
「ホワイジャパニーズピープル !?」
　日本の漢字の不思議をテーマにした芸風で一躍人気となったアメリカの芸人さん
がいます。「ホワイジャパニーズピープル !?」でおなじみのあの人です。こんな風に、
外国人から見た日本には、不思議なこと・すごいと思うことがたくさんあるようで
すよ。日本人にとっては当たり前のことが、外国人にとっては驚きの連続なのだと
か。今回は中国のメディアが取り上げた、中国人が日本で驚いたことを紹介します。

【Pick up!】日本人ってすごい…中国人が驚く日本の不思議
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甘いスイカに
塩をかける !?
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【1】日本の夏の風物詩、スイカ。この甘いスイカに「塩」をかけることに驚き！
【2】中国ではトイレットペーパーは備付けのゴミ箱に捨てます。
【3】デパートで雨の日に透明のビニールカバーをかけてくれるサービスに驚き！
【4】中国では信号のない道では車が優先。
【5】中国の地下鉄は食事してもＯＫ。乗客の誰もが話をしているそう。

包装が徹底的
何枚重ねるの ?!

ゴミが
落ちてない…

地下鉄の車内
がすごく静か

トイレに紙を
流していいの !?

道路は歩行者
が優先 !?

街が
キレイ そして時間通り



～集合講習の現場から～　日本の家庭ではよく食されているけれど…

意外と知られていない日本の家庭の味

技能実習生の事故を防ぐために
【Topics】機械による事故が多発しています。

日頃の日本語学習において自己紹介の一部として、自分の好きな食べ物を伝え
る表現も併せて学ぶのですが、先日、中国とベトナムの実習生に日本ではおな
じみの料理をイラストで見せたところ、意外や意外、下記の 3品を知っている
子はほとんどいませんでした。実は「味噌汁」を知らない子も多かったのです。

おもち シチュー そば
正月に初めて目にする実習生がも
しかするといるかもしれません。

カレーは知っていても、シチュー
を知らない実習生が多数でした。

そばはほとんど知られてませんで
したが、ラーメンは人気でした。

現在、国内に在留している技能実習生は 19万人とも言われています。益々増
加傾向にある中で、特に着目すべきは、労働災害や事故の防止です。
ＪＩＴＣＯが調査した 2014年度の業務災害における業種別の発生状況では、
金属製品製造業に次いで食料品製造業が多いとされています。
機械を扱う現場ほど発生率が高く、機械に「手や指を
はさまれる」「巻き込まれる」などが目立ちます。
材料や異物が機械に挟まった際に、停止ボタン
を押さずに手を出してしまい、事故につなが
るケースがほとんどのようです。また、包丁
などの調理器具などによる「切れ」や「こすれ」
も多発している為、作業スペースの確保や実習生
の心身及び体調管理等への配慮を呼び掛けています。



日本のマンガはやっぱり人気!
読書の秋と言えば…ベトナム人も大好き !Let’ s 

Communication!

ベトナムで広く知られているマンガを調べてみると、最も人気だったのが「ド
ラえもん」でした。1992年に現地に流通するようになってから、わずか 3か
月で 30万部という大ヒットを記録。「名探偵コナン」や「ドラゴンボール」「ク
レヨンしんちゃん」も人気で、ベトナム語に翻訳されたコミックが本屋さんに
並び、授業で教材として取り入れる学校もあるのだとか。ベトナムのハノイに
あるマンガ喫茶でも、日本のマンガが多く、ワンピースなどは、最新刊も読め
るそうですよ。
では「ドラえもん」という言葉は
絵を見せずに、ベトナム人に通じるので
しょうか？調べてみると、登場人物の
名前は若干ですが違いました。

■ドラえもん　Đôrêmon　ドレーモン。
■のび太　Nôbita
■スネ夫　Xêkô セコー
■静香　Xuka スカー
■ジャイアン　Chaien チャイエン
■出来杉君 　Đêkhi　デヒー

ベトナム人は、家族のことをとても大切に考えますので、日本人同様、家族や
仲間をテーマにしたマンガは受け入れやすいのかもしれませんね。実習生に聞
　　　　　　　　いてみても、マンガの話は楽しそうにしているので、コミュ
　　　　　　　　ニケーションの一つとして、マンガは話をするきっかけにも
　　　　　　　　なりそうです。



あおば法律事務所　弁護士　伊藤　絢子

～法律コラム～
法律事務所だより

　南米初の五輪となったリオデジャネイロオリンピックが閉幕しました。世
界トップレベルの熱い闘いに、そして日本選手の活躍に、つい寝不足になり
ながらも声援を送った方も多いことでしょう。今大会も記録と記憶に残る数々
の名場面が生まれました。
　熱戦を終えた選手達が国を超えて互いを讃え合う姿や、閉会式で各国選手
が入り混じって笑顔で写真撮影をするオリンピックならではのシーンは、い
つ見ても心温まる、私が好きな一コマです。
　「いかなる差別をも伴うことなく、友情、連帯、フェアプレーの精神をもっ
て相互に理解しあうオリンピック精神に基づいて行われるスポーツを通して
青少年を教育することにより、平和でよりよい世界をつくることに貢献する」
－オリンピック憲章にはオリンピックに込められた理想が高らかに謳われて
います。
　オリンピックの興奮とともに、スポーツに限らず私達の普段の生活でも思
い返したい理想です。

閑話休題
オリンピック熱戦のあとに



困った時の指さし会話　～　病院編　～

今回は、病院に行くときに使える指さし用語をご紹介します。

病院を受診する

病院に行くときの持ち物

１．受付で、保険証・診察券・問診票を出す
２．待合室で待つ
３．（※看護師さんが症状を確認しに来る）
４．自分の名前（または番号）が呼ばれたら
　　診察室に入る
５．お医者さんに症状を伝える
６．検査が必要な場合は、指示に従う

１．在咨询处、提交保险证・诊查卷・问诊票

２．在候诊室等待

３．（※护士来确认症状）

４．当被叫到自己的名字（或者号码）的时候，进

入到诊察室。

５．向医生传达自己的症状

６．有必要进行检查的场合，听从指示

1. Nộp thẻ bảo hiểm, phiếu khám bệnh, và phiếu trả 

lời câu hỏi đã khai trước đó tại quầy tiếp tân

2. Chờ tại phòng chờ

3. Y tá sẽ tới và xác nhận tình trạng bệnh.

4. Sau khi được gọi tên hoặc số của mình thì vào 

phòng khám.

5. Truyền đạt lại tình trạng bệnh cho bác sỹ.

6. Trong trường hợp cần phải kiểm tra thì phải theo 

chỉ thị của bác sỹ.

１．保険証（ほけんしょう）

２．診察券（しんさつけん）

　　※はじめて行く病院の場合はなくてもＯＫ

３．問診票（もんしんひょう）

　　※あらかじめ記入したものを持っていく

　　※体温計で熱をはかっておく

４．マスク

５．在留カード

１．保险证

２．诊查劵

　　※第一次去的医院没有也可以。

３．问诊票

　　※提前填写好的带去

　　※用体温计测体温

４．口罩

５．在留卡

1. Thẻ bảo hiểm

2. Phiếu khám bệnh

Trường hợp lần đầu đến viện thì không có cũng được.

3. Phiếu câu hỏi

Mang theo phiếu đã viết từ trước

Dùng nhiệt kế đo trước nhiệt độ cơ thể

4. Khẩu trang

5. Thẻ lưu trú

医者：水分はとっていますか？

➡补充水分了吗？

➡Cậu vẫn uống nước đủ đấy chứ?

医者：熱は何℃ありますか？

➡发烧多少度呢？

➡Bạn bị sốt bao nhiêu độ?

＜医師の質問例＞

＜問診票の質問例＞
＊いつから具合が悪いのか？
➡什么时候开始不舒服的？
➡Bạn cảm thấy không khỏe từ lúc nào?

＊アレルギーはあるのか？
➡有没有过敏？
➡Bạn có bị dị ứng không ?


