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ベトナム人材市場からの関連ニュースを毎月お届け！！ 
 

HR-Link 

 

新規コロナ感染者：入国者以外は約 1か月なし 
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 ベトナムは今月の始めでコロナウイルスの感染者が計 271 人、そのうち 221 人

が既に完治している。海外からの入国者でコロナの感染者が見つかっているが、国

内の新規感染は約 1 か月出ていない。また依然コロナウイルスによる死者は出て

いない状況だ。 

 今月の大型連休では自粛明けの雰囲気から再度感染が広がることを懸念され

ていたが、現時点では杞憂に終わっている。このまま終息に向かう見通しが強い

が、一度陰性と診断された人の再陽性が発覚する事例も出ているので、今後も

政府は慎重な判断をしていくと述べている。 

 

20年 GDP成長率目標値を下方修正 

政府定例会合で 2020年の国内総生産成長率の目標値を＋５％以上

下方修正し、消費者物価指数を４％以下とする方針を明らかにした。この数

値は今年目標としていた＋6.8％を下回るが、世界銀行などの国際機関の予

想よりは高くなっている。 

首相は公共投資、民間資本誘致、国内消費刺激、輸出強化、外資誘致

の 5事業を中心に対策に取り組んでいくとし、今年中に公共投資資金 700兆

VND（約 3兆 2000億円）全て投入するよう関連省庁、地方に指示した。 
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間をシフト制にすることや、生徒間の距離

を１ｍ以上空けること、また定期的な施

設内の消毒作業などを徹底している。 

現在は約 3 か月の空白期間をどのように

補うかが教育関係者の頭を悩ませていると

ころだ。 

また技能実習生を送り出す機関の教育も

今月から再開されている。依然実習生を

日本に送り出せる時期の目途は立ってい

ないが、日本語や日本文化に関する教育

は通常通り教育を再開している機関も多

い。 

 

 

新型コロナウイルスの影響でベトナムではテト

休み明けから一貫して学校期間の休校を

続けてきた。しかしここ最近のコロナウイルス

新規感染者の状況などから全国で休校を

終了すると発表。 

ハノイ市では中学、高校は今月 5 日から小

学校、幼稚園などは 11 日から再開してい

る。約 3 か月ぶりの登校となった学生たちは

これまでの自宅待機の鬱憤を晴らすべく、学

友たちと交流を楽しむが学校側の対策は慎

重だ。 

例えばこれまで一斉に摂っていた昼食の時

ハノイ：新型コロナ影響下

で観光客９８％減 

ハノイ市では新型コロナウイルスの影響下

により、今年 4 月に同市を訪れた外国人

の数が前年比の 98％減となった。 

 

4 月の時点でベトナムも国外からの入国

規制を敷いていたこともあり、残りの 2％に

ついてはベトナム国内から訪れた外国人観

光客などが考えられる。 

 

これに影響を受けた旅行会社や宿泊施

設、飲食店などの打撃は必至で、ベトナム

政府主導で実施された活動自粛と相まっ

て倒産したところも多い。 

 

5 月からは企業活動も再開され、全体的

に平時の様子を取り戻しつつあるが、諸外

国からの入国は未だ規制されており、海外

からの観光客が戻る時期は分からない状

況だ。 

 

ベトナムでは今月初めに 4 連休があった

が、全体的に自粛明けということもあり、積

極的な外出は例年と比べて少なかったよう

だ。 

 

日本語を学びたて、またはそれほど上手くないベトナム人と日本語で話すとき、「なんでそん

な日本語がでるのだろうか？」と疑問に感じることがあります。これは元のベトナム語をその

まま日本語に訳すからそうなるのですが、今回はそのいくつかの例をご紹介します。  

・今日は疲れたから帰らせてほしい 

仕事中に部下がこういってきたら「え？」となるかもしれません。「いや、疲れたからって、、、

自由か！」とツッコミたくなりますよね。これは「体調が悪い」の意味で、ベトナム語に当たる

「mêṭ」は「疲れた」の他に「体調が悪い、しんどい」などの意味もあるのでこのような事が起こ

ります。 

・上司に向かって「はいはい」 

目上の人やお客様に向かって「はいはい」。失礼な返答です。ベトナム語で「はい」に当た

る「vâng」。これをベトナム語で重ねて「vâng, vâng」ということは失礼にはなりません。むしろ

「重々承知しました」のように相手の言っていることをしっかり理解していますという意味合い

があります。同じフレーズをそのまま日本語に訳すと大変ですね。 

・明日仕事を休みます 

あまり日本語が上手くないベトナム人からこんなフレーズを聞くと、意味を二通り考えてしま

います。一つは言葉通り、「明日お休みします」。もう一つは「明日退職します」。これは

「休む」に当たる「nghỉ」に「辞める」の意味もあるので、よく起きる間違いです。ベトナム語

の場合は「休む」と「辞める」の言い分けができますが、まだ日本語の語彙が少ないベトナ

ム人はこの表現しかできないので、変な誤解を生みやすい表現です。 

・お酒が上手 

少し「？」となりますが、お酒をたくさん飲めるという意味です。「上手」に当たる「giòi」です

が、定義は「好ましいことについて一定の基準を上回っている」となります。なので「料理が

上手」と言うときも「giòi」を使いますが、これは「他の人の平均的な基準を上回っている」と

いうことから日本語では「上手」と訳されます。 

変な日本語と出会った時に相手の母国語が理解できればどうしてそういう使い方になるの

かの手掛かりとなります。もし同じような機会があれば一度その観点から探ってみるのもい

いかもしれません。 

 

 

約 3か月ぶりに全国で学校を再開 

時事 
なんでそんな日本語になる？ 
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・過去の被害が教訓に？ 

中国の武漢でコロナウイルスが発生した 1 月、まだ世界的に警戒されていなかったときです

が、ベトナムでは既にマスク着用や手指の消毒などの奨励が政府主導で行われていました。

この背景には過去に大勢の被害を出した SARS の経験が影響していると言われており、この

ときの記憶が今回の警戒心の高さに繋がっているとされています。 

 

 

・ベトナムの気候 

現在コロナウイルスは一定の温度帯で活発に活動すると言われています。発生した当初は気

温が高いと感染力が弱まると言われていましたが、シンガポールやインドネシアのような熱帯地

域でも感染者が出ていることから、そういった見方ができなくなりました。現在言われているのは

気温が 10～20℃前後が最もウイルス活動が盛んになると言われているようです。ベトナムで

は流行りだしの時期に四季のあるハノイでも 20℃を上回る気温に入る時期でしたので、タイ

ミングが良かったのかもしれません。また常夏の南部よりも北部のほうが感染者が多かったのも

上の説明で合点がいく気がします。 

 
 

 

 

 

 

 

まだまだ世界でのコロナ被害は続いていますが、ベトナムでは新規の感染が先月末から出て

おらず、終息に向けて確実に進んでいます。中国に隣接しているにも関わらず少ない被害で

済んだのはなぜでしょうか？今回はこれまで出されているコロナの情報と実際に現地で様子を

見ている私の考えを交えて紹介していきます。 

街角便り 

 

どうしてベトナムはコロナ被害が少ないのか 

世界も注目？「米 ATM」とは 

 

ベトナムではコロナウイルスの影響で所得が減

少し、苦境に立たされている貧困世帯向けに

無償で米を提供する取り組みをしている。そ

れが自動米配り機、通称「米 ATM」だ。 

機能はシンプルで、米が搭載された機械にあ

る「引き出し」のボタンを押すと、自動的に一

定量の米がパイプを通じて出てくるという仕組

みである。 

 

支給が始まった日には多くの人が並んで行列

となり、地元のニュースでも話題となった。困っ

たときに主食となる米が無償で提供されるの

は何より助かるという人も多い。 

 

しかし中にはルール違反の人もいる。基本的

に 1 世帯 1 回限りの利用だが、同じ人が何

回も並んだり、一世帯で複数の人が並んだり

とした結果、米の量が足りずに本来もらえるべ

き人のところまで回らないという事態も一部で

起きているとのこと。ある程度事前にこういった

人がいることを予想の上で対策を取らないとこ

ろは触れないでおこう。 

 

この「米 ATM」は画期的だったようでアジアを

中心とした近隣国から注目を浴びている。例

えばマレーシアなどでも、この機会を導入する

ため視察に訪れているという情報もあり、カン

ボジアやタイも関心が高いとのこと。現在はこ

の機会を作る材料の調達が思うようにいか

ず、大量生産は難しいとのことだが、ニーズの

ある国には積極的にサポートしたいという姿勢

だ。 
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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 

・政府の権力が強い 

ベトナムは一党独裁の共産圏です。これはときに批判的に語られることもありますが、今

回のコロナ対策に関していうと、それが功を奏した部分も考えられます。基本的に上が決

定したことは絶対ですので、それを批判するマスコミもありませんし、その決定に従わなけ

れば処分するこもできます。自由や人権などがないと言えるかもしれませんが、自分勝手

に振舞って終息を遅らせたあげく、結果的に被害が拡大することを考えると、これぐらいの

強制力をもつ政府というのも一概に批判できないものです。現に国民からも政府の支持

が今回の件で上がっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ベトナム人の意識 

基本的に同調意識の強い国民性ですので、皆がやってるから自分もやらないとと思う人

は多いです。右にならえの精神と言いますか、良くも悪くも輪を乱しません。また自粛の

結果経済的な被害を恐れるのはどこの国でも同じですが、ベトナムを見ていると将来的

な経済被害による恐怖よりも、目下の感染に対する恐怖心のほうが高いように感じまし

た。将来的なことよりも今のことを重視するお国柄と言われていますが、この一致は偶然

でしょうか？ 

 

今回ベトナムのコロナ対策は世界からも称賛を受けており、今後はコロナ被害が落ち着

けば依然続いている国に対して支援をしていきたいと政府は発表しています。一日でも

早くコロナウイルスの終息を祈りたいところです。 

 フルーツヨーグルト 

(hoa quả sữa chua) 

今月はフルーツヨーグルトです。ハノイも気温

が高くなり、冷たくあっさりしたものが食べたくな

る季節です。フルーツにヨーグルトの組み合わ

せは日本でもポピュラーですが、ベトナムでも

好んで食べられる一品です。特に暑い季節は

氷を加えてかき氷風に食べると、暑気払いに

なります。 

やはり女性からの支持が高いですが、入って

いるフルーツにはマンゴーやライチなど、南国を

思わせるフルーツがどっさり入っています。 

女学生などが学校帰りに食している風景もよ

くみられ、是非お勧めしたい一品です。 

 

1皿：30000VND（150円）程度～ 


