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◆巻頭言 169号◆ 

「ワキまえない」は「ワケもワカらない」と実は同義？ 

（冨田 健次 ベトナミスト・クラブ代表） 

   

「＃わきまえない女」が今年の流行語大賞に早くも決まった感があります。「女のくせに」「女

のくせして」「女の分際で」「女だてらに」「女ごときが」「女ってやつは」…「女ならば」「女だか

ら」「女として」「女だろう？」「女らしく」「女っぽく」…男が「男らしく」女を枠にはめて閉じ

込めるために投げかける決まり文句は枚挙にいとまなく、これがなかなか外国語に翻訳すること

ができません。そもそも男と女にこれだけの「分際」の差を設けている民族はそうそう世界には

見当たりません。 

 この「分際」を辞書で見ると、「身の程」「分限」「身分」と同義とありますから、オギャーとこ

の世に生まれ落ちた時からもう定まっている「天命」「運命」「宿命」に近く、努力で乗り越えら

れるようなものではなさそうです。ベトナム語でも thân phận（「身分」）＝「定め」と訳せるも

のに当たりそうです。 

 「わきまえる」の意味をよくよく調べてみると「わきまう」つまり「ちがいをよく見分ける」、

漢語で言う「弁別」「分別」「区別」更には「差別」に当たり、そのために漢字「弁」を当てて「弁

える」と書くことが分かりました。弁護士は「言い分け
・ ・

」をする仕事の由。よく「分別（ぶんべ

つ）」できる人が「分別（ふんべつ）」のある人として賞賛される訳で、「分別」できない「分別」

のない人こそが「弁えない」、「弁えのない」人間として非難されることがよく分かります。つま

り「弁えない女」とは男と女の区別がよくできていない女で、天が定めた「分限」つまり天が男

と「分けた」「制限」を認識せず、訳も分からず男の社会に口出しして会議を長引かせ、混乱させ

ている不逞の輩ということになる訳です。 

 そもそも「訳（わけ）」が「分か」るのワケそのものが、「分く」「別く」、「分ける」「別ける」

から来ていることは余り知られていません。一本の筋道に「別け」たものが「訳」であり道理で

あり、その道理＝「訳」を更に「見別ける」ことがよく「分かる」ことにつながる訳です。ベト

ナム語の「分かる」「知る」biết が漢語「分別」phân biệt の biệt から来ているのではとよく私が

授業で言っているのは実はそのことです。一方、ベトナム語の「理解する」hiểu は漢語「暁」か

らですが日本語では「あかつき」「あかるくなる」「あきらかになる」「明かる」⇒「分かる」であ

り、この二つの「分かる」にはやや違いがあります。前者の「分かる」はモノ（道理）を「弁え

る」、後者は筋道が「明るくなる」ことであり、「ワケもワカらず」とは「ワケることもワケられ

ない」と二段重ねになっていて非難の度合は極に達しているのです。「ワキまえない」と「ワケも

ワカっていない」とは実はほぼ同義で、極めて悪質な非難の表現なのです。 

「分く」から出た語が「ワケ」であり、「ワキ」であるのですが、その「ワキ」が「脇」や「腋」
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であることも余り知られていない様です。「本体」「身体」から「湧（ワ）き」出るように「分か

れ」て来た場所が「ワキ（腋）」であり、出て来た場所は「本体」「身体」の「ワキ（脇）」である

ことは明白です。ベトナム語でも「腋」は nách、「脇」は cạnh と言い、私がよく言う「単語家族」

の成員です。ついでに脇から伸びる植物の若い枝は、cành、ngành、nhánh、chánh などと正に

「大家族」で、太陽の脇から出ている、今、世界を騒がしている細菌の形状に喩えられるコロナ

（火冠）も vành で「家族」であり、人間の頭の横からニョッキリ出ている耳（耳殻）も vành tai

と呼ばれます。心臓をグルリと取り巻く「冠
・

状動脈」も động mạch vành と呼ばれると言います。

さしもの「コロナ動脈」でしょうか。動物の、例えばワニの口からニューっととび出す牙は人間

では「犬歯」に喩えられて nanh と呼ばれ、これも「家族」に数えられます。実は日本語の「若

（ワカ）い」も元々は「若芽」（別け芽）などから「別かれる」⇒「若かい」となったと思われ、

もともと「若くて訳も分からない」ことこそが、「分別なし」の典型だったのでしょう。その「若

い」に「女」が無理矢理加えられたのが「ワキまえない女」なのでしょう。「老若男女」の「老・

男」優越、「若・女」劣勢が見事に表現されている様に思います。「若・女」は日本では常に「脇

役」でなければならない「分際」なのでしょう。優越を誇る「老・男」の中には本当に「腋が甘

い」人間が多く「腋を締め」忘れて、今回のように世界に恥をさらす老爺が出てしまいます。「若

葉」も必ず「病葉（わくらば）」（分かれて散る葉）と成る定め。散り際を弁えないでいつまでも

老害をふり撒いていると世間の恥になる典型例です。男として老人として、女や若者以上に「ワ

キまえる」ことが問われている時代です。 

植物は幹の脇から枝（cành）を出しますが、鳥は体の脇から翼（cánh）を出します。人間の「腕」

にも喩えられていて cánh tay と呼ばれ、やはり腕の根本の腋・脇（nách）の仲間です。ドアや窓

もその形状に喩えられていて cánh cửa や cánh cửa sổ と言われ、なんと植物のあの「花びら」の

「びら」こそが cánh hoa であり、「花弁」の「弁」つまり「弁（わきまえ）」＝「分かれめ」が見

事に表現されているのです。ベトナムの国旗、金星紅旗の「金星」の五つの「とんがり（？）」、

これも日本語では「五弁」と言うのでしょうか、やはりベトナム語では năm cánh で、先に述べ

た「太陽のコロナ」vành とはやはり親戚筋に当たるように思われます。 

この世の森羅万象はすべからく「弁（わきまえ）」た物におおわれていますが、脇役がなければ

主役もなく、主役と脇役は全く対等の関係として存在していることがよく分かります。能楽では

シテよりワキのほうが人間味があり柔軟な発想を持っています。せっかくワキの重要性に早く気

づいた日本人なのに、直ぐ脇にいる人を単なる脇に存在するだけのステレオタイプに押しこんで、

Know your place！とばかり「分別」に専念していると、最後は自分が「分別」されてしまうのだ、

というお話でした。お互いに「自戒」に努めたいものです。 
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べトナミスト・イベント予告 

 

●べトナミスト・シンポ● 

「ベトナム人コミュニティネットワークをつなぐヒト・モノ・コト」（未定） 

話題提供者：渡辺レイさん（姫路市外国人生活相談室相談員） 

日時：5月 13日（木）19：00～20：30／場所：ベトナミスト・ホット・フラット  

参加費：ベトナミスト・クラブ会員／一般 1000円（学生、ベトナム人 500円）、非会員／一般

1500円（学生・ベトナム人 1000円） 

※オンライン参加を希望される方は、ベトナミスト・クラブのメールアドレスまでお申込みをよ

ろしくお願いします。 

 

 小学 1 年生でボートピープルとして国を出て幸いにも日本の大型船に救出され、姫路の定住促

進センターを足がかりに苦闘の末に日本定住を成し遂げ、身につけた日本語と学び直した母語ベ

トナム語を駆使して、自分と同様の境遇にある多くのベトナム人の子ども達の支えになりたいと、

主として姫路のベトナム人コミュニティに集う人々のサポートを精力的に進めている女性、渡辺

レイさんの活動を通して、ベトナム人コミュニティをつなぐネットワークの現状とそのあり方を

考え、更なる拡大の意義を考えることにします。今、緊急に大切なのは、このネットワークに、

如何に困窮する技能実習生や留学生を取り込めるかでしょう。それには行政との連携も不可欠で

す。渡辺レイさんの活動は多くのヒントを含んでいると思われます。兵庫・岡山エリア担当でネ

ットワーク構築のために奮闘されている横山克治会員のコーディネートを期待しております。 

 

（冨田 健次） 

 

●ベトナミスト・グルメ● 

ブンチャーでコロナに勝（喝）！ 

日時：6 月 27 日（日）10：00～16：00／場所：ベトナミスト・ホット・フラット 

 

ベトナム料理を楽しむベトナミスト・クラブのグルメ会。美味しくお喋りの楽しいテーブ 

ルを囲みましょう。今回のメインは豚つくね団子のブンチャー。夏はつけ麺、ボリューム満

点のブンチャーでコロナに勝（喝）皆様の参加をお待ちしております。 

  ＜メニュー＞ 

 ベトナム風新じゃがいものガレット (món tráng khoai tây đúng mùa kiểu Việt) 

 旬のカルパッチョ (món gỏi cá tươi mùa xuân) 
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 鶏肉レモングラス炒め（thịt gà xào sả） 

 豚つくね団子のブンチャー (bún chả thịt heo) 

 緑豆餡団子とタピオカのチェー (chè bột sắn với viên đậu xanh) 

 

参加費／ベトナミスト・クラブ会員：一般 2,000円（学生・ベトナム人 1,500円） 

非会員：2,500円（学生 2,000円） 

※エプロン・マイ包丁・パック（持ち帰り用）・タオル（手拭き用）などお持ちください。 

申し込み方法：定員（先着 30名様）に限りがありますので FAX、メールにて、6月 20日（土）

必着でお申し込み下さい。勿論、電話などで直接のお申し込みでも結構です。 

また、前日（6月 26日（土）午前 11:00にホット・フラット集合）の材料の準備や買い出しのお

手伝いをしていただける方もあわせて募集中です！ グルメ当日不参加の方でも結構です。簡単な

昼食つきとさせていただきます。よろしくお願いします。 

（門田 圭代） 

 

べトナミスト・ヨガ・アクティビティ ＜各種講座＞ 

 

ベトナミスト・クラブの諸活動は「知り、考え、そして行動する」をモットーに展開して参り

ましたが、特に身体の機能を活性化させる活動については、これを一種の「ヨガ」活動と捉え直

し、連動した活動の一部として下記のような編成に致しております。これらはすべて自らのパフ

ォーマンス能力を高めるための基礎機能の強化であり、是非とも複数の能力の強化に取り組んで

いただければ幸いです。 

＜べトナミスト・ランゲージ・ヨガ：ベトナム／日本語楽（ごがく）、文楽（ぶんがく）、

音楽（おんがく）講座＞ 

言語習得活動も身体機能と頭脳の活性化と把え、一種の「ヨガ」活動として、再構成致します。

ふるって御参加下さい。尚、出張授業、出張講演の御要望にもおこたえ致します。 

 

●ベトナミスト・ランゲージ・コース ＜ベトナム／日本言語・文化講座＞● 

2021年 4月～6月開講分の講座日程をお知らせ致します。 

※すべてのコースについて、通常の受講生は必ずどれか 1つのコースに登録し、入金して下さい。

そうすればかけもちでどのコースを受けていただいても結構です。とにかく空いている時間にお

いで下さい。受講開始は随時。まずは体験受講においでいただき、それからどのコースを受講す

るかお決めください。学生・院生は半額、ベトナム人受講生は原則、無料（miễn phí）とします。 

オンラインでの参加も可能となりました。事前にお申し出ください。 
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☆ 場所：ベトナミスト・ホット・フラット  

☆ 費用：22,000 円（1～3月、4～6月、7～9月、10～12月の各期、3ヶ月一括） 

 

★火曜ビギナーズ・コースⅠ（入門・初級コース） 冨田 健次講師★                       

毎週火曜日／18時 45分～20時 15分、90分、全 10回 

4月 6・13・20・27日／5月 11・18・25日／6月 1・15・22日（全 10回） 

7月 6・13・27日／8月 3・10・24・31日／9月 7・14・28日（全 10回） 

※アフタースクール（20時 15分～21時 15分）場所：クラブ・ホット・フラット 

ベトナムレストラン「Phở Việt」弁当 Tel. 080-6126-1972 (Bính) 

 

★土曜ウィークエンド・スペシャルコース 冨田 健次講師★  

（ブラッシュアップ・コース [中・上級コース] 毎週土曜日／16 時 00 分～17時 30 分、90分、全 10 回 

（土曜ビギナーズ・コースⅡ [初・中級コース] 毎週土曜日／17 時 40 分～19時 10 分、90分、全 10 回 

4月 3・10・17・24日／5月 8・15・22日／6月 5・12・19日（全 10回） 

7月 3・10・24・31日／8月 7・21・28日／9月 4・11・18日（全 10回） 

 

※アフタースクール（19時 30分～20時 30分）場所：大阪駅前第１ビル地下 2階「福寿」

（TEL06-6341-1138）。 

 

★水曜エキスパート・コース［上・超級コース］ 現在休止中。 

 

銀行口座： 三菱東京 UFJ銀行 天満支店  普通預金 0112390 シャ）ベトナミスト・クラブ 

◎その他、下記の市民講座に冨田健次講師が出講しています。 

●堺市民ベトナム語塾 

（毎週金曜日／18：30～20：00 ：於 堺市立国際交流プラザ 南口ビル 6階、担当中原 

携帯:090-7753-9291、e-mail:spike03.06.15@docomo.ne.jp） 

→アフタースクール（20：00～21：00） ベトナムレストラン「Bình An」Tel. 072-275-6882 

(Tráng) 

●八尾流（ベトナム語）交流会 

（毎週木曜日／18：30～20：00 ：於 八尾市生涯学習センター小研修室 [近鉄八尾駅徒歩

約 15分] 、担当山中（080-1503-4153、e-mail:giaoluuyaoryu@gmail.com） 

→アフタースクール（20：30～21：30）  

●ベトナミスト・ランゲージ・アクション ＜通訳・翻訳サービス＞● 

ベトナムと日本に関わる、あらゆる分野での翻訳・通訳のサービスを提供致します。 
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翻訳・通訳の料金は以下の通りです。あくまでも目安ですのでご相談ください。 

＜翻訳料＞ 

言語は日本語からベトナム語へまたはベトナム語から日本語への翻訳。A4サイズ 1枚あたり 

（日本語で 1000字相当） 

商用文の翻訳：10,000円 

契約書、申請書の翻訳：15,000円 

＜通訳料＞ 

セミナー通訳・ビジネス通訳（派遣） 

半日（～4時間まで）：30,000円 

1日（～8時間まで）：50,000円 

※事前打ち合わせ時間を含みます。通訳者が学生・院生の場合は相談に応じます。 

※交通費は別途（実費）。詳細はクラブ事務局までお問い合わせください。 

 

●べトナミスト・ヘルス・ヨガ ＜美容・健康講座＞● 時間が変更になりました！ 

心と体を整えるインド古来のトラディショナル・ヨガ。呼吸を中心とした緩めのヨガですから年

齢・性別・体の柔軟性など気にされずご参加下さい。心身の癒しとリラックス、美容・健康の維

持にヨガを始めてみませんか。 

講師：KAZUYO氏（トラディショナル・ヨガ インストラクター） 

◎ベトナミスト・クラブ教室 

日時：毎月第２･第４火曜日の午前 11：00～12：30 

メニュー：呼吸・関節の運動・アーサナ（ポーズ）・アーユルヴェーダマッサージ・瞑想 

ヨガの前後にハーブティサービスをしています。 

※体調に合わせたセラピーヨガのメニュー作りをさせていただきます。 

受講料：1回 1,300円（学生・ベトナム人 1000円）、6回チケット 5,000円（チケットの場合は別

途、教室使用料として 1回のレッスンにつき 300円をいただきます） 

※当日は動きやすい服装とバスタオル（ヨガマット代わり）・タオル・水を御用意ください。 

食事は、ヨガの２時間前から控えることをおすすめします。 

随時無料体験レッスン受付中。 

◎宝持会総合健康づくりセンターSports Culture HOLLY EIWA 

場所：JR・近鉄の河内永和駅より徒歩 3分 

日時：毎月第１･第３土曜日 

詳細は 06－6722－6516の事務局まで 

お問合せはトラディショナル・ヨガ インストラクター KAZUYO（本永）迄 
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携帯：080－4565－8016（SMSでのメールも可）e-mail: kadota.kazu@cocoa.plala.or.jp 

 

●べトナミスト・背骨コンディショニング● 時間が変更になりました！ 

背骨コンディショニングとは、「背骨の歪みを整え不調を改善する運動プログラム」です。肩こり、

腰痛、膝の痛み内臓の不調など原因のはっきりしない様々な症状を取り除くため、①ゆるめる②

矯正する③筋トレの３要素を組み合わせた体操をしていきます。 

場所：ベトナミストクラブ・ホット・フラット 

日時：A  水曜日の午後 1:30～3:00（不定期ですが連絡をいただいた方には事前に連絡） 

   B  毎月第２・第４土曜日の午後 1：00～2：30 

費用：各回 1500円 

問合せ・詳細は本永 またはクラブ事務局まで 

携帯：080－4565－8016（SMSでのメール可）、e-mail:kadota.kazu@cocoa.plala.or.jp 

 

●ベトナミスト・アート・ヨガ  ＜美術・芸術講座＞● 

◎日本画教室（講師：白潤会メンバー）＋日本書道教室（講師：西島政夫）◎ 

（※書道教室は休止中） 

白潤会のベテラン画家と書道家が、日本画および日本書道に親しむ方法をやさしく教えて

くださいます。ベトナム人の参加もお待ちしております！ 

日時：第１・第３土曜日の 11：00～15:00（原則。変更あり） 

場所：ベトナミスト・ホット・フラット 

費用：各回 1500円（学生・ベトナム人 1000円）、道具一式 1000円（初回のみ） 

  新講座開設！！ 

◎「漢詩を日本語とベトナム語で読む会」  

（日本語学習者とベトナム語学習者のための漢詩クラス）◎   

   ベトナム人留学生から日本語力をつけるため、日本人がなじみのある漢詩を読みたいとい

う希望がありました。日本人の教養の根幹とも言える漢詩を通じて、漢字能力の向上に役立

ててもらうことは嬉しいことです。その一方で日本人にとっては、漢詩をベトナム語で音読

出来る事は、唐代の中国語の音韻を知り平仄を理解する上で、大変役に立ちます。オンライ

ンでの参加も可能です。 

日時：毎月第４土曜日 15：00～16：00 

場所：ベトナミスト・ホット・フラット 

費用：無料 

講師：辻田順一 
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講座の進め方について： 

＜教材＞ 講師が用意します。参考テキスト「日本語力がつく漢詩 100選」 

ベトナム語による詩文と現代語訳はインターネットからプリントアウトして用意します。 

＜目標＞ 日本語学習者および日本語教育担当者にとっては、漢詩を通じて、漢字能力を高

めること。ベトナム語学習者は、漢詩のベトナム語音読を通じて、正確なベトナム語の発

音を目指すこと。 

 

べトナミスト・イベント報告 

 

●べトナミスト・シンポ● 

コロナ禍のベトナムで見た４つの「優しさ」 

話題提供者：中安 昭人さん（編集者・ライター） 

日時：3月 25日（木）19：00～20：30／場所：ベトナミスト・ホット・フラット  

参加費：ベトナミスト・クラブ会員／一般 1000円（学生、ベトナム人 500円）、非会員／一般

1500円（学生・ベトナム人 1000円） 

 

 私はベトナムにおいてコロナ禍がいちばん深刻だった時期（２０２０年２月〜４月）、現地にい

ました。その時にもっとも印象に残ったのは「優しさ」です。 

 普段からベトナムの人たちの優しさには、どんなに感謝をしても足りないくらい助けられてい

ます。しかし新型コロナウイルスという未曾有の事態を受けて、「ベトナムの人たちもさすがに、

他人に優しくしている余裕はないだろう」とか「外国人に対して冷淡になるとか、排斥されるこ

ともあるのではないか」という危惧を持ちました。 

 ところが実際は正反対と言ってよく、ベトナム社会の中の「優しさ度数」は平時よりも高くな

ったのではないでしょうか。私の周囲の在住外国人からは「コロナの感染拡大が進んでいるこの

時期に、ベトナムにいたのは幸運だった」「ベトナムのことがますます好きになった」という声を

多く聞きました。私も例外ではありません。美談を頻繁に見聞きするので、すっかり涙もろくな

ってしまったほどです。 

 今回のシンポでは、そんな「優しさ」の一部を紹介しました。 

 例えば、営業停止になった飲食店の中には、手持ちの食材を使って弁当を作り、店頭で無料配

布を始めたところがあります。大学が休校になった大学生たちは、炊き出しの食料を生活貧困者

のところにバイクで届けるボランティアを始めました。SMS（携帯電話のショートメッセージ）を

使った募金活動には、１週間で１８億円もの寄付が集まったそうです。マスク不足で困っている

日本に対し、政府機関・民間企業・篤志家の個人が寄贈してくれたマスクの数は、私が知ってい
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るだけで数十万枚にも及びます。こういった事例を紹介しました。 

 質疑応答の時間では、ZOOMで参加されたハノイ在住の中本さんが、ハノイの状況をご紹介くだ

さいました。私がお話したホーチミンシティと同様の助け合いが行われていたそうです。 

 コロナを克服した後も疫病は発生するでしょうし、天災にも見舞われるでしょう。コロナとの

戦いを通して学んだこと・これから学ぶことは、今後の私たちにとって大きな財産になるに違い

ありません。今回、シンポに参加くださった方が、何か参考になるような学びを得て頂けたので

あれば嬉しい限りです。 

（話題提供者：中安 昭人） 

 

べトナミスト・ジョブ＆レジデンス情報（住まい、仕事など諸々の相談） 

 

 ベトナム人、日本人を問わず、職場雇用、住宅提供の用意がある方、もしくはそれを求めてお

られる方は、社会人、学生を問わずこのコーナーに情報をお寄せください。代表の冨田が責任を

持って仲介させていただきます。日本人、ベトナム人を問わず、若者が安心して勉学に励むには

どうしても安心して働ける仕事、アルバイトと、下宿生は住居が必要です。ベトナム関連の仕事、

アルバイトも大いに役に立ちます。ベトナム人と日本人が共に住める下宿なども理想です。家庭

教師などの仲介もしたいと思います。とにかく、両者ともこのコーナーを掲示板として利用し、

生きていく上での最良のパートナーをお探しください。 

① 働いてくれる方を求めます（日本人、ベトナム人、アルバイトも含む）： 

ハノイもしくはホーチミン市での正規の、もしくはボランティアでの日本語教員が求められ

ています。長期、短期に限らず可能性のある方はお申し出ください。 

★Phở Việt （都島）アルバイト店員募集！★ 

Bính＆Thủy のベトナム料理店がアルバイト店員を募っています。国籍を問わず、実働時 

間も相談に応じます。勿論、ベトナム料理のまかない付き。 

連絡は、Bính (080-6126-1972)、Thủy (090-4495-7491) まで。 

② 働く場所を求めます（日本人、ベトナム人、学生も含み利用可）： 

③ 住んでくれる方を求めます（日本人、ベトナム人、学生を含む）： 

★「ベトナムの家」（仮称）開設★ 

会員の青海加代子さんより下記のような朗報。夫君は阪大歯学科の先生ですが、この度北海道

大学へ栄転され、実家の部屋が暫く空くので、ベトナム人女子学生、日本人ベトナム語学科の女

子学生合計 3人にルームシェアをして欲しいとの申し出がありました。6帖 3部屋と 11.5帖のリ

ビングでキッチン、風呂、トイレは共用です。阪急岡町駅徒歩 3分で阪大までなら自転車通学も

可能です。エアコン、インターネット完備で水道・光熱費こみで月 38,000円は格安でしょう。敷
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金・礼金は不要ですが、保険には入ってもらうことになると思います。理想はベトナム人 1人に

日本人 2人ですが、今は理想は追求できません。問い合わせは北海道の青海加代子

（kayo246tsuchi@gmail.com）か冨田（nguyenvantom1024@docomo.ne.jp）まで。 

④ 住む場所を求めます（日本人、ベトナム人、学生も含み利用可）： 

⑤ 家庭教師（個人教授）を求めます（小・中・高生のあらゆる科目）： 

⑥ 家庭教師（個人教授）に応じます（小・中・高生のあらゆる科目）：大阪大学ベトナム語学

科の全学生 

※ベトナミスト・ホット・フラットのあき時間を有効に使ってください。会議、研究会、発表会、展

示会 etc…使用料は下記のようにさせていただきたいと思います。申し込みは会員に限ります。1 時

間あたり 1,500 円。なお、クラブ行事等のため、使用できない場合もありますので御了承下さい。

また、お申し込みは事務局まで。事務局で簡単な書式を作りましたので、それにご記入の上、お申込 

みください。   

  

ベトナミスト・ニュースレター 

 

皆さんから寄せられたお便りを紹介します。「ベトナムに行きました」「こんな面白い本を読み

ました」「こんな面白い映画を観ました」「こんな面白いことを企画しました」「こんな情報を得ま

した」などなど、何でも結構ですので、気軽に事務局までお寄せ下さい。記事は数行程度の短い

ものでもメールによるお便りでも構いません。長い場合は、紙面の関係で編集させて頂く場合が

あります。 

 

路地裏から見た「ベトナムは今」・その 24 

 

第２４回 ベトナムから日本の高校へ進学 

 

本連載の第２３回の記事で、娘が日本の高校に進学することを書きました。今回はその後の顛末

をお伝えします。実はいろんな障害があったのです。 

 

●最初の関門は在留資格認定証明書 

 日越家庭のお子さんが日本の高校に進学する際、日本人とベトナム人のご両親が両方とも日本

に引っ越すとは限りません。もちろん家族揃って生活できるのが理想ではあるのですが、日本の

在留資格や職を得ることが難しいなどの理由で、片親はベトナムに残らざるを得ないことがある

のです。 
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 私たち夫婦の場合は、無理を承知で家族揃って日本に住む選択肢を取りました。最初の関門が、

ベトナム人である妻の在留資格認定証明書の取得です。 

 申請に必要な書類の一つに「住民税の課税証明書及び納税証明書」があります。ところがベト

ナムで仕事をしていた私にはこれが用意できません。日本の銀行に多額の預貯金があれば、預金

通帳の提示でもいいのですが、日本の銀行口座に入っているお金はわずかです。 

 出入国在留管理局に問い合わせたところ「働かなくても暮らせるだけの預金がないんだったら、

日本でお勤めされるわけですよね。だったら入社予定の会社から雇用予定証明書または採用内定

通知書をもらってしてください」と言われました。自営業の私にはこれも用意できません。 

 「知人の会社に頼んで、嘘の雇用予定証明書を出してもらおうか」とまで考えました。そうい

う事例を聞いたことがあったからです。実際に、知り合いの会社社長の何人かには打診までしま

した。当然ですが、色良い返事をくださるところはありません。 

 

●出入国在留管理局の相談員が救いの手を 

 申請に必要な書類が用意できないとなると門前払いです。管理局の相談カウンターで対応して

くれた人に、事情を説明したところ、 

「ベトナムにお家をお持ちなんですよね。だったら、その不動産の登記簿、契約書、それから購

入代金を支払ったときの領収書などを用意してください」 

 など、６０代くらいに見える男性が「理由書」と書かれた用紙を手渡しながら、優しく説明し

てくれました。 

「ここにね、納税証明書などが出せない事情、それから日本でどうやって生計を立てていくかな

ど、詳しく書いてください。これにベトナムに所有されている不動産に関する書類を添付して、

申請書と一緒に提出したら審査してもらえますから」 

 この方法は、出入国在留管理局のウェブサイトには掲載されていません。特例扱いなのでしょ

うか。妻に頼んで、大急ぎで該当する書類を送ってもらいました。全部で２０枚くらい。PDF に

してメール添付で送ってもらい、それを私が印刷して提出しました。 

 これ以外にもいろいろ障害はありましたが、在留資格認定証明書を入手。急いでベトナムに郵

送して、在ホーチミン日本国総領事館にビザの申請を出しました。 

 

●大阪府教育委員会による応募資格審査 

 次に立ちはだかったのは「応募資格審査」です。大阪府外の中学を卒業して、大阪府の公立高

校への進学を希望する場合、高校を受験する前に、教育委員会が行う「応募資格審査」をパスし

なければなりません。 
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 これに備えて、妻と娘には、少し早めに来日してもらう段取りにしました。私の実家は大阪府

枚方市です。入国後、すぐに転入届を出せば、審査会のときには娘は既に大阪府民です。出身中

学が府外なので、応募資格審査は受ける必要がありますが、用意すべき書類は減りますし、審査

にパスする確率も高くなります。 

 

●ここでもコロナの影響が 

 ここで邪魔したのがコロナによる２週間の隔離です。枚方市役所に相談に行くと、「入国後１

４日間は転入届を受け付けません。隔離が終わってから手続きしてください」とのこと。応募資

格審査会は４回行われ、どれかに参加すればいいことになっています。最終回は１月３１日。し

かし娘の隔離が終わるのは２月２日です。 

 審査会に提出する書類には、入国直後に滞在していた大阪の宿泊施設の住所を書き、「既に入

国はしているんですが、隔離期間中で転入届が出せません。２月３日には市役所に行って必ず手

続きをします」などと力説しました。同じ書類の中には、事情説明（なぜ府外の中学に通ってい

たのか。なぜ大阪府下の高校に進学するのか）を書く欄もあります。これにも余白を残さずビッ

シリと経緯を記入しました。 

 それらの努力を認めてくださったのか、無事に「承認書」を頂くことができました。 

 

●転入届を出すタイミングが難しい 

 ところが今度は別の問題が出てきました。中学校は義務教育ですから生徒には就学義務があり

ます。転入届を出したら、該当する校区の中学校に編入して、登校しなければなりません。卒業

資格は日本の中学校で得ることになり、調査書（内申書）も、日本の中学校が発行することにな

るそうなのです。 

 隔離終了が２月２日で、娘の受験する市立高校の受験日は２月１８日。そのわずかの期間に、

制服を作って、教科書をもらって、見知らぬ中学で、初めての先生・同級生と勉強するよりは、

受験勉強に専念させてやりたいというのが、私の気持ちでした。しかも娘は、ホーチミン日本人

学校中等部で卒業式を終えており、調査書も既に日本人学校に作成してもらい、日本に持参して

います。 

 日本の中学校には入学せずに済ませることはできないのか、ホーチミン日本人学校に問い合わ

せたところ、「転入届を出すとややこしいことになるので、高校の合格発表までは出さないほう

がいいでしょう」という助言。市役所の方も同意見でした。 

 

●自治体や担当者によって対応が異なる 
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 ホーチミン日本人学校で中学３年生の子供を持つ親は、LINE上にグループを作って情報交換を

しています。 

 そこに私がこの状況を投稿したところ、「ウチもそれで困っています！」という反応が相次ぎ

ました。自治体によっても対応が異なり、「ホーチミン日本人学校で卒業見込みです」と説明し

たら、黙認してくれたところもあれば、「いや、例え短期間でも、日本の中学に通学してもらわ

ないと困る」と強硬だったところもありました。 

 私は「転入届を先に出す」という選択肢を選びました。幸い、枚方市教育委員会から何も連絡

は来ていません。 

 

●十指に余るトラブルを乗り越えて 

 妻と娘の日本移住に関しては、出国直前になって予約していたフライトが運休になったことを

はじめ、十指に余るトラブルがありました。娘は、落ち着かない状況で入試に臨むことになり、

大変だったことでしょう。幸い、第一志望である大阪市立水都国際高校に合格することができま

した。 

 国際結婚というのはネタの宝庫です。日＋越＋越日という３人での生活が、日本でもいろんな

記事の材料を提供してくれることでしょう。 

 

（中安 昭人） 

 

ベトナム留学報告書・その２３ 

 

２３－日本語ボランティア  

 

ホーチミン市の隣の Binh Duong 省にある孤児障がい養育社会センター（通称ひまわり支援学

校）は、学長 Vinh さんが各国で行う公演料（Vinh さんは隻腕のギタリスト）や友人からや様々

な寄付等で集めた資金で運営されており、ここの学生は支援を受けながら今は第一に海外先進国

への留学を目指して生活しています。 

ホーチミン市中心地から少し離れた一軒家で、約２０人の２０代前後のひまわり支援学校を卒

業した子どもたちが、寝食を共にして生活をしています。多くの子どもたちが日本語学校に通っ

て勉強をし、残り数人は英語学校へ通ったり大学へ行ったりしています。ベトナムでは田舎から

出てきた学生は、一般的に友人などと共同生活をすることで生活費を節約していることがほとん

どですが、こんなに大勢で男女一緒に生活していることは珍しいのではないかと思います。 

ホーチミン市滞在中、私は週２回３時間ずつ、その一軒家に住む子どもたちに日本語を教える
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ボランティアを続けました。私が教える時間帯に、学校やアルバイトのない子たち１４人が私の

生徒となり、日本語のレベル別に２クラスに分けて教えました。日本の大学生と同じ年くらいと

思えない、あどけない雰囲気をもった子どもたちでした。田舎から出てきた純粋な、可愛い私の

生徒たちが、日本に行った時に安心した生活を送れるよう、また楽しく日本語を勉強できるよう

に工夫しました。 

日本語を教えるためには準備もそれなりに必要で、留学生活の貴重な時間を費やしたのは事実

ですが、その代わりに生徒たちのベトナム語にも多く触れることができ、ハノイの言葉とは違う

ホーチミンの言葉に早めに慣れることができたと思います。その上、授業後には生徒たちが当番

制で作る夕食を一緒にいただくことができ、基本的には１人で食べることの多い私の生活が一変

して、みんなで一緒に食べる美味しさや楽しさを味わうことができました。初めは正直、食事の

質素さに驚きました。しかしどの子も料理がとても上手で、私は勧めてくれるご飯のおかわりを、

厚かましくも何回もしたほど味は抜群でした。私が午後に生徒の家に到着すると、昼寝後の眠い

眼をこすりながら授業の準備をしだす子、早くから準備をしている子、なかなか起きない子、一

生懸命勉強して質問してくる子、宿題をしない子、いろんな個性がありました。アルバイトや病

院、帰省などで、予告なく生徒が激減している日もありました。授業に全然集中していない子が

いて、理由を聞くと言い訳をした時には、悲しくて注意をしたこともありましたが、いつ行って

も誰もが笑顔で「先生！先生！」と寄ってくる「目に入れても痛くない」という言葉を実証して

くれるような可愛い生徒たちでした。一緒に過ごさせてもらったことで、たくさん笑って、彼女

たちからいろんなことを教えてもらい、私のホーチミン生活はすごく充実したものになりました。

（次号に続く） 

（山中 昌子） 

 

事務局からのお知らせ 

 

ありがとう・お願いしますコーナー 

 

●ベトナミスト・クラブ各種事業支援基金● 

（一般社団法人ベトナミスト・クラブが独自に展開する各種事業・プロジェクトを応援してい

ただくために設ける基金です） 

2021年 4月 1日現在 41,000円 

（この基金のみは直ちにクラブ会計に計上し、活用させていただきます） 

※太田和子様より御芳志をいただきました。ありがとうございました。 
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●ベトナミスト救援基金● 

（ベトナム及びベトナム人にかかわるあらゆる困難克服を支援します） 

2021年 4月 1日現在 530,214円 

  ★「コロナ撲滅支援基金」（臨時）開設！ 「かっぱ天国ベトナムから天国のカッパを世界の病 

院へ」運動への支援基金として使わせていただいています。既に大阪をはじめ東京、京都、兵庫 

富山等の医療機関にかっぱのみならず防護服を贈りました。今後の「第二波」「第三波」に備えて

おります。支援のご要望を引き続き受け付けております。冨田へ直接お申しつけ下さい。 

 2021年 4月 1日現在  562,769円 

 

●村瀬裕・エスポアール基金● 

（ベトナムを中心とした国際ボランティアに従事する日本人青少年を支援します） 

2021年 4月 1日現在 5,775円 

 

●ドン・ドン基金● 

（ドン余ってませんか？ ベトナムの孤児や障害者支援に活用します） 

2021年 4月 1日現在 7,281円（円に換算して）＋2.645.000ドン 

 

●I.O.G.にっこりベトナム支援基金● 

（日本国内、ベトナム本国のベトナム人子弟を応援します） 

I.O.G.にっこり電器グループからの寄付によるものです。 

2021年 4月 1日現在 122,000円 

 

●小森経久バトンタッチ奨学基金● 

（日本で学ぶベトナム人留学生・技能実習生等を支援します） 

2021年 4月 1日現在 329,857円（140,000円＋189,857円） 

※新型コロナの蔓延により仕事を失ったり、帰国・来日が延びて困窮する技能実習生、大借金

をして来日してアルバイトで稼いで日本語学校の学費を払い、更には家族への送金をも目指して

いた留学生がことごとくバイトを失い、飢餓に苦しみ、犯罪にまで走るケースさえあることをよ

く耳にします。放置することはできません。先ずは日本国内にあるベトナム仏教寺院を救済窓口

と考え物資の支援を始めました。 

届け先は、 

 ・兵庫県日本語教育機関連絡会 

 ・姫路ベトナム福圓寺 
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 ・八尾ベトナム福光寺 

 ・神戸ベトナム和楽寺 

 ・名古屋ベトナム徳林寺 

 ・堺市ダイワアカデミー 

 ・大阪東成区えびす日本語学校 

 ・大阪中国語学院・日中語学専門学校 

その他、日越友好協会、日越関西友好協会なども含まれます。以後は団体のみならず個人での

受け取りも可とし、当座しのぎに 1人頭 5kgに設定して、お渡しすることに致します。暖かい冬

着も大量にありますので、困窮在日ベトナム人に是非とも広く声をおかけください（冨田）。 

※Phan Thị Mỹ Loan・福井啓介ご夫妻より御芳志をお預かりさせていただきました。福嶋浩・

桂子ご夫妻、為川正昭ご夫妻からは大量の古着をお預かりさせていただきました。有難うござい

ました。 

※高橋和士・Lan Phương ご夫妻は先の第 1弾に引き続き第 2弾として、クラブを通されず、

大量の米（総量不明）を直接姫路のベトナム寺院にトラックで届けられました。この場を借りて

厚くお礼申し上げます。 

届け先：姫路ベトナム大南寺、姫路ベトナム福圓寺 

※下記の方々は米の運搬に力をお借りしました。有難うございました。 

 吉村鏡子・石原 元 両氏 

※大谷秀昭様、柴田珠美様より御芳志をいただきました。ありがとうございました。 

※ベトナム語日本語対訳原付免許参考書 購入しました（送料込） 25,600円。技能実習生・留

学生にとって日本運転免許証の取得はキャリアアップに不可欠な条件です。大阪府はベトナム語

での受験を許容しました。その内、日本全国でベトナム語での受験が可能になると思われます。

受験勉強にこの参考書が実に有用です。高価なものですので、本基金で買い上げ、無料で配布す

ることにします。関係各位に仲介をお願いし、広く行き渡ることを目指します。クラブまたは冨

田まで。 

 

●中嶋真次郎 18基金● 

（国際ボランティアを目指す日本人中高生を支援します） 

18歳の若さで亡くなられた中嶋昇・弘子御夫妻の次男、故真次郎君の夢を継いでくれる若者を

支援するために著書『おばさんベトナム留学記』（春風社）の印税の一部を寄付していただき基金

としました。大切に使わせていただきます。 

2021年 4月 1日現在 29,312円 

※以上すべての基金を以下の口座一本に統合しました。寄付をお寄せになる方は必ず上記基金名
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をご明記いただきますようお願い申し上げます。 

※救援基金の振込先が以下のとおり変更しました。御注意下さい。 

☆ 銀行口座： 大阪厚生信用金庫 南森町支店 番号 0032151 シャ）ベトナミスト・クラブ ☆ 

みなさまのあたたかいご支援をお待ち申し上げております。 

※尚、上記の基金のいずれかの御利用を御希望の方は、どうかお申し出ください。審査、検討さ

せていただいた上で拠出させていただきます。 

 

あなたもベトナミスト・クラブに参加しませんか？ 

 

ベトナミスト・クラブは、専門家、一般人、日本人、ベトナム人などの区別なく、ベトナムに

「関係・関心のある人々」が集まって、大阪を中心に「顔の見える」活動をしているクラブです。

現在、会員約１００人で、ベトナム語・日本語講座を中心にベトナムに関するシンポジウムや歴

史探訪の旅、ベトナム料理を作って食べる会、その他ベトナムについてのさまざまなことを企画

しています。「知り、考え、そして行動する！」をモットーに「学び合い」「交わり合い」そして

「助け合い」を実践する会です。気軽にご参加ください。 

※正会員へ切り替えのお願い：一般社団法人としての再出発以来、財政的危機に直面してお

ります。賛助会員から正会員への切り替えによってなお一層の御支援を賜れば幸いです。ど

うかよろしくお願い申し上げます。 

☆正会員／入会金 20,000円、年会費一口 20,000円以上 

☆賛助会員／   

☆個人会員／入会金 2,000円、年会費一口 7,000円以上 

     ただし、学生は年会費一口 3,000円以上とする。  

☆法人会員／入会金 10,000円、年会費一口 50,000円以上 

☆銀行口座 三菱 UFJ銀行 天満支店  普通預金 0112390 シャ）ベトナミスト・クラブ 

                                               

●ベトナミスト・クラブ事務局● 

お問い合わせ、入会のお申し込みは、ファックスまたはメールで下記まで。 

また、会の活動や企画については随時下記ホームページで公開していますのでどうぞ御覧下さい。 

◎会員の方は住所やメール等連絡先の変更があった場合は、必ず事務局までお知らせください◎ 

◎又、モンナムなど情報が届かない方がいらっしゃいましたら、必ず事務局迄お知らせ下さい◎ 

〒530-0041 大阪市北区天神橋 3－1－39 タニムラビル 2階 200号室 

         ベトナミスト・ホット・フラット（クラブ事務局）  

TEL/FAX：06-6358-6340 E-mail: vnstclub@seagreen.ocn.ne.jp 
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Home Page: http://vnstclub.com リニューアルしました。是非のぞいてみて下さい。 

※2013年 11月より新メールアドレスに変わりました。登録変更をお願いします。 

※直接おいでになる時は、正面右側（四つ角側）ではなく、左側の入り口から２階へお越しく

ださい。 地下鉄谷町線・堺筋線 南森町駅下車３分、JR東西線 大阪天満宮駅下車３分、JR環状

線 天満駅下車 12分、地下鉄堺筋線 扇町駅下車 10分、同天神橋筋六丁目（天六）下車 20分。天

神橋筋商店街の一つ東の筋となります。 


