First

日越の文化をよく知るプロが教える！

ベトナム人との
コミュニケーション
講座
NO!

来 越 当 初 の 洗 礼 の１つ、「ビール
に 氷 」。ベトナ ム の 一 般 家 庭 で 冷
蔵 庫 が 置 か れるようになった の は
比 較 的 最 近 で、常 温 のビールに氷
を入 れるの が 長らく「 常 識 」だった
ことに 由 来 す る。知らな いと 不 可
解 に 感じたり、腹 が 立ったりするこ
とでも、そ の 背 景 や 理 由 が わ か れ
ば 理 解 へ 一 歩 近 づける。日常 のも
どかしさや す れ 違 いを 解 消 す べく、
日越 の 文 化を知るコミュニケーショ
ンのプロに 秘 訣を教えてもらった。
特 別 講 座 、始 業！

※記事の情報は、2017年7月取材時点のもの

監修
グエン・ディン・フク

（Nguyen Dinh Phuc）
アイグローカルリソース（iGlocal
Resource）
代表取締役。10年間の
日本留学・勤務を経て、2006年に日
系会計事務所アイグローカルへ参
画。2010年より現職。ベトナム人と
日本人を部下に持ち、社内コミュニ
ケーションを常に模索している。

チャン・クアン・フイー

（Tran Quang Huy）

国際交流基金で日本に留学後、
日系
メーカー 2社で社内通訳を務める。
2004年から観 光ガイド、その後フ
リーランスの通訳に。
日系企業やセミ
ナー、政府などの通訳を幅広くこな
し、
日本人とベトナム人の仲を数多く
取り持ってきたスペシャリスト。

ベトナム人とのコミュニケーション講座

＜入門編＞1限目

アドバイス
は、
してくれたの
フクさん

あるある！ベトナムにいると
クセになってしまう不思議な習慣
始業時間に、
思わず時間を確認してしまう
時間になってもいないベトナム人
スタッフが多いんです…。

ベトナムでは学校の先生も授業に遅れ
ることがよくあります。
もともと時間厳守
の環境があまりないんです。

心構え 5箇条

「ベトナムにはよく使われる、
こんな例えがあります」とフクさん。面接会場の控室に、
ゴミが落ちている。
タイ人は、
ゴミが落ち
ていることに気付かない。中国人は、同じところに自分のゴミを一緒に捨てる。ベトナム人は、
ゴミの存在に気づいても、何も
しない。
日本人は、
ゴミを拾って捨てる。
日本人はとても良いイメージを持たれているようですが、裏を返せば「神経質で細か

断られるから、
仕事帰りの1杯に誘えない

い」など、実はちょっと変わっていると思われているのもまた事実。ベトナム人と付き合う際にどんなことに気をつけたら良い
か、
フクさんに教えてもらいました！

何度も誘ってもみんなツレナイ…！

“NO”と伝えることに対して躊躇し
ない文化なんです。嫌なわけでない
ので、落ち込まないで！

ベトナム人と付き合うときの

NO!

その一 “NO”
に怯むべからず
ベトナム人は、
“NO”
と言うことにそこまで躊躇しません。ですので、
きっぱり断ることは多いです。
「人に合
わせる」傾向はあまりなく、
日本人よりも自分の意思に忠実ということなのでしょう。私も自分の会社のスタッ
フを飲みに誘って、何回も断られていますよ。日本だったらありえないですよね（笑）
。ただ、都合さえ合えば
別の機会には快くOKしてくれるので、1度や2度のNOには怯まず、
何回でも誘ってあげましょう。

終業までには
お腹いっぱい

お菓子とか果物とか、
常に配られてくるんです！
アン

“ご飯食べた？（Ăn
コム
チュア
cơm chưa?）
”が 挨
拶になるくらい、食
事はとても大事で、
身近なものです。

日本人のコミュニケーションのとり方は、日本の社会でこそ上手く通じるものだと思います。「空気を読む」
「阿
吽の呼吸」と言う通り、互いにある一定の文化背景を共有している前提で話が進むのだと思います。ただ、
その

何も報告がないので、
頼み忘れたかと
思ってしまいます…！

自分でできる範囲のことは、自
分でやるべきだと思っています。
自分が大事だと思うポイントは
伝えますよ。

今月の誕生日は
誰だとそわそわする

急ぎの仕事は必ず、
「先にお願いね」と伝える

会社で絶対、
誕生日会やりますよね。

みんなの誕生日はみ
んなで祝いたいです。
自分の誕生日はもて
なしますし、
イベントが
好きなんです。

その二 “暗黙の了解”
は通じない

仕事を頼んだ
自分の記憶を疑う

First

いつやってくれるかが
読めません…。
急ぎだということがわ
かれば、ちゃんとやり
ますよ～。特に指定さ
れなければ、優 先 順
位の付け方は自分で
決めます。

停電が起きたのは
自分だけかと
錯覚する

ベトナム人の皆さんは、
まったく慌てないですよね…

特に南部では頻繁に停電が起
こるので、
さすがに慣れますね。

“常識”はベトナム人にとっては初めて触れるもの。「理解していない」ではなく、
「知らない」のだとゼロベースで
考えるといいでしょう。変に相手の言いたいことを察したり、自分の話を省略して曖昧にしたりせず、たくさん話し
込んだほうが良いです。

その三 積極的に声をかける
ベトナム人からのアプローチを待つのではなく、日本人のほうから積極的に声をかけていくことをおすすめ
します。もし、言語的に口頭での会話が不安なら、
メッセンジャーアプリを使ったチャットでも十分効果的。
フェイスブック
（Facebook）などの支持率がかなり高いベトナムならではかもしれませんが、
ちょっと和むスタ
ンプなどを使いながら心の距離を縮めるのが大いに有効です。女性を口説くときにはチャットが使えるのと
通じるかもしれませんね。

その四 褒めるときは人前で大胆に
褒められることが嫌いな人はいないと思いますが、ベトナム人は褒められるのがとても好きです。それが人前で周りの人たちにもわかる形であれば、
ラーム トット ラーム

なおさらです。いい仕事をしたときや大きい仕事を終えた後などには、
積極的に声をかけてあげてください。また、
「よくやった！
（Làm tốt lắm!）」
など、
簡
単な言葉で構わないので、
ベトナム語で伝えてあげると、
驚くぐらいとても喜んでくれるはずです。

ベトナム滞在中、特にベトナム人と働いて

うちに、
日本の文化習慣を用いているのです」。

いると、
「お、
おお…」と戸惑うことは星の数…。

ビジネスの場における“違和感”は、ベトナ

の考え方なのか、それともただ知らないだけな
のか。これらを理解することで、自分たちも受

とは言い過ぎでも、文化の違いを感じる場面

ムの歴史・文化・背景・商習慣の違いを知るこ

け入れやすくなり、接し方を変えられるはずで

は多々あるもの。日本人は異文化と密接に

とが、解決の第一歩。自分たちのやり方こそ

す。逆に、日本人は神経が細やかゆえに「考

その五 日本人の時間の概念は特殊だと思え

触れることの少ない環境で育つことが一般的

正しいという“思いこみ”が一因となっている

え過ぎ」と言われることが多いようです。そん

「その二」に通じますが、ベトナム人は時間を守ることが
“常識”だと思っていない人も多いです。そこの意識が違うことを理解したほうが早いでしょう。

だからか、
“自分の文化＝常識”
と考えがちな

場合もありそうなので、いったん白紙にして見

なに気を遣い過ぎず、
どんどん会話を交わして

日本人の時間感覚は、日本的な教育や背景で育まれてきたものなのです。まずは、日本人の時間の感覚がどういったものなのか、なぜ守る必要が

傾向にあるようで、
フイーさんいわく
「無意識の

直してみてはいかがでしょうか。ベトナム固有

いくことが大切です。

あるのかを、
注意したり根気よく話したりしながら、
伝えていくべきだと思います。

ベトナム人とのコミュニケーション講座

＜入門編＞2限目
こんなとき、どうしたらいい？

シチュエーション別

Q &A

アドバイス
は、
してくれたの
ん
さ
ー
イ
フ

Q
A

Q
A

自己紹介＋相手への質問でOK
自己紹介に加え、相手のことも聞いてあげると、「あなたに関心がありますよ」と伝わります。
このアピールが最も大切。あ
シン

チャーオ

いさつ言葉「Xin chào」もどんどん使いましょう。
このフレーズは実はカタく聞こえるので、ベトナム人同士で使うことはま

基本的な心構えをおさえたら、実際に使っていきましょう。日常によくある悩ましい具体的な８場面を例に、良いコミュニケー
ションのとり方についてフイーさんが伝授します。
「お、
この日本人やるな」と思ってもらえる第一歩はここからです！

Q
A

入社したタイミングなどで、初めて声をかけるとき、
どんな話をするのがいいですか？

チャーオ

れですが、気持ちは十分伝わりますし、笑顔なら親しみを持ってくれます。慣れてきたら、相手の年齢によって、「Chào
チ

アイン

エム

Chị!（同じもしくは上の女性）/ Anh（同じもしくは上の男性）/ Em（年下）
」と呼び方を変えると、
より喜んでくれるで

しょう。出社と退社、両方のあいさつで使えますよ。

朝、エレベーターで同僚のベトナム人と一緒になりました。
声はかけたほうがいいと思うのですが、どんな話をするべきでしょうか？
家族の話をしてオープンマインドをアピール
一緒に乗り合わせても誰も何も話さず、居心地の悪い静けさが流れることは避けた
いもの。誰でも知っていそうな話題性のあるニュースなどでもいいですが、家族の話
をするのがおすすめです。
「子どもはいくつ？」
「大学は受かった？」
「結婚した奥さん、
どんな人？」など相手の家族について聞くほか、
自分の家族の話をしてもいいです。ベ
トナム人にとって、
日本人は壁を作っているように見える人が多いため、少しプライ
ベートな話をしてあげたほうが、親しみやすさを感じてくれます。

頼んだ仕事がどうなってい
るかが心配。大丈夫か尋ね
ても、ただ「大丈夫」と言い
ます。どんな風に確認すべ
きでしょうか？
主体性を持たせ、
自分で考えさせながら、
手助けを
「これをやって」と一方的に伝えるの
ではなく、「これ、
できる？ どこまで
できるかな？ いつまでに？」と、主体
性を持たせながら一緒にプロセスを
決定していきましょう。本人に考えて
もらった上で「大丈夫」と言うなら様
子を見て、問題があるなら、「ここは
これで大丈夫」「この進め方だと、
こ
うなるから危ないんじゃない？」と、
ポ
イントを的確にアドバイスしてあげる
ことが大切です。確認のつもりが、責
めるような雰囲気になるのは逆効果
なので気をつけて。

Q
A

My Family

何回注意しても、遅刻します。
本人の意思で改善してもらう
には、どう伝えるのが効果的
でしょうか？
小さなタスクで時間感覚の
定着を図る
遅刻によって最終的に本人がどれだけ損をするの
かを理解してもらうのが良いですが、計画性を訓練
してもいいと思います。例えば、
お店の予約を頼み、
要所要所で手助けをする。
「車は何台必要？ 予約
はしなくて平気？」「普通なら20分で着くけれど、
そ
の時間帯だと道が混んでいないかな？」など、計画
性を少しずつ定着させていくのは効果的でしょう。
みんなの前で軽く注意することや、
ときには罰則も
有効ですが、注意はあくまで軽く。人前で強く叱るの
は逆効果です。

Q
A

Q
A

失敗してしまったときや、身
内の不幸などデリケートな
問題が起こったとき、どんな
風 に 声をか け たらい い で
しょうか？
あとでこっそりと声をかけ
てあげて
失敗を励ましたいときは、他にも人が
いる前で何か伝えるより、
「ちょっと時
間ある？ 話したいことがあるんだけ
ど」といった感じで、陰でさらっと声を
かけてあげたほうがいいです。不幸
があったときも、2人のときに話をす
るほうがベター。デリケートな話題で
はありますが、声はかけてあげてください。
「こん
な寂しがっているあなたは見たくないよ」と、何か
ちょっとした品を一緒に渡してあげてもいいと思
います。

ベトナム語の発音が
難しくて、全然通じなくて
恥ずかしいです。
カタコトでも大丈夫
仕事の上では難しいですが、
コミュニケーションを
図るための会話なら、
カタコトでもいいので、ベト
ナム語で話しかけたほうが絶対により喜ばれます。
間違った発音でも、多少おかしいところがあって
も、
日本人がベトナム語を話すというのは、思いの
ほかベトナム人には好印象に映るものです。
「あ
なたたちの文化に興味がありますよ」というア
ピールとして最高ですし、ベトナム人もそれを受
け取ると、
とても嬉しいです。

Q
A

Q
A

注意したいことがある場合、
どうするのが効果的ですか？
個室に呼んで、1対1で
ベトナム人に対して、人前で目立つ形で叱るの
は絶対にやめましょう。そういった叱り方に関し
て、
日本人はよく「期待しているから叱ったんだ
よ」と言いますが、それはベトナム人には理解
しがたい感情です。叱られた本人はもちろん、
周りのベトナム人もあまり良いイメージを抱き
ません。個室に呼ぶと、
自分のメンツを守ってく
れたというメッセージが伝わるので、個室で1
対1できちんと話すのがベストです。

誘いをさりげなく断ってい
るつもりなのですが、通じ
ていない気がします。
もう少し強い意思表示をし
てOK
ベトナム人は、
「欧米人ほどストレートで
はないけれど、
日本人ほどシャイではな
い」ものです。
「ちょっと今日は…」と濁
すような曖昧な表現は伝わらないので、
通常の感覚よりも、
もう少しはっきりと
伝えたほうがいいです。例えば、食事に
誘われて食べたいものを聞かれた場合、
「なんでもいい」ではなく何か希望を伝
えて。ベトナム人も無理にその期待に
応えようとするわけではないので、
そこ
まで気を遣い過ぎずに自分の意思表現
をしたほうが、結果上手くいきます。

ベトナム人とのコミュニケーション講座

交渉時の心構え

＜実践編＞3限目
ちょっと心がけるだけで、与える印象が変わる！

仕 事では、会 議での主 張や交 渉 事は不 可 避。より伝わりやすく円滑

にこにこと 穏 やかな 笑 顔
で話すと、親しみを持たれ
やすいもの。特に日本人の
男性は笑顔が苦手な人も
多いので意識してみて。

笑顔

距 離 の 縮まる話し方

に進めるために、次の2つのポイントを意識しておきましょう。

目を合わせて
ずっと見つめ続ける必要はありませんが、
目
を合わせながら話すと「きちんと自分の話を
聞いてくれている」と思ってくれます。

① 遠回しな
言い方をしない
② 自分が妥協
できない点を
はっきりさせておく

大きな声で
話す

そこまで大音量でなくとも、少し
張り 上 げるだけでOK。早口や、
もごもごとした話し方にならない
ようにも気をつけて。

特に男性同士の場合、肩を叩くなどのス
キンシップをすると、緊張感を解きやすい
ので、褒めるときなどにもぜひ。

気を遣って遠まわしに言うと
伝わりません

原 因 の 上 位に食い込 みそうな日本と異なり、
家族の優先順位が断トツなのははっきりして

いるのです。また、気が合わない上司や同僚

と付き合いで飲みに行く、
といったことはしま

喜んでもらえる
日本からのお土産は？

はちょっと問題があると思っていてね……」と遠回しな言い方をする必要
はありません。ストレートに言いましょう。ビジネスの場では、相手を気遣う
気持ちが過剰だと逆にわかりにくく、
伝わりません。

これだけはしてほしいと
明言するのも1つの策です

らも対等に接してくれると感じさせる上司はベ
トナム人に好かれる、
とのこと。

「基本的に違いはないでしょう」。さらに、フ

よりも、無愛想だが落ち着きと冷静さを示した

スキンシップに関しては、喫煙者の場合、一

自分の意図が上手く伝わらないのは、
自分の中の希望や意見がはっき

イーさんからの助言として、
「自分の仕事上の

ほうが仕事上、信頼してもらいやすいかもしれ

緒にたばこを吸う
“タバコミュニケーション”
も有

りしていないからか、明言していないから。あまり警戒せず、ここだけは譲

立場によって変える必要もあります」。親近

ないですよ」。

効。1本のタバコを吸い合う人もいるそうです。

れないという最低ラインを提示し、手の内を明かすことも大切です。明示

聞きますよ」という姿勢が伝わることです。

家 族、
どっちが大 事なの!?」が、夫 婦 喧 嘩 の

社内会議でも同様ですが、相手のウイークポイントを指摘したいときに、

になると、
威厳も示せたほうがいいそう。
「笑顔

いが、厳しいときには厳しくし、威厳がありなが

するのは 家 族と過ごす 時 間 です。
「 仕 事と

「あなたもよく頑張ってくれていて、
それはわかるんだけれども、
ただ、
この点

ピールすることが重要ですが、
さらに上の立場

何よりも大切なのは「あなたの話をきちんと

いことに時 間を使う傾 向があり、最も大 切に

せんが、居 心 地 のいい仲 間たちと飲 みに行

日本人とベトナム人にとって、感じ良いとさ

部下たちとの距離がすごく近いわけではな

ベトナム人は、“付き合い”で終業後の時

間を過ごすことはせず、純 粋に自分のやりた

くことはよくあります。

れる話し方に関しては、
フクさんもフイーさんも

笑顔でスキンシップもとり、親しみやすさをア

ちょっとひと息！
ベトナム人は何が好き？
気になるアフター 5
ベトナム人はどう過ごしてる？

軽く
スキンシップ

感を持ってもらったほうがよい現場監督などは、

＜休憩時間＞

せずに、曖昧な伝え方に始終する日本人は多いです。

男性向けなら、酒好きには日本酒、愛煙家

には日 本 製タバコがおす す め。ベトナムで

売ってないビールなどを贈ると話のネタにも

なります。日本のスーパーで売られている地

ビールなども良いでしょう。女 性 の 場 合は、
日本 的なことにこだわるより、美味しいチョコ

レートやケーキなど実 利 重 視で。日本 製であ

ることは大事でも、文 化的なきな粉やお茶は
好き嫌いが分かれるためです。

ベトナム人とのコミュニケーション講座

＜実践編＞4限目

シン

クワー

可愛い！「Xinh quá!」

ネタ＆ベトナ ム 語
フレーズ 大 集 合

日本語の「可愛い」とほぼ同じように使っ
てOKなので、
とても便利。人に使っても、
か
ばんや服、アクセサリーなどの物に対して
使っても大丈夫。

外見について褒めたい
仕事が上手くいったときに
褒めたい

ハイ

バー

誕生日おめでとう！

すぐに
使える！

カタコトでも自分の国の言葉で「ありがとう」といってもらえると、
やっぱり嬉しいもの。言葉でのコミュニケーションは、意外なほど距
離を縮めてくれます。間違ってもいいので、覚えておくと便利なフレーズ、ベトナム人が喜んでくれるネタを、積極的にどんどん使っ
ていきましょう。

モッ

男性を褒める

ヨー

Một, hai, ba, dzoooooo!

仕事を失敗して落ち込んで
いるときに励ましたい

バン ラー モット グオイ

女性が褒めるならば、「Bạn là 1 người

ダーン

ティン

カイ

đáng tin cậy!」（頼りになりますね！）と。
デップ チャーイ

「Đẹp trai !」
（イケメン！）は大定番。男性か
バン

ザット

ターオ

ヴァット

ナイ

ホップ

ムン

ニェー

シン

シン

（誕生日おめでとう）
と、「Sinh
nhật nhé!」
ニャット

ヴイ ヴェー ニェー

nhật vui vẻ nhé!」
（良い誕生日を！）
。ひと

（仕
ら褒めるならば、
「Bạn rất tháo vát!」

言伝えるだけでとても喜んでくれるので、
ど

事が早くて、
できるね！）
や「Chu đáo!（仕事

んどん使って。

チュー ダーオ

が丁寧だね）
など、仕事に関してがおすすめ。

冠婚葬祭には気遣いを

体調が心配

トック

チュック

よく使われるのは、「Chúc mừng sinh

ニャット

ネー

「Tóc này hợp nè!」（その髪型、似合う
マック

ドー

ナイ

ニン

デップ

ネー

ね！）。
「Mặc đồ này nhìn đẹp nè!」（服
装が素敵だね）
は、
かっこいいね、
キレイだね
という意味も含み、服装を褒めるときに使え
部 下を褒めるときにおすすめなのは、

ゾーイ

ラーム

トット ラーム

ベトナムでは定番の乾杯の音頭。飲み

（上手い！）
、「Làm tốt lắm!」
（よく
「Giỏi!」

ニケーションはベトナムでも重要とされる。

できたね！）
。
「Xử lý nhanh ha!」（仕事が

女性は子どもの世話や夕食の準備など家

早いね！）
も、
レパートリーに加えて。

庭の事情もあるので、1週間ほど前から計

スー リー

ニャイン

ハー

画して参加できるようにしてあげよう。
ウオン

ドゥオック ズゥー タ

乾杯のあとには、
「Uống được dữ ta!」
のフレーズで、笑いを誘おう。
「よく飲むね」

仕事を頼むときに
鼓舞したい

「たくさん飲めるね」といった意味で、男性
にも女性にも使える。

カラオケで歌ったらウケる！

トゥア

ケーオ

ナイ

ター

バイ

ケーオ

ハック

「Thua keo này ta bày keo khác!」は、
「次はもっと上手くできるよ」という意味のこ
とわざで、
日本人が使ったらかっこいい。同
ドゥン

ブオン

僚に声をかけるときには、「Đừng buồn
ニェー

コー

ガン

オー ラン

サウ

nhé! Cố gắng ở lần sau!」
（落ち込まない
で。次、頑張って！）
もいい。

カーイ トゥーイ ナイ

モ ーイ ハー

る。女 性 に は、「Cái túi này mới hả?
ニン

ザット

ホップ

Nhìn rất hợp!」（このかばんは新しいの？
可愛いね）なども。ベトナム語で言うのは難
しいかもしれないが、話題として持ち物を褒
アーオ

ナイ

めることは常套手段。男性には、「Áo này
ザット ホップ ヴォーイ

バン

rất hợp với bạn!」（このシャツが似合う
ね！）
など。

相手の体調が万全でもそうでなくても気
コー

ジウ

ジン

スック

ホエー

ニェー

（自分の健康を頑
giữ gìn sức khỏe nhé!」
張って保ってくださいね）
。風邪など、体調の
チュック

バン

マウ

回 復を願うときには、「Chúc bạn mau
コーイ

ベイン

khỏi bệnh!」
（病気が早く治るといいね）や、
モン

バン

マウ

ホエー

（早く良くなりま
「Mong bạn mau khỏe!」

葬式や結婚式、村の祭りなどに対する気
遣いは大切。葬式だったら、少しだけでもお
金を包んだり、結婚式には顔を出すだけでも
参加したり…。100%参加しなくても、少しで
も自分たちのために時間を割いてくれたと喜
ばれる。

葬式

すように！）
。

結婚おめでとう！

女性を褒める

記念日はマスト。
男性諸君！「女性の日」は
絶対おさえて

ガン

遣うときに使えるフレーズは、「Cố gắng

日本語でもどんな風に伝えたらいいか悩
シン

ゼー

トゥオン

チュック

クワー

「Dễ thương quá!」
（可愛いね！）
。エレベー
重 要な大きな仕 事を任せるときには、
コン

ティーキー

ヴォン

ターなどで偶然一緒になったときに、「今日

オー バン

「Công ty kỳ vọng ở bạn!」
（会社も、
あな

も可愛いね」というノリで使える。女性の部

たに期待してるよ）
。ほかに、
「Trăm sự nhờ

下がいる男性陣はぜひ活用を。
「Nhìn thời

チャム

ス

ニョー

バン

bạn!」。これは「すべてはあなたにかかって
いる＝あなたが頼みの綱」という慣用句で、

ニン

同席するベトナム人に若者が多いのであ
れば、人 気 の 男 性 歌 手ソン・トゥン（Sơn

「すごくあなたに頼っていますよ！ 期待して

Tùng）の曲をチョイス。40代以上のベトナ

ますよ！」とアピールできる。日本人が言った

ム人が多いなら、『 戦車に乗った5人／ 5

ら、
「おお！」と感心されること間違いなし。

anh em trên 1 chiếc xe tăng』を歌えば、
きっと盛り上がる。

日本にはない女性のための記念日。ベト
ナムで暮らす以上、男性陣は決して忘れて

チャン

トーイ

ター

trang ta!」
（オシャレだね）
も、喜ばれる。

ムン

ニェー

基本的に使うのは「Chúc mừng nhé!

チュック

ハイ

バン

ハイン

フッ

Chúc hai bạn hạnh phúc!」。
「2人が幸
せでありますように」という意 味。ほかに
チャム

ナム

ハイン

フック

ニェー

「Trăm năm hạnh phúc nhé!」を使って
もOK。
こちらは「100年（＝末永く）
幸せであ
りますように」ということ。

チア

ブオン

むデリケートなシーン。
「Xin chia buồn
クン

バン

ヴァー ザー

ディン

cùng bạn và gia đình!」
（あなたとご家族
と一緒に、
この寂しさを感じさせてください）
は、
「お悔やみ申し上げます」
と同様の言葉。
バン

ドゥン

身内が病気のときなどには、「Bạn đừng
ブオン

クワー

ニェー

コー

ガン

レン

buồn quá nhé! Cố gắng lên!」
（あんまり
気を落とさないでくださいね）
と伝えてあげて。

はいけない。また、
ドアを開けたら後ろのレ
ディが通るまで押さえていてあげるなど、
レ
ディファーストも忘れずに。

注 意！

人それぞれの好みは
あるので気をつけて

いわゆるスラングや罵倒用語などの汚い言葉、過剰な下ネタは、ベトナムでももちろんNG。過剰な
スキンシップも。相手との距離が大切なので注意しよう。いずれも相手によって変わるので、
コミュ
ニケーションをとる1人ひとりの表情や対応にしっかり目を向けることが肝要だ。その人が喜んでく
れそうな話題を探そう。

