
国土が南北に長いベトナムは、
地域によって言葉から気候ま
でそれぞれ特徴が異なる。今
回はとりわけ違いがよく分かる

「食卓」に着目。四季のある北
部、海産物で有名な中部、食
材が豊富な南部における、各
家庭の食事時の挨拶や座り
方、メニューなどを覗いてみよう。

※記事の情報は2020年11月取材時点のものです
※店舗等の都合や現地情報により内容が異なる場合があります
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まずは茶碗にのせる。ほかの人に料理を

取り分けるときは箸頭を使う。人が料理を

取っている間は自分は取らない。料理を取

る時は袖に気を付けるなど。とはいえ近年

は徐々に緩くなっているようだ。

食事中に来客があった際は、「どうぞ一

緒に食べていってください／ Mời các bác 

xơi cơm.」と挨拶するのが普通だが、あくま

で建前なので本当に食べていかないよう

に。招かれた時は、「食事は済ませました

／ Tôi đã ăn rồi ạ.」と返すのが礼儀だ。

ベトナム北部の味付けは、甘すぎず酸っぱす

ぎず、辛すぎることもない。例えばフォーのダシや

サラダのドレッシングなどは、飽きの来ない爽やか

な風味で、素材そのものの味を生かす。食材は

鶏肉や豚肉、牛肉のほか、野菜や魚介も多く用

いられる。味のバランスはライム、唐辛子、ニン

ニク、胡椒、ネギ、酢、酸味があるウルシ科の木

サウ（Sấu）の実などで整え、ヌックマム（Nước 

Mắm）もお湯やライムなどを加えて薄味で楽しむ。

見た目は地味だが、盛り付けや皿の並べ方に

も注目しておきたい。茹で鶏肉は必ずライムの

木の葉と和え、ニンニクで炒めた料理はそのニ

ンニクを中央にのせる。スパイスやヌックマムな

ども食卓の中央に置くことが多い。

北部には長い歴史から生まれた伝統的な料

理が多く、新しい要素を入れてアレンジすること

はあまり好まれない。

「食事より挨拶／ Lời chào cao hơn mâm 

cỗ.」の考え方は、北部の家庭でしっかりと

教えられる。特にハノイ人は食事のマナー

に最も厳しい。子どもは食事の前に必ず、

「おじいちゃん、おばあちゃん、お母さん、お

父さん、ご飯を召し上がってください／ Con 

mời ông bà, bố mẹ ăn cơm.」と言わなくて

はならない。

ほかにも注意すべきことはたくさん。食

事中は箸で茶碗を鳴らしてはいけない。大

皿の料理は箸で取ったら直接口に入れず、

さっぱりとした味が特徴
料理とマナーに強いこだわり 伝統が受け継がれた食文化

昔の味を限りなくそのままで

茹で鶏肉

茹で鶏肉

ハヤトウリのツルの炒め物 つくねスープ

ライムと唐辛子入りの塩

ライムと唐辛子入りの塩

ハヤトウリのツルの炒め物

つくねスープ

夕食のメニュー例

ハノイの食卓

Thịt Gà Luộc

Thịt Gà Luộc

Ngọn Su Su Xào Canh Mọc

Gia Vị Chanh Ớt

Gia Vị Chanh Ớt

Ngọn Su Su Xào

Canh Mọc

北部
料 理

家庭のマナー

North Area

初対面はそっけない印象だけれど、実際の内面は温かく、その人を知れば知るほど面白いところがたくさん見つかる。ベトナ
ム北部の料理は、そんな人々の性格を表わすかのように、料理も見た目はシンプルだが、材料や調理方法など細かいところ
でこだわりが光る。

北部定番の料理で、旧正月テト（Tet）にも欠か
せない。丸鶏を茹でただけのシンプルな料理で、
肉はいったんカットしたうえで、鶏の頭から足ま
で順番に並べ直すのがポイント

鶏肉はこの調味塩につけていただく。塩に胡
椒やライムの木の葉、茹でた鶏の血を混ぜるこ
とが多いのは、風味豊かで甘くない北部人の
好みから

ハヤトウリは実
だけでなく、ツル
の部分もよく食
べられる。ニン
ニクで炒めるの
が一般的

シイタケに豚
肉のつくねを
詰めたスープ。
たっぷり入った
刻みネギが北
部らしい

「おばあちゃんとお母
さんはご飯を作ってく
れるので、食後の片
付けはほとんど子ど
もたちでやります」

「家族との食事は毎日のことで、私
たちにとって大切な時間です。食材
は毎回使い切り、毎食新しいものを
使うようにしています」

「厳しい食事マナー
は北部ならではです
ね。子どもにも食事
の作法はしっかりと
教えています」

1.母親は食前、全員分の茶碗
と箸を用意する。食事中は家
族全員にご飯をよそえるよう、
炊飯器の横に座る
2. 食後はお茶を楽しむ。北
部の人はお茶好きというだけ
でなく、お茶を飲んでリラック
スしながら、おしゃべりするの
が習慣なのだ

ローイ・チャーオ・カーオ・ホン・マム

モーイ・オン・ バー ・ボー ・メ・アン・   コム

コン

トイ・ダー・アン・ゾーイ・ア

モーイ・カック・バック

ソーイ・コム

コー

1. 2.



多種多様な海の幸が豊富に手に入る中部では、魚醤ヌック

マム、塩辛「マム／ Mắm」、唐辛子などを使用した辛く刺激のあ

る味付けに特徴がある。中部料理の代表格、牛肉入りピリ辛

スープ米麺「ブンボーフエ／ Bún Bò Huế」は、唐辛子を効かせ

た料理として有名だ。魚のすり身を揚げた「チャーカー／ Chả 

Cá」、「エビ塩辛／ Mắm Tôm」、「シジミの汁かけご飯／ Cơm 

Hến」などは地元住民だけでなく、観光者にも人気が高い。

一方で、1700年代にグエン（Nguyễn ／阮）朝の都として栄

えたフエでは、皇帝に献上できるようにと、庶民料理でも見た目

に美しい芸術的な盛り付けが特徴で、今に引き継がれている。

食事のルールは、北部ほどの厳

しさはないようだ。食前の挨拶「お

じいちゃん、おばあちゃん、ご飯を召

し上がってください／ Con mời ông 

bà ăn cơm.」は、言っても言わなくて

もよい。だが、祖父母が食べ始め

る前に、子どもが食べることは許さ

れない。

食事中に静かに食べるか、喋り

ながら食べるかは、家族によって違

う。料理は基本的に母親が作り、

食事後の片づけと皿洗いは子ども

が行うのが一般的だ。来客に「食

事はお済みですか？／ Anh/ Chị đã 

ăn cơm chưa?」と聞くのは気遣いか

らで、「食べました／ Tôi ăn rồi ạ.」と

返事されたら、とくに押し付けること

はしない。

食卓のマナーはあるが緩め
魚介類＆辛味が目立つ 海の幸に恵まれた地域

発酵調味料と唐辛子が料理の要

アジの唐辛子＆ニンニク入り
ヌックマムソース

アジの唐辛子＆ニンニク
入りヌックマムソース

カタクチイワシの塩辛

酸っぱいスープ

生野菜

酸っぱいスープ

カタクチイワシの塩辛

生野菜
昼食のメニュー例

ビンディン（Binh Dinh）省
の食卓

Cá Nục Sốt Nước Mắm Tỏi

Cá Nục Sốt Nước Mắm Tỏi Ớt

Mắm Cá Cơm

Canh Chua

Rau Sống

Canh Chua
Mắm Cá Cơm

Rau Sống 

中部
料 理

家庭のマナー

Central Area

台風が多いなど自然の条件が厳しい中部だからこそ、人々は忍耐強く、勤勉であり、倹約家として有名だ。中部料理では
魚介類を中心としたおかずが多く、味付けには唐辛子が欠かせない。食事中のマナーはあり、北部ほど厳密ではない。

アジやサバなど海の魚のほか、カニやイ
カ、シジミなどの海鮮料理が日常のおか
ずとして食卓にのぼる

エビ、イカ、海の魚から作った塩辛に潰
した唐辛子を加えたタレは、中部の食
卓に欠かせない

家の前に置かれた石のテーブルで食事する。テーブルがな
い家庭なら、家の床で料理を囲む

1. 旬の果物をよく食べる。5
月ならミズレンブ（Roi）、9月な
らドラゴンフルーツ（Thanh 
Long）など　 2. お茶碗にご
飯をよそうのは母親の役目。食
事中は世間話で盛り上がる

酸味は「ラーザン／ Lá Giang」という
植物の葉を使う。主に魚や鶏肉料理に
用いられる

ビンディン省は食材の豊かな南部に近
いため、北部と比べてキュウリやモヤシ
などの野菜が多く食される

メインは揚げたアジに唐辛
子とニンニク入りのソース
をかけたもの。塩辛や生野
菜など副菜がたっぷり添え
られる。なお、「スープがな
いと、ご飯が食べられない」
という人は多い

「海岸沿いの家なら
魚介が安く手に入る
ので、いつも新鮮な
シーフード料理が食
べられます」

「息子の友達が、
よく我が家に遊び
に来ます。みんな
で海で泳いだ後
にパーティーなど
を行います」

コン・モーイ・オン 

アイン・チ・ ダー

アン・コム・チュア

トイ・アン・ゾーイ・ア

バー ・アン・コム

1. 

2. 



雨季と乾季がある常夏の南部は、メコ

ン河がもたらす肥沃な土壌と水利に恵

まれ、食材の種類も量もとても豊かだ。

川魚やオクラ、ハスイモの茎、パイナップ

ル、トマト、タマリンドなどで作る「甘酸っ

ぱいスープ／ Canh Chua」や、米粉を

ココナッツジュースで溶き、ターメリックで

色付けした野菜たっぷりのお好み焼き

を、ふんだんの生野菜やハーブと食す

一般的には夕食は 17時頃から始まり、

18時頃には食べ終わる。食事の前の「い

ただきます」に当たる挨拶はなく、各自が自

由に食べ始める。

食事中に料理を皿から取るのも自由で、

他の人と同時に箸を伸ばしても失礼にあた

らない。誰かに料理を取り分ける際も、自

分の箸をそのまま使う人が多い。食事中に

静かに食べる北部に対し、南部ではおしゃ

べりに花を咲かせる。食後は、果物などを

つまみながら家族そろって会話を楽しむ。

来客は丁寧かつ熱心にもてなし、「よかっ

たら一緒にご飯を食べていってくださいね

／Anh/chị ăn cơm chung cho vui.」と心か

ら招待するため、断られると非常に残念が

り、「料理が口に合わないのかしら」と感じ

る人もいる。　

マナーよりも食欲が大事！
甘辛く濃い目の味

多くの文化が交差する土地
野菜たっぷりの料理が充実

ゴーヤの肉詰めスープ

ゴーヤの
肉詰めスープ

豚の土鍋煮

生野菜

刻み唐辛子入り
ヌックマム

豚の土鍋煮

生野菜

刻み唐辛子入りヌックマム
夕食のメニュー例

アンザン（An Giang）省の
食卓

Canh Khổ Qua Dồn Thịt

Canh Khổ Qua 
Dồn Thịt

Thịt Kho Tộ

Rau Sống

Nước Mắm Ớt

Thịt Kho Tộ

Rau Sống 

Nước Mắm Ớt

南部
料 理

家庭のマナー

South Area

肥沃なメコンデルタの恩恵を受ける南部は、木々がたわわに実をつけ、川では魚やエビが獲れ、コメは年に数回収穫できる。
生活にゆとりがあるからか、人々は情熱的でおおらかで、思ったことをすぐ口にし、周りを気にせず大きな声で喋る。日常生活
でルールや礼儀などを重んじる人は少なく、何事も自由なスタイルが好まれる。

ゴーヤなどの苦い野菜
は豊富なビタミンCが免
疫力を強め、夏バテの
防止になる

ヌックマッムと砂糖の甘
からい味が肉にしっかり
と染み込むよう、土鍋が
よく使われる

シカクマメ（Đậu  Rồng）
とキュウリ、香草など、野
菜を生のまま食べる習
慣がある

タレと料理の組み合わ
せにおいて、塩味・甘味・
辛み・苦み・旨みのバラ
ンスが大切

食事を載せたトレーを囲むように、家族全
員があぐらをかいて座り、床の上で食事を
する

家族1人ひとりの好みをよく知る母親が、
ご飯をよそう係だ

ご飯が進む濃い味の主菜、汁物、副菜が揃う。
ボリュームたっぷりで具だくさんだ

「アセロラやスイカ、ミカ
ンなどの果物は、食後の
歯をきれいにするため、よ
く食べさせています」

「食事の前の挨拶やマナーなんて必
要ないですよ。毎日、みんなで家族の
食卓の温かみを感じることの方が大切
だと思います」

「命日／ Dam Gio」などの
特別な日には、お年寄りから
子どもまで親族が30人以
上集まるので、女性は一生
懸命に料理を準備します」

「バインセオ／ Bánh Xèo」などの名

物料理のように、食材を惜しげなく

使った料理が多い。

歴史的、地理的には外国の影響

も受け、中国由来の「卵入り豚の角

煮／ Thịt Kho Trứng」、フランスから

は米粉入りパン「バインミー／ Bánh 

Mì」などの料理がある。全体的に甘

めの味わいなのは、パームシュガーな

どの砂糖やココナッツジュース、ココ

ナッツミルクなどがタイやカンボジアか

ら伝わったためだ。

魚醤ヌックマッムは、コクのある南

部の料理に欠かせない。ヌックマム

に砂糖、ライムの絞り汁、酢、唐辛子、

ニンニク、水などを混ぜ合わせたタレ

「ヌックチャム／ Nước Chấm」のおい

しさが、味の決め手にもなる。

アイン・ チ ・アン ・コ ム・チュン・チョー・ヴ ーイ



ベトナム各地の家庭料理
実際にその違いを味わおう

食事マナーに関することわざ 同じなのに、全然違う！  
モノの名前

用いられる食材や調理の仕方、店内の雰囲気から、おもてなしまで、各家庭
でこだわりが違うように、一口に「家庭料理」と言っても、特徴は様々。誰かの
家に招かれたような感覚を味わえる店を訪れてみよう。

おすすめ
レストラン

往時のベトナム家庭の風情

母の味が恋しくなった人へ

目でも楽しむ家庭料理

素材から盛り付けまで丁寧に

ベジタリアン家庭料理が充実

光が溢れ、  こぢんまりとした店内

鍋を見て食べ、周りを見て座る

実を食べて、植えた人を思う 

ニガウリ

お玉

トウモロコシ

カップ

ピーナッツ

茶碗

キャッサバ

スプーン

自然に囲まれた異空間

タムヴィ

ヘムリビング

クアンブイオリジナル

エスエイチガーデン　

ロージーガーデン　

ソイコム

タムニャンクアン

HANOI

HCMC

Tam Vi　

Hem Living

Quán Bui Original∙

SH Garden

Rosie Garden

Xoi Com

Ăn trông nồi, ngồi trông hướng

Mướp Đắng

Cái Môi／Cái Muôi　

Ngô

Cái Tách　

Lạc

Cái Bát　

Củ Sắn　

Cái Thìa　

Mướp Đắng　

Cái Vá 　

Cái Vá 　

Bắp

Cái Ly　

Cái Ly　

Đậu Phụng　

Cái Chén　

Cái Chén　

Củ Sắn

Cái Muỗng　

Cái Muỗng　

Khổ Qua　 Bắp Đậu Phộng　 Khoai Mì　

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

アン・チョン・ノーイ、ゴーイ・チョン・フオン

ムオップダン

カーイモーイ／カーイムオイ

ゴー

カーイタック

ラック

カーイバット

クーサーン

カーイティア

ムオップダン

カーイヴァ―

カーイヴァ―

カーイリー

ダウフン

カーイチェーン

クーサーン

カーイムオン

カーイムオン

ホークアー
バップ

バップ

カーイリー

ダウフォン

カーイチェーン

ホアイミー

北

北

北

北

北

北

北

北

中

中

中

中

中

中

中

中

南

南

南

南

南

南

南

南

アン・クアー・ニョー・ケー・チョン・カイ

Tam Nhan Quan

HUE

4B Yen The St., Ba Dinh Dist., Hanoi
 093 712 8999　10:00 ～ 22:00 
 21:30  @nhahangtamvi

 1 Tran Thuc Nhan St., Vinh Ninh Ward, 
Hue  090 644 5604 / 079 212 9696 
 9:00 ～ 14:00 12:30  Hem Living

 19 Ngo Van Nam St., Dist. 1 
 (028) 3829 1515 
 7:00 ～ 23:00 22:30 

 @quanbuirestaurant  
※ほか市内に3店舗

 26 Dong Khoi St., Dist. 1 
 (028) 6659 6622 11:00～
22:00 21:30  @shgardenhcm
https://shgarden.com.vn 
※ほか市内に1店舗

 17/27 Le Thanh Ton St., Dist. 1 
 085 692 7349  10:00～15:00 
/ 17:00 ～ 23:00 22:30

 Rosie garden

107, Ngo 36 Lang Ha St., Dong Da Dist., Hanoi 
 086 681 0736 11:00～13:30  / 18:00～
20:30  要問い合わせ  @tiemanxoicom

161 Han Mac Tu St., Vy Da Ward, Hue 
 082 810 0877  10:00～14:00 / 16:30～
20:0019:30  @tamnhanquan135tranphu

　ハノイを含む北部がトンキン（Dong Kinh ／東京、Le Tonkin）
と呼ばれた時代から、ベトナム料理はフランス料理の影響を受け始
めた。そんな当時の一般家庭をイメージした内装と料理で、タイムス
リップしたような気分に浸れる。全７品の「ナムフォンセット／ Mam 
Com Nam Phong」（4～5人前93万VND）が人気で、「エビとザ
ボンの和え物／ Nom Tom Buoi」などが味わえる。

　料理を作る時間がなく「母の手料理が恋しい！」と悩む人に訪れてほ
しい、という店主の思いが込められた店。緑豊かで静かな店内で味わ
えるのは、フエの家庭料理。看板メニューは「2人用セット／ Mam 
Com Hai Nguoi」（５万VND ～）で、「豚肉とアキアミ塩辛のレモング
ラス煮／ Thit Kho Ruoc Sa」や「空心菜のごま油和え／ Rau 
Muong Tron Dau Me」、モヤシとベトナム白ナスの漬物が付く。

　料理から食器、インテリアに至るまで、1960年
代のサイゴンを細部まで再現した情緒ある空間。
各地の地元そのまま味を楽しんでもらうため、北・
中・南部の料理を、それぞれのエリア出身の熟練
シェフたちが手掛けるこだわりようだ。「カボチャの
ニ ン ニ ク 炒 め ／ Bong Bi Xao Toi」8万
9000VND、「エビと豚肉入りハスの茎サラダ／
Goi Ngo Sen Tom Thit」13万9000VNDなど。
宅配も可能。

　ベトナム各地で何世代にもわたって受け継が
れてきた多様な料理を楽しめる。ダラットの自家
菜園で育てた有機食材を使い、素材の味を引
き出す調理や味付けにも徹底的にこだわりを見
せる。「ヨシエビのバインセオ／ Banh Xeo 
Tom Dat 」（19万5000VND）や、「チャーカーラ
ヴォン／Cha Ca La Vong」（33万5000VND）
などは、地酒と共に味わおう。

　レタントン通りの路地エリアにあり、こぢんまりと
した南部らしい家庭料理の店で、ベジタリアン向
けの料理が充実している。「バインセオロージー
／ Banh Xeo Rosie 」15万9000VND、「豆
腐とキノコの煮付けごはん／ Com Dau Hu 
Kho Nam Rom」４万9000VND、「ベジタリア
ン向け炒め春 雨 ／ Mien Xao Chay」４万
9000VNDなど。

誰かと食事をするときは、他の人の分まで食べ
てしまわないように配慮を促す言葉。食事以
外のあらゆる場面においても、適切な時にふさ
わしい場所に座り、年配者には便利な場所を
譲るべきというアドバイスも含まれている。

おいしい果実を食べた時は、育てた人に感謝す
るのと同様に、何か良いことがあった時は、感謝
の気持ちを持つよう諭す言葉。結果に至るまで
の流れは決して単純ではなく、人々が努力を重
ねたことを知るべきという教え。

ベトナム料理は、食材や調理法などが多様である
だけでなく、呼び方も地域で異なる。中部が北部寄
りだったり、南部に近かったりすることも、地理的な
影響がうかがえる。

　1900年代のデザインの家具をあしらった静かな店内で、10年以
上の経験を持つ料理長が家庭の味を提供。いつでも新しい料理に
出会えるように、メニューは日替わり。ハノイの家庭料理の定番「揚げ
豆腐のトマトソース／ Dau Phu Sot Ca Chua」（3万5000VND）
や、大ぶりの「ハノイ風揚げ春巻き／ Nem Ran Ha Noi」（6万
VND）などが揃い、素朴でどこか懐かしい味が人気の秘密だ。

　魚が泳ぐ池や、植物に覆われた屋根があり、まるで秘密基地に来
たかのような雰囲気。中部の郷土の味をあくまで忠実に表現し、栄
養バランスにも配慮している。6品の料理を少しずつ味わえる「3人
用セット／ Com Met Ba Nguoi」（6万VND ～）が好評。「茹で豚
肉とエビ塩辛／ Thit Luoc Mam Tom」（2万5000VND）などの
単品メニューも充実し、宅配もしてくれる。

2～3人前のセットもあり、
少人数での接待にも利用できる

鮮度の高い素材を使い、
栄養バランスにも配慮している

煮物、炒め野菜、
汁物、白米、を含
む6～8品のセッ
トは29万～69万
VNDで大人数で
楽しめる

北 部らし い 料 理
「ハノイ風タニシ鍋
／ Lau Oc Nau 
Rieu Ha Noi」（4人
前53万5000VND）
が人気

「ベジタリアン向け
タイ風スープ米麺
／Bun Thai Chay」

（8 万 9000VND）
は、ランチなら6万
1000VNDで 提 供
し、菊茶付き

しゃもじ代わりに細長い木製のヘラ「長子の箸／
Dua Ca」を用意

6品セットには、主菜2品、副菜2品、汁物、白米が
含まれる


