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世界地図：http://www.sekaichizu.jp/ 

ベトナムはどこにあると思いますか？ 

http://www.sekaichizu.jp/


ベトナムはここですよ 

世界地図：http://www.sekaichizu.jp/ 

http://www.sekaichizu.jp/


















ベトナム語の文字を 
見てみましょう。 



Em trai của tôi đã đọc mười 
quyển sách viết về văn hoá 

Nhật Bản. 



Em trai của tôi đã đọc mười 
quyển sách viết về văn hoá 

Nhật Bản. 

ゴミが付いてるんじゃありませんよ（＾－＾） 



Em trai của tôi đã đọc mười 
quyển sách viết về văn hoá 

Nhật Bản. 

   で囲んでいる記号は母音を区別する 
特殊記号です。 

・・・と言うのも、 



i ư u 

ê ơ ô 

e â o 

a / ă 

ベトナム語の母音は１１個！！ 



Em trai của tôi đã đọc mười 
quyển sách viết về văn hoá 

Nhật Bản. 

もう一度最初の形を見てみましょう。 



Em trai của tôi đã đọc mười 
quyển sách viết về văn hoá 

Nhật Bản. 

   で囲んでいる記号は声調を区別する 
特殊記号です。 

ベトナム語は声調言語です。 
声調の数は・・・ 



６つ    w（°0 °）w  

ma  mà  má  mả  mã  mạ 



Em trai của tôi đã đọc mười 
quyển sách viết về văn hoá 

Nhật Bản. 

もう1つ 
ここに横線がありますね 



ベトナム語ではｄに横棒を加えた文字が 
日本語での「ダ行音」を表します。 

đa Đa 



Em trai của tôi đã đọc mười 
quyển sách viết về văn hoá 

Nhật Bản. 

ベトナム語はアルファベットに特殊記号を 
組み合わせた文字で表されます。 



ベトナム語学習の方法 １ 
 
日本語との共通点をさがす 





次のベトナム語と日本語を結んでみましょう 

chú ý ・ 
chuyên môn ・ 
đậu phụ ・ 
lý luận ・ 
tồn tại ・ 
văn hoá ・ 
ý kiến ・ 

・文化 
・理論 
・注意 
・意見 
・豆腐 
・専門 
・存在 



正解は・・・ 

chú ý ・ 
chuyên môn ・ 
đậu phụ ・ 
lý luận ・ 
tồn tại ・ 
văn hoá ・ 
ý kiến ・ 

・文化 
・理論 
・注意 
・意見 
・豆腐 
・専門 
・存在 



ベトナム語学習の方法 ２ 
 

時間のかかる分野と 
かからない分野を見分ける 



時間のかからないところ 
 
・ 文字はアルファベット 
 →新たに覚える必要はない 
・ 文字はだいたいローマ字読み 
 →特定の音のみ注意すればよい 
・ 時制や格の語形変化がない 
 →覚えた単語はそのまま 
・ 漢語起源の語彙が多い 
 →音が近いので覚えやすく、 
       意味を推察しやすい。 



時間のかかるところ 
 
・ 母音が日本語より多い 
 →微妙な音の違いで通じなくなる 
 →口の大きさ、高さ、長さを覚える 
・ ６つの声調がある 
 →日本人は音痴 

とにかく発音に時間をたっぷりかけましょう 
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