとうございました。 

教師プログラム参加 ベトナム人教師の感想 Nguyễn Thị Thu Thảoさん 

※執筆者の日本語を一部修正して掲載しています。 

 

「にほんご人フォーラム 2019年」に参加したことを通して、貴重な経験を得ました。

このフォーラムで 21 世界型スキルを順に勉強していきながら授業活動の作り方や

生徒の活動を観察することや自分が理解していないところを明確にすることができ

たように思います。丁寧に楽しくたくさんのいいことを教えていただいた先生には

本当に感謝の気持ちでいっぱいです。そして、いつもあたたかい笑顔で接して頂い

た他の日本人の先生方、各国から来た先生や生徒たちとスタッフの皆さんのおかげ

で、気持ちのよい空間で過ごすことができました。フォーラムが終わってしまって

少し寂しい気持ちもありますが、美しく忘れられない記念を持っています。今元の

生活に戻って、生徒のために、頑張ります。 
※執筆者の日本語を一部修正して掲載しています。 

 

ベトナム人ファシリテーター教師の感想 Nguyễn Hoàng Phương Nhiさん 

教師の仕事とファシリテーターの仕事は全く違うと感じました。教師の役割は言っ

てばかりで、聞く機会は少ないと思います。しかし今回、若者から意見を聞くいい

チャンスでした。ある生徒が、同じ日本人でも言葉だけでは、１００パーセント理

解できない。お互いに相手の気持ちが分かれば、コミュニケーションはできると言

っていました。それは宝物です。愛があればいくら難しくても、理解できるはずで

す。このことは自分の生徒に伝えたいと思います。新しい役割はもちろんなかなか

上手く出来ない点がありました。一方、その上で新しい知識も学べるきっかけとな

りました。 

 

※執筆者の日本語を一部修正して掲載しています。 

 

今回のにほんご人フォーラムでは生徒プログラムのファシリテーターとして参加

させていただいた。様々な国から、色々な性格の生徒がいるグループの中で、どう

すれば自分自身のことを生徒に分かってもらえるかが、自分にとって難しい点だっ

た。しかし、心を込めて、毎日近づいて、体調などを聞いて、アドバイスをしてあ

げたりした。一週間だけだったがみんなと仲良くできて、大変うれしかった。みん

な本当に頭がよくて、元気に活躍する生徒だと思う。最後に生徒がフォーラムのテ

ーマである「ふるさと」に基づいて、観客を笑わせるような劇が作り出せたのは私

の幸せの一つだ。短い時間だったが、生徒が異文化の中で活動に参加するのは本当

にいい経験になっただろう。 ※執筆者の日本語原稿をそのまま掲載しています。 

 



 

Phạm Duy Tùng さん（日本語センター教師） 
4年間日本の福岡で過ごしました。日本に来る前、 
6か月間日本語を学びましたが、訪日して非常に 
びっくりしました。なぜかというと、実はベトナムで 
学んだ時、あまり会話をしませんでした。そのため、日本人のアクセ
ントが全然わかりませんでした。「俺は何とかやらないといかん」と思
い、勉強方法を先輩たちに聞き、後輩たちに日本語を教えて、日本
人の同僚と会話したおかげで、段々進歩が見えてきました。本当に
七転び八起きです。 その時から、日本語の教師になるという自分
自身の道を決めました。これからも日本語を教えたいです。自分も
勉強し、学生達と一緒に成長していきたいです。 

Huynh thi Xuan さん（前日本からの重機輸入業） 
日本と出会ったのは偶然でした。16年前、日本語が全く知らなかった私は
友達と第１区の道を歩いていた時、 地図を持って道を尋ねてきた日本人
と会いました。私たちは一所懸命ジェスチャーで説明して、ようやく道が案
内できました。そのあと私は日本語を勉強し 

     てみようと思って、日本語の本を買って、日常会話から学
び始めました。勉強すれば勉強するほど好きになって、
貯金してきたお金を使って日本へ行く願いを叶えまし
た。2007年の春、初めての訪日で、とても快適で綺麗
な日本の空気が味わえることに驚きましたが、日本人
が何を話しているのかわからなかったのに困りました。
それで、日本語の勉強を決意し直して、日本人とコミュ
ニケーションが取れるようになってよかった。感謝 
 しています。 

※執筆者の日本語を一部修正して掲載しています。 

 

「あれっ。日本語話せるんですか?!」          
街を歩いていると、いろいろなところで日本語が話せるベトナム人の方にお会いします。片言の日本語が話せる人から、流暢に
話せる人までさまざまですが、皆さん一人ひとりが何らかの目標を持って日本語を身に付けようとしているにほんご人だということ
が分かります。 
このコーナーでは街角でお会いしたそんなにほんご人のみなさんから、どうして日本語が話せるのか、日本語を使ってどんなこと
をしたいかということについて、お話を伺いました。どうぞご覧ください！ 

※執筆者の日本語を一部修正して掲載しています。 

 

Nguyễn Văn Sang さん 
（コーヒーショップ経営） 
四年間ぐらい前に日本に留学しました。 
日本語や日本文化などの大切さを広げ 
たいと思っております。今ハイフォンに 
コーヒーショップを開いて、ただで日本語 
も教えています。勉強したい方はご連絡ください。 
幾ら困難のことがあっても諦めずに、沢山挑戦でき、 
自分も少し成長した大人になり、乗り越えられたのは素敵
な日本国のおかげです。誠にありがとうございました。 

※執筆者の書いたベトナム語を翻訳して掲載しています。 

 



 

無料日本語学習サイトで日本を学ぼう！  

日本語学習サイト「みなと」の特長 

・オンラインで自学自習 

 いつでもどこでも日本語が学べます 

・入門から学べる全５０コース，１コース１時間から 

 レベルに応じて，少しずつ学習できます 

・レベルチェックテストあり，ベトナム語の解説あり 

 学習の進度を確認し，しっかり復習できます 

・各コース毎に修了書発行 

 達成感があり，やる気が継続します 

https://minato-jf.jp 

登録は簡単です。是非ご利用ください！ 

みなと登録方法案内動画 

国際交流基金が運営しています。 

発行／国際交流基金ベトナム日本文化交流センター 

監修／安藤
あんどう

敏
と し

毅
き

（同センター 所長） 

     小川
お が わ

京子
き ょ う こ

（同センター 日本語上級専門家） 

編集／森近
も り ちか

美
み

菜
な

（同センター 日本語指導助手） 

     長田
お さ だ

あさみ（同センター アジアセンター調整員） 

翻訳／Nguyễn Huyền Trang（ハノイ国家大学外国語大学日本言語文化学部） 

Vương Linh Chi（同センター アシスタントプログラムオフィサー） 

 


