
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 日本語力アップ 
 

 シンチャオ先輩 

♦TOP ONE-VIJA LINK日本語センター Phạm Thị Thu Hằng様 

 

 日本語でお仕事 

♦日本人の方への質問 

   MSV CO.,LTD 代表取締役 古川 雅敏 様 

♦ベトナム人の方への質問 

       MSV CO.,LTD生産部 通訳課 副課長 Nguyễn Thị Bích Vân様 

 

 わたしたちの 10か月 ～教室で培ったベトナム人、日本人のパートナーシップ～  

♦Le Qui Don高校 Trần Thành Trung様 

♦第 4 期長期日本語パートナーズ クイニョン派遣 池田 暁子 様 

 わたしの日本語体験談 

♦タイ日本語国際キャンプ 2018 Hồ Thúy Ly様 / Nguyễn Thiên Lộc様 

♦ベトナム高校生にほんご人 100 人訪日研修 

Phạm Thị Thảo Ly様 / Nguyễn Ngọc Như Quỳnh様 

 まちかどのにほんご人 

 

国際交流基金ベトナム日本文化交流センター 

ニューズレター2018 年 7 月号（第 9 号） 



 

 

 

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 佐藤 修 

 

  

みなさんは、スピーチコンテストに出たことはありますか。スピーチコ

ンテストに出場すると、その過程を通じて、話すテーマに対する理解が深まったり、

関連する語彙や表現が豊かになったりするなど総合的な日本語力アップにも繋がり

ます。まだ出場したことがないという方は是非、挑戦してみてください。 

 今回はそんなときに役立つ、より良いスピーチを作っていくためのヒントをいく

つかご紹介します。 

 

評価の観点を意識 

 下に示すのは一般的なスピーチコンテストの審査基準例です。各観点のどれがど

れだけ重要かはそれぞれの大会で異なりますが、評価の観点は概ね共通していると

思います。特に「②内容」を意識しながらスピーチを作成していきましょう。 

 

書く前に話し合い 

 書き始める前に、キーワードをいくつか並べたメモを作ってから、母語で誰かと

話し合いましょう。内容が整理され、いきなり書く場合より構成が良くなります。

誰かが話している途中であっても自由に質問し合っていいことにすれば、論理的に

問題がある点等おかしな点に気づけます。良い質問をもらえれば、テーマについて

理解が深まることでしょう。もっと調べなければいけない点に気づけるかもしれま

せんし、反論を踏まえた意見にできるかもしれません。 

 

書いてから 

 作文を添削してくれる教師がいない場合は「Lang-8」を。解説はこちら（ただし

現在は無料登録が一時停止中）。音読練習は「OJAD」の「韻律読み上げチュータ ス

ズキクン」で！ 

 また、自分が聴衆になったつもりで自分のスピーチを客観的に見てみるといろい

ろなことに気がつきますよ。自撮り棒を使ったりして動画を撮ってみてください。 

 

 以上、より良いスピーチをするためのヒントをご紹介しました。特に原稿を書く

前に、評価の観点を確認し、母語で誰かと話し合いをしてみることをおすすめしま

す。がんばってくださいね！ 

 

 

日本語力アップ 

第8回「より良いスピーチをするために」 

 

http://lang-8.com/
http://jpf.org.vn/jp/iwtcore/uploads/2016/05/01%E3%81%8A%E3%83%BC%E3%81%84201604%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97_merged2.pdf
http://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/
http://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/phrasing
http://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/phrasing


スピーチコンテストの審査基準例 

評価の観点 解説 

①

日

本

語 

発音・アクセン

ト・イントネーシ

ョンによる聞きや

すさ 

個々の音レベルで発音が適切で聞きやすいか（「つ」が「ちゅ」になっていたり

しないか）、単語レベルでのアクセント、文レベルでのイントネーション（抑

揚）が適切で聞きやすいか。母語の影響が残りすぎていないか。それらを総合し

て聞いた結果、外国人の日本語に慣れていない人にも聞きやすいか。 

流暢さ 話全体が滑らかか。淀みなく話せているか。話がつかえる程度はどうか。 

語彙・表現・話体

の適切さ 

「です・だ」など話体が統一されていなかったり、フォーマルな文にインフォー

マルな語が入ったりするなど、適切でない点や不自然さがないか。 

文法の正確さ 助詞の使用や動詞の活用等は正確か、間違いはないか。 

②

内

容 

オリジナリティ 自らの体験や主張が含まれているなど話し手との関連性がある内容か、一般論に

終始していないか。視野の広さが感じられるものであったり、アイディア・着眼

点が秀逸であったりすると尚良し。その結果、聞いていて共感できたり興味深か

ったりしたか、聞く価値があると感じられたか。 

発表テーマへの理

解度 

発表テーマに関して十分に調べ、深く考察されているか。その結果、なぜそのテ

ーマが選ばれたか納得できたか、話し手自身の言葉で分かりやすく説明できてい

ると感じられたか。 

構成・結束性 話の流れや論理展開は自然か、論理的飛躍はないか、論が一貫しているか、主張

には論拠があるか。主張の場合には反論を踏まえた再反論があると尚良し。詳し

い説明や叙述ができているか。それらの結果として、話し手の意図が明快に伝わ

ってきたか、説得力があると感じられたか。 

聞き手への配慮 聞き手が知らないかもしれない文化的背景を説明しようとする姿勢があるか、日

越相互理解に資する内容であるなど、対象に適した話題が選択されているか。そ

の結果、分かりやすさを感じたか、引きつけられたか。 

③

話

し

方 

間や緩急、強弱 話の切り替わりで間を取ったり、重要なところをゆっくりはっきり言ったり、一

転軽妙に話すところもあったりするなど、テンポを調整したり声の強弱を付けた

りすることで、スピーチに良い効果を加えられているか。それらを総合して聞い

た結果、スピーチ内容を効果的に伝えられているか。 

視線、表情、ジェ

スチャー、態度 

聴衆に視線を向けて語りかけているか。訴えかけるものを持っていると尚良し。

表情やジェスチャーも効果的に活用できているか。緊張しすぎて萎縮していない

か、自然体で話せているか。熱意や自信が感じられると尚良し。それらを総合し

て見た結果、印象に残るスピーチになったか。 

④

質

疑

応

答 

答えの適切さ、自

然さ 

回答内容が質問に対してふさわしかったか、質問の意図を汲んだものであった

か。長時間答えに窮することなどなく、質問と答えがやりとりとして自然であっ

たか。その結果、自然で適切な答えだと感じられたか。 

 



                                                                                                                

 

 

今月号は、2002年にハノイで開催された日本語スピーチコンテストで最優秀賞を受賞、初来日を果たし、

現在は TOP ONE-VIJA LINK日本語センターで日本語教育部課長としてお仕事をされている Phạm Thị Thu 

Hằng 様にお話を伺いました。日本語学習者の先輩として、そして人生の先輩としてのお話をぜひみなさんに

読んでいただけたらと思います。 

 

2002 年に日本に旅行するという夢を実現するために、私はハノイで日本語スピーチコンテストに参加

しました。3 ヶ月間、トピックを見つけ、記事を書いたり、編集したり、練習したりしました。そしてコン

テスト当日、私は最終選考まで残り、なんと最優秀賞を受賞することが出来ました。 最優秀賞の賞品は、

富士吉原ライオンズクラブが主催する 1ヶ月の日本ツアーです。 

2003 年 7 月、私は正式に日本に行きました。私が行った都市は、非常に静かで平和な都市、静岡県富

士市でした。ここの人々はとても親切で熱心です。ライオンズクラブの皆さんが仕事の為離れて暮らす子供

と私を歓迎するレセプションを開催してくれました。雰囲気はとても暖かく、平和でした。１ヶ月間、私は

日本人の三家庭と生活し、各家庭とは 10 日間生活しました。日本料理や、生け花、お茶、絵を書くなどた

くさんの日本の文化にふれました。また、私は東京、鎌倉、東京ディズニーランドのような多くの場所に行

きました。1 ヶ月は長い時間ではありませんが、以前、私の夢だったことを実現するには十分でした。これ

らのことはすべて私の人生で最も美しい思い出になりました。私は永遠に忘れることはありません。 

交流会後ベトナムに戻ってから、その経験を学習機会と仕事を見つけることにいかすことができました。

大学の 4 年生の時、日本の国際協力機構（JICA）などの日本の NGO に入所し、その後、ベトナム日本人

材協力センター（現在のベトナム日本人材開発インスティチュート、VJCC）の日本語部に入社しました。

大学卒業後、JICA の高速鉄道プロジェクトの通訳として働きました。そして現在、私は日本語教育部の課

長として TOP ONE-VIJA LINK 日本語センターに所属しております。今日のような素晴らしいキャリア

を得るためには、おのれの努力も、もちろんですが、良い日本人にめぐりあい、たくさんの人が私をサポー

トしてくれたからです。  

あれから、14 年経ちましたが、今でも私とライオンズクラブは常に良好な関係を維持しております。毎

年ハノイで一度、お会いすることがあり、今ではライオンズクラブのメンバーは私にとって、親しい友人で

あり、私の人生の重要な一部となっています。  

この文章を通して、現在、日本語を学んでいる全ての学生達へ、努力すること、挑戦する気持ちを常に忘

れないでいて欲しいと思います。夢を見て行動する人だけが成功する。私はいつもあなたが選んだ道で成功

することを願っております。 

 

皆さん、こんにちは 

私は 1981 年 11 月 24 日に生まれた、ファン・ティ・トウ・ハンと申し

ます。今から、私の人生において、決して忘れられない日本語と日本につい

ての記憶を話したいと思います。  

2000年、私はフォン ドン大学の日本語学部で日本語を勉強し始めまし

た。当時、ベトナムにおいて、日本語は新しい学習言語であり、あまり多く

の人が出席しておらず、本、新聞、ビデオなどの日本語に関連する教材もほ

とんどありませんでした。時々、大使館で日本語の映画を見るために在ベト

ナム日本大使館から映画のチケットを頂いていたこともあります。上映のた

びに、ニッポンニア雑誌を無料でいただけた事もあり、当時の私にとって、

それはとても貴重な品物であり、もらえた私はとても幸せでした。 

※執筆者の日本語を一部修正して掲載しています。 



 

「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日本人の方は、トゥアティエン・フエ省に
あるMSV CO.,LTD 代表取締役 古川雅敏 様です。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆御社（貴社）の会社概要を教えて下さい。 

またなぜ Nguyễn Thị Bích Vânさんを採用しましたか。 

当社はベトナム中部のフエ市から南に 15キロほど行ったフーバイ工業団地に有り、2012年創業で日本資

本 100％の縫製会社です。 

従業員は約 1,150名です。縫製する製品は日本の大手アパレルメーカーから依頼されている女性服です。 

2015年にベトナム労働総連盟主催の「労働者の為の企業」として全土から選出された最優秀企業 49社

の中に入りハノイで表彰を受けました。また同年にメコンフォーラム主催のベトナム、ラオス、カンボジア 3 カ

国合計 100社の優秀企業にも選ばれてプノンペンでの式典に招待されました。これは創業以来、社員が安

心して働け、長く勤めてもらえる会社を目指してきた結果だと思っています。 

通訳のヴァンを採用した理由は、日本語がうまいだけではなく、日系企業で働いた経験もあることから、面接

時に日本人の考え方を良く理解して対応が出来ていたからです。現在彼女は会社の各部門からの厚い信頼

を得ており、会社にとっては不可欠な社員となっています。 

 

 
◆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。 

社長として会社経営を行っています。 

会社は 8：00～16：30の 8時間勤務で状況により残業を行います。 

◆職場での失敗談、苦労話をお聞かせください。 

職場での失敗や苦労は毎日のように起きております。特に

当社は創業からの年数がまだ浅い会社ですので、技術的

に未熟なことから問題がよく起きます。しかし原因を追究し

て行くとベトナム人と日本人の考え方の違いや、価値判断

の違いから発生していることが多いです。 

例えばベトナムの場合、時間に遅れることについて「他人も

いい加減なので自分もいい加減でも大丈夫だ」と考えてい

るように思います。そのような考え方が、仕事の中において

も「この程度なら大丈夫だろう」との安易な考え方になり、日

本人の厳格な考えとなかなか合いません。 

そもそも当社の縫製する服は通常ベトナムで売っている製

品とは品質の差があり、ベトナム人が着たことのないような

高級な服が多いですので、日本人と同じ目線で製品を見て

判断させることは難しく、判断できるようになるまでにはかな

りの時間がかかっています。管理者の中で考え方や判断基

準が合う人もできて来ましたが、全社に行き渡るにはまだま

だ時間がかかると思います。また日本語の難しさや曖昧さ

により通訳が問題を大きくしてしまうこともあります。業界用

語や技術的なことはかなり難しいですので、通訳担当者の

日本語レベルが上がらなければこの問題は解決できませ

ん。会社としても引き続きレベル向上の為に出来る限りのサ

ポートをして行きたいと考えています。 

日本人の方への質問 

 

◆働く上で大切にしていることはなんですか。 

私達のお客様は日本の方が多いですので、心からのご挨拶や細部まで

の整理や清掃を大切にしています。ご来社いただきましたお客様が会社

に入った瞬間から当社社員の挨拶に爽やかさを感じられ、社内に居ても

気持ち良く仕事をしていただけるようにしたいと思っています。 
 

 

◆ベトナム人スタッフと働いていて驚いたことはどんなことですか。 

フエの地域性や社員のほとんどが女性という環境のせいかもしれません

が、自分の家庭生活を仕事より優先させる社員が思っていたよりも多く、

残業などが多い時期には簡単に退社してしまうこともありました。また、仕

事でのプレッシャーを受けたがらない傾向も強いために、優秀な社員の中

でも昇進したくないと考える人達もおりましたし、かりに昇進しても一般社員

にもどりたがることもありました。これらは以前私が中国で会社を経営して

いた時とはまったく反対で、同じアジア人でも日本人や中国人との考え方

の違いに驚かされました。 
 

◆働いていて嬉しかったこと、楽しかったお話しはありますか。 

会社が始まったころ、社員の中では問題を起こすと隠したり、他人のせい

にしたりすることが当たり前のようにありました。また定時に作業が始まり定

時まで作業を行うことが仕事をすることと考え、自分の仕事の責任や、周

りの人と協力して仕事をすることなどは考えられない社員ばかりでした。そ

の後管理職の社員を中心に社会人としての考え方の指導を続け、社員

も数々の経験を重ねたことで、考え方が徐々に変わったと実感できるよう

になって来ました。以前多かった言い訳も減り、自主的に問題解決に取り

組む姿勢が生まれています。私としては、自分の子供が成長して行くのと

同じように、社員が成長して行く姿を見られることが働いていて一番嬉し

いことです。 

 

 

 

◆将来の夢、目標はなんですか。 

ファッションはお客様に夢や感動を与えることが出来ます。そして

お客様に喜ばれる服を作ることは素晴らしい仕事だと思っていま

す。これから当社の中で優秀な社員が育ち、50年～100年と続く

会社を築いてもらいたいと願います。そしてその社員の子供たちが

またこの会社で働くようになれることが夢と言えるかもしれません。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ベトナム人の方への質問 

 

◆日本語でのお仕事を目指している方へのコメント、アドバイスをお願いします。 

日本語を使って仕事をするにもいろいろな職種があると思いますが、これからの世の中は AIの発達などがありますので通訳や翻訳だけの仕事では難し

くなります。通訳や翻訳以外の仕事もしっかりと身に付けて、日本語の能力と組み合わせて仕事が出来るようになることが必要です。自分の好きなことを

仕事にすると楽しく仕事が続けられますので、日本語が好きであれば日本語がたくさん使える仕事を選んでほしいと思います。 

◆なぜこの職場を選びましたか。 

ダナン外国語大学を卒業してからダナンで生活したいと思いましたが、家族の事情があ

ってフエに戻らなければなりませんでした。その時、友達からの紹介で MSVに応募しまし

た。現時点までちょうど 6年間 MSVで働いています。家族の近くにいながら、良い職場

環境で働くことができて、やはりフエに戻るのが賢明な決定だと思いました。 

◆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。 

MSVはレディースオールアイテムの縫製会社です。資材・付属は全てお客様から手配して頂きます。工場が縫製加工をして出来上がった製品を日

本に輸出しています。営業通訳担当として働いています。資材・付属と製品船積み等の情報を確認します。工場は出来る限りお客様の要求に合わ

せて調整していますが、どうしても出来ない場合はお客様に交渉します。お客様からの縫製仕様書、コメントを翻訳して関連する各部署に配ります。

現場から確認したいことと問題が発生したらお客様に報告して指示を受けます。また、会社の中に日本人が 4人いますので、日本人の通訳もしてい

ます。特に社長の通訳が多いです。 

勤務時間は朝 8時から午後 4:30までです。仕事が多い時には 30分から 2時間残業します。 

 

 
◆日本人と働いていて驚いたことはどんなことですか。 
日本人は自分のことではなく、いつも相手のことを考えて仕事をしていることです。 

例えば、書類を作る時、どうやったら相手が見やすく、分かりやすいのか細かいと

ころまで考えて作ります。各部署の仕事も同じです。前の部署はどうやったら次の

部署や次の人がやりやすいのか考えて仕事をしなければなりません。 

 

 

 

インタビューに答えてくださったのは、MSV CO., LTD 生産部 

通訳課 副課長 Nguyễn Thị Bích Vân様です。 

◆職場での失敗談、苦労話をお聞かせください。 

お客様から修正パターンデーターを頂きましたが、関連

する部署に電送するのを忘れてしまい、修正前のパター

ンをそのまま使用して裁断してしまいました。良かったの

は、微修正でしたので、お客様から何とか許可を頂いて、

無事に納品できることになりました。その時から同じ問題

が起きない様に、仕事がどんなに多くても、やらなければ

ならないことをノートに箇条書きして、やった項目は消しま

す。そうすると漏れが無くなります。また、営業通訳担当

の仕事はお客様と工場の間にいて、お客様の要望も受け

取りながら、工場の大変さや苦労することも理解しなけれ

ばなりません。工場はどうしてもお客様の希望に答えられ

ない場合は、お客様に交渉しますが、説得できない場合

があります。 

 

◆働いていて嬉しかったこと、楽しかったお話はありますか。 
6年間も会社で働いていますので、嬉しかったことは一杯あります。任せられた

仕事が上手く出来た時や、工場の希望をお客様に説得できた時等です。 

 

◆働く上で大切にしていることはなんですか。 
信頼関係が一番大事だと思いますので、誠実であることと約束を守ることを大切

にしています。また通訳の仕事は相手の言いたい事を伝えることですので、通訳

する時に自分の気持ちを絶対入れないことです。 

 
 

 

◆将来の夢、目標はなんですか。 
現在、縫製分野で通訳の仕事をしていますので、縫製の専

門用語は勿論流暢に話せる様に頑張らなければなりません

が、社長の通訳も上手く出来る様にするため社会的な日本

語をもっと勉強したいと思います。 

 
 ◆日本語でのお仕事を目指している方へのコメント、アドバイスをお願いします。 

日本語には曖昧な言葉が多いですので、意味がよく理解できない場合は日本人に確認した方が良いと思います。また、日本人と仕事する時に、間違い

を起こして嘘を付いたり、他の人のせいにしたりするのは絶対許されないので、自分の間違いを素直に認めてください。ただ二度と同じ問題を起こさない

様にしっかり改善方法を考えて、実施しなければなりません。 

 
 

※執筆者の日本語を一部修正して掲載しています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さん、こんにちは。私はロックと申します。今、ホアンホアタム高校で日本語を学んでいます。５月に国際交流基金の 

プログラムで、私と５人の友達はベトナム代表として、タイキャンプに行かせて頂きました。一週間とはとても短い 

時間でしたが、私にとって貴重な体験ができた時間です。最初の思い出は先生達が様々なことを優しく教えてくれた事です。

いつも熱心に説明してくれ、外国なのにまるで自分の家に居るように感じられました。一週間で色々な事を学び、良い勉強

になりました。タイキャンプでは日本語を使って勉強したり、遊んだりしました。外国の友達ができ、ベトナムの美しい所

や文化などを紹介しました。タイキャンプではそれ以外に、環境について話し合いました。例えば、ゴミの分け方、ゴミ問

題の解決の仕方についてです。他のスキルも身につきました。それはグループで協力して活動し、一緒に発表するというこ

とです。良い体験でした。なかなか忘れられない思い出です。それに、タイのバンコクにも行きました。綺麗なタイを見て、

素敵な文化が分かるようになりました。少し疲れましたが、すごく楽しかったです。タイキャンプで色々な友達ができ、一

番楽しかった事は私達がお互いに自分の美しい国や異文化などを理解できたことです。七日間日本語ばかり話すということ

は良い経験になったと思います。これから、もっともっと一生懸命日本語を勉強しようと思います。また、機会があったら、 

他のプログラムにも行きたいです。 

 

Bạn Nguyễn Thiên Lộc さん Hoàng Hoa Thám 高校 (Đà Nẵng) 

Bạn Hồ Thúy Ly さん Hoàng Hoa Thám 高校 (Đà Nẵng) 

 各種イベントに参加しているみんなの

声を集めました！！ 

 

日本語と出会えたのは幸せです。特に、タイ日本語国際キャンプに参加でき、本当

に嬉しかったです。これは自分にとって新しい体験でした。キャンプに参加して、

他の国の友達と日本語で交流し、いろいろ勉強になりました。それに、キャンプの

活動に参加して、自分の日本語能力及びゴミに関する認識を高められたと感じまし

た。参加する前は、日本語でのコミュニケーションをすごく心配していましたが、

タイをはじめ世界のゴミ問題の改善方法について意見交換をしたり、皆の前で発表

したりしてから自信を持つようになりました。私だけではなく、私達にとってこれ

はとても有意義なプログラムです。最後にキャンプでいろいろなお世話をしていた

だいた先生方にお礼を申し上げます。 

 

 

Nguyễn Ngọc Quỳnh Như さん（ホーチミン Marie Curie 高校）             

私にとって今回訪日に参加できるのは本当にゆういぎで、ほこりまし

た。新聞やテレビなどを通じて日本を見たのに、たくさん驚いたことを

自分の目で見て感じました。例えば、日本では色々な物は自動的に稼働 

 したし、歩道で自転車を乗られたし、

道に喫煙所があったし、まだ小さい

は学校へ自分行ったし、めったに車

のクラクションが聞こえませんでし

た。さらに、私にとって忘れない思

い出は私たちは一緒にそっきょうで

歌いました。訪日のおかげで、私は

啓発だったし、良いマナーを学んだ

し、きれいな思い出を作ったし、素

晴らしい人になれました。最後、私

に今回機会を与えてくれたジャンパ

ンファンデーションとかめのり財団

のおかげでどうもありがとございま

した。 

 

 

Phạm Thị Thảo Ly さん（ダナン Phan Chau 

Trinh 高校） 

十日間で日本にいて、いろいろたいけんできました。一

番いい印象がのこっているのは東京学芸大附属国際中等

教育学校を訪問したのです。行く前に、学校を見物する

だけと思いました。でも生徒と一緒にお弁当を食べたり、

交流したり、本当の授業で日本人と勉強したりして、と

てもびっくりして、うれしく思います。先生方も生徒方

親切で、やさしかったです。いろいろ話して、れんらく

さきも教えてくれて、とてもかんどうしました。私はそ

の学校で勉強したい！今留学の夢が出てきました！でき

るだけ頑張っています。 

 

2018年ベトナム高校生にほんご人 100人訪日事業 

 

※執筆者の原稿をそのまま掲載しています。 

タイ日本語国際キャンプ 2018 

※執筆者の日本語を一部修正して掲載しています。 

※執筆者のベトナム語を翻訳して掲載しています。 

 

※執筆者のベトナム語を翻訳して掲載しています。 



 
タイ日本語国際キャンプ 2018 2018年 5月 1日～5日に行われ、ベトナム含むアジアの国際交流基金海外事務所のある国か

ら高校生と教師が集まり、日本語を使ってコミュニケーションする他、日本語をツールとして社会問題（ゴミ問題）について考えました。 

2018年ベトナム高校生にほんご人 100人訪日事業 2018年 6月 25日～7月 4日、ハノイの Kim Lien高校、フエの Nguyen 

Hue高校、ダナンの Phan Chau Trinh高校、ホーチミンの Marie Curie高校の生徒が訪日し、教育機関や企業、施設を訪問したり、そ

こで出会った日本人やベトナム人の先輩と交流したりしました。 
 
 

 

日本語パートナーズ第４期 クイニョン派遣 池田 暁子 様 

実は私、小さい時から「先生にだけはなりたくない。子供（当時

の私）を下に見て偉そうだしなんかむかつくわ～」って思ってた

んです（笑）。 

でも、この 10 ヵ月間、チュン先生と一緒に息の合った授業が出

来た時、クラスの空気が変わる瞬間を目の当たりにして考えが

変わりました。人の成長に関わることができる職業って本当に

素敵ですね。 

こんな思いになれたのは、派遣されて２か月位経ってからでし

ょうか。サポート役として派遣されている身分でどこまで踏み込

んでいいか悩んでいましたが、「私の持前のはっきり言う性格

を活かそう、サポート役ではなくチュン先生と授業を一緒に作り

上げていこう」という意識になってから色々と変わり始めたと思

います。 

それからは、授業の進め方で言い合いになることもありまし

た。でも、言い合いの後持ち寄った意見が同じだった時は感激

しました（笑）。年齢が近いこともあり、チュン先生とは恋愛の話

や人生の話も良くしましたね。しんどい時はお互いなんとなく気

づいたり。お互いの性格の「芯」がとても似ていたのかなと思い

ます。 

どんな国に行っても、目の前の人・事に対して一生懸命やるだ

けで、頑張った分必ずしも結果がついてくるものではなく、結果

がついてこなくても落ち込む必要はなく、原因を探って修正を

加えるだけ。そんな単純なことにも気づくことが出来た 10か月

間だったと思います。 

 

Le Qui Don高校 Trần Thành Trung 先生 
２０１５年に初めて、日本人のパートナーズと一緒に教えました。

その時から4年間が経ちました。良い勉強になったことはたくさん

あります。文化や言葉が違っても、何か問題があったら、できる

だけ落ち着いて、話し合った方がいいと思います。そうすると、問

題が解決できる可能性があり、同じ観点を見つけられるはずで

す。 

２０１５−２０１６年のパートナーズの先生でした。私の考えでは先

生はお母さんのような人でした。いつも、温かく色々な事を教え

てくれました。それだけでなく、私が生活で困ったことがあれば、

いつもアドバイスをくれました。 

２０１４−２０１５年のパートナーズの先生は本当に厳しい先生で

した。でも、先生のおかげで私は成長できました。例えば、課外

活動の計画が立てられるようになりました。 

２０１６−２０１７年のパートナーズの先生はとても優しかったで

す。でも今この機会に先生に謝りたいと思います。その時、私は

学校の仕事が忙しく一緒に教えられる時間が少なかったと思い

ます。 

２０１７−２０１８年のパートナーズの先生は本当に活発な人でし

た。スポーツも上手だし、生き生きとしていました。年齢も私ぐら

いだったので、一緒に教えるのはとても楽しかったです。もちろ

ん、時々意見が違って、けんかする事もありました。でも、授業の

ために二人で協力して、準備したり、話し合ったりしました。楽し

い授業も文化紹介もできました。計画を立てたり、NPの先生に

私の意見を理解してもらうのはすごく大変でしたが、暇な時、二

人でおしゃべりをしました。その時何でも打ち明けられて、楽しか

ったです。残念なのは二人でバドミントンの試合に出られなかっ

たことです。１０ヶ月は短かったですが、たくさんの思い出を作り

ました。楽しいことも寂しいこともありました。 

次のパートナーズの先生も生徒の希望や生徒のレベルを分かっ

て欲しいです。次は茶道の文化紹介をしていただけたらと思って

います。 

わたしたちの 10か月 

～教室で培ったベトナム人、日本人のパートナーシップ～ 

 

 

“日本語パートナーズ”事業 2014年度から東南アジアを中心とする

アジアの国々の主として日本語教育を実施している中等教育機関に、

幅広い世代の日本人を派遣し、現地の日本語教師と学習者の日本語

学習の「パートナー」として授業のアシスタントや会話の相手役といった

活動をするとともに、教室内外での日本語・日本文化紹介活動等を行

います。今回は 2018年度にパートナーとして 10か月間活動を共にし

たお二人にお話を伺いました。 
 

 

 

※執筆者のベトナム語を翻訳して掲載しています。 



 

 

Ngô Minh Đức さん 

※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着けようとして
いるにほんご人だということが分かります。 

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たく、このコーナーでは街角でばった
りお会いしたにほんご人にインタビューしました。どうぞ
ご覧ください！ 

日本人がたくさんいるホテルではたらいています。あるお

きゃくさまはとてもしんせつなひとです、それにユーモア

があります。それで大好きです でもそのおきゃくさまはえ

いごがあまりわからないので、かいわするのはたいへんで

す。わたしは日本人とはなすために日本語をべんきょうし

ます。よるのコースにもうしこみました。 まいにちしごと

がおわったら日本語センターへべんきょうしにいっていま

す。ホテルではたらくとき日本人とかいわしています。い

ま日本語で少し話せます。日本語とぶんかをべんきょうし

たら、私のおきゃくさまのことがわかります。そしてたく

さんの日本人としたしくなりたいです。 

ここで日本の先生が日本語をおしえてくれました。毎

日にほんごのことばとぶんぼうをいっしょうけんめい

べんきょうしています。がっこうをでてから日本でし

ごとができます。もうすぐ日本へほたてを買いに行き

ます。 

 

私の仕事はドライバーです。2011 年

11 月から日本語を勉強しました。私は

日本で働いて日本の文化を勉強したか

ったです。ホーチミンの日本語のセン

ターで勉強しました。日本で研修生で

した。日本はとても良かったです、日

本人もとてもフレンドリーです。私は

日本へまた行って会社の人に会いたい

です。 

 

発行／国際交流基金ベトナム日本文化交流センター 

監修／安藤敏毅（同センター 所長） 

     小川京子（同センター 日本語上級専門家） 

編集／森近美菜（同センター 日本語指導助手） 

     長田あさみ（同センター アジアセンター調整員） 

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

     Nguyễn Hoàng Phương Nhi（レクイドン中学校 日本語教師） 

 

わたしはチエンです。カキをつ

くります。日本のぶんかがだい

すきです。にほんじんもだいす

きで。私は日本へはたらきにい

って、いろいろけいけんやべん

きょうやれんしゅうをしたいで

す。 日本のがっこうにもうしこ

みました。まいにち 12じかんぐ

らいべんきょうしています。 

※執筆者の日本語を一部修正して掲載しています。 

 

※執筆者の日本語を一部修正して掲載しています。 

 

Phạm Chinh Chiến さん 

Hoàng Cương さん 


