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ベトナム人材市場から独自のニュースを毎月お届け！！ 
 

HR-Link 

 

日本のベトナム人留学生：国別 2位へ 
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日本学生支援機構（JASCO）によると 2017 年 5 月 1 日時点での日本にお

けるベトナム人留学生は 6 万１６７１人で前年度と比べて 7864 人増加した

と発表した。ベトナム人留学生は全留学生の 23，1％を占めており、1 位中国

40，2％についで第 2位につけている。 

 

また、日本語教育機関が前年度の 2 万５２28 人から２万６１２８人へと増

加し、日本語教育機関数でも国別で第２位となっている。 

２０１７年度の留学生総数は２６万７０４２人で、アジア地域からの留学

生が全体の９３，３％、欧州、北米地域と続いている。出身国別でみる数の順

位では１位の中国、２位べトナム、３位以下はネパール、韓国、台湾と続く。 

 

 

新暦正月３連休の交通事故１２４件 

 
 国家交通安全委員会によると今年の正月３連休期間の交通事故件数は１

２４件でうち６７人が死亡したと発表した。ベトナムでは旧正月のテト休暇を前

に交通モラルの啓発に努めているが、毎年テト休み期間中は交通事故が多発し

ており、その前段階である新暦の正月でも交通違反者による取り締まりを強化し

ていた。 

 

旧正月期間中に発生する交通事故で多い原因が飲酒運転で、毎年その自

己には多くの死亡事故が発生している。近年ベトナムでは飲酒運転の取り締ま

りを強化する動きがあるが、依然として飲酒運転者の数は多い状況で、今後も

粘り強く啓発をしていく必要があると述べている。 
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とした振る舞いは「従来のミスとは格別」と

の称賛を得られ、ミスユニバースに選出され

た。 

ニエさんは今後ベトナム代表として世界の

ミスユニバース大会に出場予定で、ベトナ

ム社会からも大きな関心を集めている。 

ミスユニバースの賞金は約 100 万円でそ

の他 1350万円相当の冠が授与される。 

[Vnexpress, 6/1/2018] 

カインホア省、ニャチャン市で 6日開かれたベ

トナムミスユニバースでは、初めてとなる少数

民族出身の女性が選ばれた。 

全国各地から集まった 42 名の美女たちは

アオザイ、ビキニ、イブニングドレスなどでトップ

の座を競ったが、その中でもトップになったエデ

族出身のヘン・ニエさん（26 歳）は際立っ

ていた。 

貿易短期大学を卒業後、フリーランスのモデ

ルとして活動しているニエさんは身長 172

㎝、スリーサイズ 84．60．93．といった容

姿で、ショートヘアに褐色の肌から出る堂々

密輸業者を摘発；カモフ

ラージュに用いたのはマネ

キン！？ 

昨年 12 月クアンチ省を通る国道 9 号線

で交通警察が 1 台のバスを停めて検査を

おこなったところ、車内から多数の密輸品と

乗客に見立てた複数のマネキンを発見した

という。 

バスの運転手含めて 4 人が乗車しており、

調べでは警察の目をかいくぐるためにカモフ

ラージュとしてマネキンを同乗させていたよう

だ。発見された密輸品は輸入酒 1093

本、輸入ビール 1632 本、タバコ 1790

箱で総額 250万円相当にのぼる。 

4 人は北部ハイフォン市在住で、商品の出

所を証明する書類を提示することができな

かった。4 人はこれらの密輸品をクアンチ省

からハイフォン市へ輸送し販売するつもり

だったと供述している。 

交通警察部ではマネキンを使ったこのよう

な手口は初めてで、密輸品の量や輸送距

離の長さなど大胆な犯行だと述べている。 

 

 初めてその国で生活するときに、ちゃんとその国に順応できるかは誰でも多かれ少なかれ気

になるところかと思います。本人がその国の習慣を受け入れる気持ちがあるかどうかも大切で

すが、どれだけその気持ちがあってもどうしても馴染めないということもあるわけでして、これは個

人差に依るところが大きいぶん、中々一概には言えないところが難しいところです。 

 ところで人間が異文化に順応するプロセスをある心理学者が 4 つの段階に分けて説明して

います。今回はその理論をご紹介しますので参考にしてください。＊期の呼び方は多種有り 

ステージ 1：ハネムーン期 

高揚期ともいわれますが、これは見るもの全てが初めてで非常に刺激のある時期です。この

時点では好奇心旺盛な方は多くのことを面白いと感じることができ、ワクワク感をもって生活す

ることができます。 

ステージ２：カルチャーショック期 

高揚感が落ち着くと今度はこれまでの自分の常識で受け付けない部分が目に入るようになっ

てきます。ここの度合いがどのぐらいかが今後の生活を左右するところですが、ある程度の時間

経過に伴ってこのショック度合いが緩和されてくるようです。 

ステージ３：傍観期 

カルチャーショックにある程度浸され続けることで、外国だからこんなものかと受け入れられるよ

うになってきます。これはある意味自己防衛システムの一つで、強いストレスから身体を守るた

めに脳がそう指令を出しているのかもしれません。 

ステージ 4：適応期 

異文化を自分の感覚として受け入れ、始めのような抵抗感を全く感じなくなる状態になりま

す。これにより初めてその国の文化に馴染んだという言い方がされます。 

 人間は異文化の中へ飛び込んだ時、この 4 つのステージを繰り返すと言われています。始

めはこの 4 つのステージの波が激しいですが、繰り返すうちに徐々にその波が穏やかになり、や

がて完全に適応するといった感じだそうです。ただし完全な適応というのは恐らく数年レベルで

は到達できないでしょう。個人的にはステージ 2でどこまで踏ん張れるかが海外生活の成功へ

のカギかと思います。 
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ベトナムに来るほとんどの方は空路だと思いますが、その玄関口となる空港を今回はご紹介し

ます。ベトナムはハノイ、ホーチミンともにそれほど大きな空港ではないので迷うことはあまりない

かもしれませんが、それでも旅慣れていない方やベトナムが初めての方の場合、何かと迷うか

もしれません。本日はハノイのノイバイ空港を例にベトナム入国から空港を出るまでをご説明

します。 

 

①入国審査 

まずは飛行機を降りたらひたすら入国審査の方面へ進みましょう。入国審査のレーンでは

「nước ngoài/foreigner」のレーンになります。反対側にビザを申請するカウンターがありますが

アライバルビザなどの取得予定がない限りは気にする必要はありません。入国時にはビザをもっ

ていれば特に質問されることはありませんので、そのままスタンプが押されるのを待ちましょう。因

みにベトナムではアライバルカードも不要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②手荷物受取 

入国審査を終えて進むと、すぐ下が手荷物受取場になっています。自分の便名が書いてある

レーンを確認して荷物が出てくるのを待ちましょう。案外時間がかかるので、急いで入国審査

を済ませる必要もありません。 

 

街角便り 

 

ベトナムの空港使い：ノイバイ空港編（ハノイ） 

ハノイに登場した新しいカ

フェ：接客はロボット！？ 

 

ハノイでロボットが店員というカフェが話題を呼ん

でいる。店員としてロボットがサービスを提供する

というのは世界でも試みられているが、ベトナムで

はまだまだ真新しく、多くの人から注目を浴びて

いる。 

 

このロボットはベトナムで生まれた「モルタ」とい

う名前で、身長 1，3ｍほど。自分で注文を

とったり運んだりすることができ、「どうぞ」などと

いったシンプルな言葉を発することができる。ま

た進行先に障害物があった際には自分でよけ

て通ることも可能だ。 

 

人間の店員がモルタが持つトレーの上に注文

された商品を載せ、テーブルの番号を伝えると

自動的に選択されたテーブルの方へ商品を

持っていくという仕組みとなっている。また商品

を渡した後は自ら所定の位置へ戻っていく。 

 

モルタを作ったエンジニアのタインさんによると、

連続で 15 時間の動作が可能で、充電には

6～8 時間ほどかかるという。試運転ではかな

りの試行錯誤をしたようで、障害物を感知す

るセンサーなどが特に苦労したとのことだ。 

 

1 体当たり約 50 万円ほどの製作費がかかっ

たが、もし数 10～100 台あたりまで制作す

れば 1 台あたり 15 万円ぐらいまでコストを下

げることができるようで、商品登録も既にすま

せているという。モルタが 1 台いると、通常のカ

フェでスタッフを 20～30％ほど削減することが

できるとされている。                         
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今月の一品 

 

本ニュースレターに関するご要望、ご意見、その他弊社人材に関するお問い合わせ

は左記の連絡先または info@hr-link.jpまでお願いいたします。 

HR-Link.Vietnam 

15Fl., TTC Bldg., 19 Duy Tan 

St., Dich Vong Hau Ward, Cau 

Day Dist., Hanoi (ハノイ本社) 

 

553 Xo Viet Nghe Tinh, Binh 

Thanh District, Hochiminh City  

（ホーチミンオフィス） 

 

東京都中央区日本橋箱崎町

32-3 11F 日本 HR リンク株式

会社  （日本拠点） 
 

Tel: (84-24) 3795-7037（ハノイ） 

Fax:(84-24) 3795-7038（ハノイ） 
Web: http://hr-link.com 

HR-Link.Vietnam は、人材紹介事

業を通じて企業の事業拡大と個人

の自己実現をサポートし、豊かな

社会づくりに貢献します。 

 

  

    

お問い合わせ 

 

 

 

 

 

 

 

③税関 

特に申告するものがなければ手荷物をエックス線に通すだけで OKです。時々素通り

できることもありますが、やはり正規は持っている荷物を全て通す必要があると思いま

す。日本の空港のように手荷物を開けて調べられることもほとんどありません。 

 

④ゲート通過 

税関を通り抜けるとようやくセキュリティエリア外に出ます。ノイバイ空港には出口が二つ

あり、A1、A2 と区別されていますので、誰かと待ち合わせをする場合は事前にゲート

番号を確認しておくとスムーズかもしれません。出口付近には大勢の人が待っていま

す。あまりキョロキョロしていると時々業者の勧誘なども寄ってきますから注意してくださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤タクシーを利用する場合 

出口から空港を出ると、向かって左側に歩いていくとタクシーカウンターがあります。そこに

並んでいると順次タクシーが来ますので乗り込みましょう。出口付近でタクシーの声をかけ

てくるのもいますが、ほとんどの確率で相場より倍ぐらいの言い値を言ってくる白タクですの

で無視したほうが無難です。 

 

以上がノイバイ空港から入国する手順です。初めてハノイにいらっしゃる方の参考になれ

ば幸いです。 

 

  ネムチュアー 

(Nem Chua) 

今月のメニューはこちらです。日本では少し馴

染みにない食品ですが、ベトナム式のハムの

ようなものと認識してもらえれば分かりやすい

かと思います。 

こちらはタインホア省の特産品で、よくお土産

などでもらうことが多い食品です。バナナの葉

で包まれた中のハムをチリソースにつけて食べ

るとビールのつまみとして最高です。ローカルの

居酒屋では最初の突き出しとして用意されて

いるところも多く、スーパーなどでも最近では目

にするようになりました。 

居酒屋で一本 3000ドン (15円)～ 

 


