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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 

 

外国人労働者の労働組合参加を提案 
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 ベトナム労働総連はベトナムで働く外国人労働者に対し労働組合への参加を

認めることを提案する方針を明らかにした。労働総連盟の副会長は改正労働組

合法の策定にあたり今回の提案をしている。 

この理由としてベトナムで働く外国人に対しベトナム人の労働者と平等な権

利を確保し、国際労働機関の規定に合わせるためとしている。なお外国人の労

働組合参加については今後詳細かつ厳密な規定を整備して進めていくとしてい

る。 

                     [Thanhnien 4/7/2019] 

駐在員が住みやすい国：ベトナムは 10位へ上昇 

香港上海銀行が発表した、駐在員が住みやすい国ランキングでベトナムは

対象 33 か国中 10 位となり、前年の 18 位から 8 位ランクを上昇させた。

ランキングの小項目の中でベトナムは「友達をつくること」が 4 位に選ば

れており最も高かった。また「達成感」や「環境の馴染みやすさ」、「経

済的安定性」、「ワークライフバランス」が 6 位と高い順位を記録してい

る。一方で「学校」は 29 位、「生活の質」は 28 位と低い順位を記録して

いる。因みに 1 位はスイスで 2 位はシンガポール、3 位はカナダと続いて

いる。                                                      [vneconomy 4/7/2019] 
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32Kg までの荷物２個を無料とする。プレ

ミアムエコノミークラスでは北東アジア、ヨー

ロッパ、豪州、北米、南米路線で 23Kg

までの荷物 2 個を無料とし、ハノイ・ホーチ

ミン間では 32Kg まで預け入れ荷物 1 個

を無料としている。 

エコノミークラスは国内線及び東北アジア、

欧州、豪州路線で 23Kg までの預け入

れ荷物 1 個を無料とし、日本、北米、南

米路線で重さ 23Kg までの預け入れ荷

物 2 個までを無料としている。 

[tuoitre 8/7/2019] 

 

ベトナム航空が来月 8 月 1 日より乗客の

荷物に関する重量制限の変更を発表した。

これにより手荷物の重量制限が大幅に引き

上げられることとなる。具体的には以下の通

り。 

ビジネス・プレミアムエコノミークラスは手荷物

2 個で計 18 ㎏まで、エコノミークラスでは手

荷物 1 個で 12 ㎏までが認められる。 

また預け入れ荷物についてはビジネスクラス

で国内線・東南アジア路線で重さ 32Kg ま

での荷物 1 個を無料とし、東北アジア、ヨー

ロッパ、北米、南米、豪州方面は重さ

ベトナムのインターナショ

ナルスクールの学費 

ベトナムのインターナショナルスクールの学費

はアジアで 5 番目に高額ということが調査

会社「ExpertFinder」により明らかにされ

た。 

ベトナムにおける 2018 年度のインターナ

ショナルスクールの学費は平均で年間約

197 万円で世界 13 位となった。さらにア

ジアでは中国、シンガポール、香港、オース

トラリアに次ぐ 5 位となっている。 

今回の調査対象となった世界のインターナ

ショナルスクールは全部で 688 校で 12 年

間でかかる学費で最も高額だったのはスイ

スのスルヴァンモントルーで約 1 億 2,200

万円だった。最も低額だったのはタイのグ

ローバルイングリッシュスクールで約 72 万

円だった。 

調査会社によるとインターナショナルスクー

ルはかつては外国人労働者の子ども向け

につくられたものだったが、最近は教育熱心

な現地の富裕層からのニーズが高いとして

いる。 

 

今回は少しベトナム語から見て取れる人称の文化についてお話します。先日あるベトナム人の旦

那さんが奥さんのことを「cái Trang」と呼ぶ場面に遭遇しました。「Trang」は女性の名前を指し

ますが、「cái」とは奇妙です。 

この話の前提知識として簡単にベトナム語の決まりを説明します。ベトナム語では「類別詞」と呼

ばれる品詞があり、名詞の種類に応じて様々な類別詞が使われます。以下に３つ例を挙げま

す。 

 

「cái」：主に一般的な「もの」を指す名詞に使われる。 

[cái điện thoại（電話）][cái bút（ペン）][cái bát（お椀）]など 

「con」：主に「動物」を指す名詞に使われる。 

[con chó（犬）][con mèo（猫）]など 

「quả」：「もの」の中でも丸みのあるものに使われる。（果物など） 

[quả ][quả ]など 

 

他にも様々な名詞の属性に応じて、この類別詞を使い分けなければいけないところがベトナム語

の複雑なところなんですが、上に書いた「cái」を奥さんに使うには失礼な気もします。なんせ「もの」

扱いしているわけですからね。不思議に思い、このことを別のベトナム人に尋ねてみると、以下のよ

うな答えが返ってきました。 

 

「年配の人に多いけど、奥さんのことをそういう風に呼ぶ人は稀にいますね。他の人に対して自分の

奥さんのことを言うときに「cái」をつけることで、謙遜した言い方になるんです。とは言っても最近で

はあまり言いませんし、現代では妻を軽視したような言い方で捕えられるリスクがありますね。間

違っても他の人にそんな言い方をしたら絶対ダメです(笑)」 

 

なるほど、つまりお互いに勝手見知った間柄でなければ使わないほうがよさそうですね。少なくとも

外国人である我々にとっては直接使用する機会はなさそうです。ベトナム語には相手の呼び方に

よってお互いの間柄を推し量ることができますが、今回の話はその中でもかなり特殊な事例と言え

そうです。 

 

 ベトナム航空：手荷物重量制限を引き上げ 

時事 
人を「これ」と呼ぶ？ 
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・出稼ぎ目的の留学 

出稼ぎ目的の留学生は日本での生活費や学費、また仕送りのお金を日本で稼ぐ必要があ

るので、勉強に時間を割けないのが実情です。本来留学ビザで滞在している外国人は週

28 時間までしかアルバイトが認められていませんが、その時間では上記のお金を稼ぐことは不

可能です。なのであの手、この手でその法を搔い潜って就業するわけですが、日中は学校へ

出席する必要があるのでどうしても深夜にアルバイトをせざるをえなくなります。そして日本語

学校へ出席しても授業では寝ているだけという学生もいるようです。 

 

 

・不良な日本語学校の存在 

一部の日本語学校では本来の日本語教育はそっちのけで、ただ学生からの学費欲しさに生

徒を囲っているような学校もあります。なのでたとえ学生が真面目に授業を受けていなくても

特に対策を取らず、違法な就労に就いていたとしても指導はありません。出稼ぎ目的の留学

生が増える背景として日本側でのこういった不良な日本語学校が存在していることも一つの

理由として挙げられます。 

 

 

 

 

日本で生まれ育つと留学とは海外に語学やそれ以外のことを学びに行くという感覚が普通か

と思います。一方新興国では留学という名目で先進国へ出稼ぎに来る人も珍しくありませ

ん。残念ながらベトナムでは本来の留学の目的から外れた理由で来日している人も多いのが

実情です。今回はベトナム人の留学生事情について書きます。 

街角便り 

 

本当の意味での留学生になる時代 

日本へ不法就労者の斡旋：

女性社長を逮捕 

 

日本にベトナム人不法就労者を派遣したとし

て会社経営者のベトナム人女性（37 歳）

らを逮捕したとタインホア省の警察から発表さ

れた。逮捕された容疑者によるとベトナム人に

観光ビザを取らせて日本へ送り込み、そのま

ま不法就労させた疑いがもたれている。 

 

逮捕された女性社長はハノイのコウザイ区で

留学コンサルティングや労働者派遣を行って

いたが、適切なライセンスを持たずに運営して

いたとされている。同じくタインホア省とゲアン

省の共犯者と共に同会社で不法就労の斡

旋を行っていたようだ。 

 

警察の調べによると 2017 年 7 月から

2018 年 10 月までに 13 人を日本に送り

込み不法就労を斡旋していたとされている。

警察は今回逮捕した 4 名についてパスポート

やビザに関する多くの証拠品を押収した。因

みに逮捕者の一人については現在幼い子ど

もがいるとのことで、自宅軟禁という措置を

取っている。警察は余罪がないかを引き続き

調べるとしている。 

 

日本での不法就労に関する問題は近年ベト

ナムでも問題視されており、ライセンスを持た

ない派遣会社なども多く、警察でも重点的な

調査対象とされている。 



4 

 

 

 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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 

・留学生の動向 

現在の留学生は学問目的と出稼ぎ目的の２者が混在していますが、やはり両者は家

庭の経済状況が影響していることは言うまでもありません。本来の学問目的で来日する

場合、日本でかかる学費などは事前の蓄えで賄えるぐらいでないと成り立たないわけです

が、ベトナムの経済状況でそれぐらい裕福な家庭はまだまだ少ないのが現状です。国公

立大学に通う優秀な学生でも学校の奨学金を利用して日本へ留学する人もたくさんい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・今後の留学生に対する期待 

出稼ぎ目的で日本へ留学したとしても、実際のところはそれほど稼げるというわけではあり

ません。また今後ベトナムの経済成長に伴い、日本にその目的で行ってもあまり意味が

ないと感じるベトナム人も増えてくると思われます。一方で本来の留学の目的に沿ったベ

トナム人の数が増えるのではないかという展望もあります。一般的な中流層で日本へ勉

学目的で留学できる学生が増えるとより高度な人材が輩出されるという期待が高まりま

す。 

 

・健全な日本語学校の取り組み 

先ほどの不良な日本語学校の出現に対して、真面目な日本語学校の取り組みもそれ

ぞれで始まっています。留学生を受け入れるにあたって大学進学を専門にしている点や

学費の支払いやその他の生活費について事前にその生徒の経済状況を把握し、本当

に勉学目的で来日できるのかを入念に審査する学校もあります。本来の目的に沿った

学生を受け入れるために様々な努力が見受けられます。 

 

 

日本は今後も外国人と関りながら経済を成り立たせていく必要がありますが、一時的な

間に合わせで対処していると必ずそのしわ寄せがやってきます。こういった今の状況を改

善するために外国人と関わる全ての日本人が真剣に考えていく必要があるでしょう。 

 

 

 
ミルクティ  

(trà sữa) 

今月はミルクティです。日本でも目にするので

特別珍しいものではないですが、ベトナムでは

台湾から入ったタピオカミルクティがヒットして多

くの人から飲まれています。 

特に若い女性で好きな人が多く、ちょっとした

休憩やデートなどでカフェを利用する際にタピ

オカミルクティを飲みながらお喋りに興じるベト

ナム女子はたくさんいます。 

ベトナムではコーヒーが世界的には有名です

が、若い女性はコーヒーよりもミルクティを好む

人のほうが多いです。 

40000 ドン（200 円）～ 


