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 私は、ヴォ ティ イー トーです。6ヵ月前に、ベトナムから来ました。今、

富士特殊紙業株式会社で実習生として工業包装の技術を勉強しています。 

 私は、日本に初めて来たときにとてもびっくりして、おもしろく感じたこと

が 2 つあります。一つ目は、日本人の生活です。日本人の生活はとても静かで

す。寮の近くは夜、歩いている人も少なく、騒音もしません。そして二つ目は、

交通ルールです。道路には車がたくさん走っていますが、みなさんルールに従

って走っています。また歩行者が一番の優先です。私の国では、車が一番です

し、ルールも守らないためいつも渋滞をしています。 

 また、日本人はとても親切です。私たちのような外国人が困っているときは

いつも助けてくれます。でも、日常生活のを過ごしていく上で、近所の日本人

とコミュニケーションをとることはとても難しいです。それはきっと私たちが

外国人だからです。だから私は日本に来たときとても悲しくなることもありま

した。日本人はいつも忙しそうにしているため、困ったことがあってもなかな

か聞きにくいです。そして、私の国と違って夜はとても静かなので、怖く感じ

ることもあります。 

 でも、3年後、きっと私は自分の人生にとってかけがえのない経験を得ること

ができると思います。最初は怖いこともありましたが、だんだんと日本という

国が好きになってきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

テーマ     夢 

タイトル    もう一度 日本へ 

             フィリピン共和
きょうわ

国
こく

  ヘルハス ジェイソン 

 

 みなさん、こんにちは。私は ヘルハス ジェィソンともうします。フェィリピンのル

ソンからきました。私たちはフィリピンを『東洋の真珠』だと信じています。とてもきれ

いな国です。景色もすばらしいし、海もうつくしいです。それで,たくさん外国人がフィリ

ピンに旅行にきます。フィリピンにいるとき、テレビや映画をみて、日本人は仕事のとき、

きびしいとおもっていました。私は家族と一緒にすんでいたいから、外国へは 行きたくな

いとおもっていました。でも、フィリピンでは仕事は少ししかありません。だから私は「日

本へ行って仕事をしよう！」と思いました。  

フィリピンで日本語の勉強を 2回しました。1回目は 2016年５月から 7月までの 3か月

間、2回目は 10月から、3月までの 6カ月間です。12月はクリスマスでバケーションが長

いです。そのバケーションの時は毎日、日記をかく宿題があります。また、試験もありま

した。私は日本語の試験に合格できたので、昨年の 3月に日本にきました。 

瀬戸にある会社で働いています。会社の人はやさしいです。フィリピンにいたときに、

テレビで見た日本人とは、ぜんぜん違います。仕事で問題があると、すぐ日本語で説明し

てくれます。仕事をやりながら、わかるように話してくれます。私はよく間違えます。仕

事はする順番が多いので、覚えるのが大変です。覚えるのに時間がかかります。10 カ月過

ぎましたが、まだ、全部覚えられません。でも仕事はおもしろいです。仕事をしていると

時間が短く感じられます。休みの日は、時間は長く思えます。 

日本人は時間を守ります。フィリピンでは、友達と会うときは時間はきびしくありませ

ん。 

30分は おくれても丈夫です。日本の食べ物はおいしいです。ラーメンと牛どんが好きです。 

まだ「寿司」は食べたことがありません。だれか おいしくて 安い店を教えてください。 

日本にいる間に、富士山に登りたいです。また、フィリピンでは雪は降りませんか、たく

さんの雪も見たいです。 まだまだ、日本でしたいことや、見たいこと、行きたいところ

がたくさんあります。  また、もう一度、日本へ来たいです。 

MARAMING SALAHAT PO（マラミング サラマト ポ） 

 ありがとうございました。 

 

 

 

 



 

日本に住んで   

    「私の 日本の 冬・春・夏・秋」 

グエン・コン・トゥ 

 

 私は実習生として、一昨年の１２月に日本に来ました。 

ハノイは一年中暖かいですが、瀬戸はすごく寒かったです。 

クリスマスもお正月もすごく寒かったです。 

 去年の１月１３日、びっくりしました！ 白いものが上からたくさん落ちて

きます。  

雨じゃないです。 雪です。 生まれて始めての雪です。 

皆さん、雪を始めて見て、さわった時の 私のかんどうがわかりますか？ 

雪は、まほうみたい。 「ｔｕｙｅｔ ｖｏ」 「ＦＡＮＴＡＳＴＩＣ！」 

その時の雪の写真は 去年のフェースブックのプロフィール写真に アップし

ました。 

 寒かったけど毎日５時半に起きて、体操をしてから会社へ行きました。  

同僚も良い人で 仕事もなれました。 

 ４月の初め、桜が咲きました。桜は、とてもきれい。 「ｄｅｐ」 「ＢＥ

ＡＵＴＩＦＵＬ！」 

ベトナムでは、ブーゲンビリアが３月から１１月まで、咲いています。 

日本は 冬から春へ、花が変わります。天気も食べ物も服も変わります。 

日本の生活はたいくつしません。 おもしろくて楽しいです。 

 でも、７月と８月はすごく暑いです。ベトナムも暑いですが、「あつい」がち

がいます。 

日本の「あつい」は あせがいっぱい出ます。  

日本の夏は、むし暑い。 「ｏｉ」 「ＴＥＲＲＩＢＬＹ ＨＯＴ！」 

 ベトナムはだいたい３０度ぐらいですが、日本は４０度になります。 

日本人は寒い時も暑い時も いつも働きます。 日本人は仕事にねっしんです

ね。 

私は「日本語のひろば」で、日本語をねっしんに勉強しています。 

 １１月はきれいなもみじを見ました。  

ベトナムもバンという木の葉が赤くなりますが、もみじは ありません。 

秋は短いです。すぐ、寒くなりました。今日も寒いです。 

 私は日本の四季が大好きですが、来年帰らなければなりません。 

２０２０年の東京オリンピックはベトナムで見ます。暑くて、あせがいっぱい

出た夏を 思いだしながら、ベトナムと日本をおうえんします。 

 聞いてくださって ありがとう ございました。 
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皆さん、こんにちは、私は ワン リーチュウと申します。中国人です。よろしくお願い

します。 私は 15年前に、研修生として 2年間 日本の四国の愛媛県に来たことがありま

す。その時は、日本人がとても嫌いになりました、その会社では、中国人が 20人ぐらいで、

日本人は５人しかいませんでした。日本語をはなすのは、仕事の言葉だけでした。班長さ

んは日本人で、すごくきびしい人でした。毎日、私たちが昼休みの時間に、ご飯を食べて

いるのに、仕事の話をします。仕事を急がせます。私たちは早くご飯を食べないといけな

いので、胃が痛くなりました。ストレスもたまりました。仕事はとてもきつかったです。 

会社の近くに住んでいる日本人のおじいさんは、私たち中国人にとても優しくて、親切

でした。 そのおじいさんは、夕方仕事の終わった時に会社の外で私たちを待っていて、

話しかけてきました。また，いろいろな野菜や魚をくれました。異国で優しいおじいさん

と接していると親戚の人のように思えました。あれから 15年経ちました。そのおじいさん

の姿が、私の頭に、今でも時々浮んで来ます。中国へ帰る時には、ニ度と日本に来ること

はないと思っていました。 

でも、中国へ帰ったら日本の環境や日本人のマナーのことを思い出して、また、日本に

行きたいという気持ちになりました。そんな時，たまたま素敵な日本の男性に出会いまし

た。そして、結婚しました。それで，もう一度日本に来ることになりました。 

日本にきたときには日本語が少ししか話せませんでした。もちろん仕事も見つかりません

でした。 それで「にほんごオアシス」で日本語の勉強を始めました。日常会話が少しず

つできるようになりました。いまでも日本語はつづけて勉強しています。12 月には日本語

能力試験N2を受験しました。 

私の友達に介護の仕事をしている人がいて、よく介護の話をしてくれました。私は介護

の仕事に興味がありました。それで、その友だちの紹介で介護職員初任者の勉強を 1 か月

うけて、介護の仕事をはじめました。  

介護の仕事は大変です。最初は利用者とコミュニケーションも取れないので、先輩たち

に大変迷惑をかけました。利用者は、認知症の人や寝たきりの人、自分一人ではご飯が食

べられない人ですが、私は、その人その人に合わせて介護ができることがうれしいのです。 

15 年前愛媛県で親切にしてもらったおじいさんのことが思い出されて、ひとりひとりに親

切にしようという気持ちが生まれてきます。 

日本の介護のシステムはとてもすばらしいと思います。これから私の故郷の中国でも介

護を必要とする老人が増えていきます。私の介護の知識や方法を，そういう人たちのため

に役立てることが、うれしいです。私は心の中で『介護の仕事』をすることで、人の助け

ができることに誇りをもって生きて行こうと強く思っています。 

15年前に嫌いになった日本が、今では第二の故郷だと思えます。 

ご清聴ありがとうございました。 
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 私は、今、実習生として働いています。会社で働く前の 1 ヵ月間、組合の講

習施設で日本語の勉強や日本の文化や習慣などの勉強をしていました。 

 その中でとても印象にのこったことがあります。それは、ゴミについてです。

みなさん、ゴミの何を勉強すると思いますか？それは、ゴミの捨て方です。日

本人のみなさんはゴミの捨て方はとても簡単だと思っているかもしれません。

でも、私たち外国人はゴミの捨て方はとても難しくいつも頭を悩ませています。

私は初めてゴミの捨て方を勉強したとき、ゴミは全部ゴミなのに、どうして仕

分けなければいけないのかわかりませんでした。私の国ではどんなゴミでも全

てゴミ箱に捨てれば大丈夫です。また、ゴミを捨てる日や場所も覚えることが

とても難しく、苦労をしました。 

 組合の施設で初めてゴミを捨てる日が来たときのことは今でもよく覚えてい

ます。午前 6 時に全員が起きて、ゴミを捨てましたが、分別がしっかりとでき

ておらず、ゴミを持って行ってくれませんでした。ですので、またゴミ袋から

出してまた分別をしました。くさくて汚かったです。でも、この経験のおかげ

で私たちはゴミの仕分け方法を理解することが出来ました。 

  

 みなさん、どうして日本の道がきれいか知っていますか？私は少し前にそれ

を知ることができました。ベトナムには道にゴミ箱がたくさんあります。でも、

日本には道にゴミ箱はありません。でも、ベトナムより日本の道はとても綺麗

でゴミがありません。日本人は出かけたときに、ゴミがあったら、道には捨て

ず家へ持ち帰って捨てています。それを見たときに私はとても驚きました。本

当に日本人の意識は高く、素敵で、私たちは学ぶべきことがたくさんあること

を感じました。 

 今、日本の生活にだんだん慣れています。時々、家族を思い出して寂しくな

ることもあります。でも、毎日とても楽しいです。日本にいる間、日本人から

たくさんのことを学びたいと思います。また、私の国が日本みたいになるよう

に望んでいます。 

 

 

 

 



 

テーマ       私の夢 
タイトル      この夢に向かって 
           ベトナム共和国 トラン テイ キム トゥエット 

                         TRAN THI KIM TUYET 

 

 

皆さん、こんにちは、私は キム テゥエットと申します。ベトナムから来ました。 

瀬戸市に住んでいます。私には、2歳半の息子が一人います。子育てと家事をしながら、更

に、夫と同じ会社でアルバイトをしています。毎日、大変ですが、それでも楽しく暮らし

ています。日本に来てからその間、日本語教室の先生や、会社の皆さんにお世話になって、

本当に感謝しています 

このあいだ、「あなたの夢は何ですか」と日本語の教室で質問されました。わたしは、答

えられませんでした。その時、少しさびしい気持ちになりました。そして、昔のことが思

い出されました。実は私は、英語の先生になりたいと思っていましたが、大学に入る時、

試験に落ちてしまいました。がっかりしました。しかたなく、ほかの専門の勉強をするこ

とにしました。専門の勉強をしたあと、1年間ほど会社で経理の仕事をしました。そして結

婚して、日本に来ました。昔、英語の先生になりたいと思ったその夢のことを思い出して、

日本にいるいま、また「夢」を見つけました。 

それは「日本語の先生」になることです。実は日本語は本当に難しくて、何回勉強して

も、覚えられないので、もう諦めようとおもったことがありました。けれども 私の夫は

『日本語などの外国語を勉強するのは、くるしいが、諦めずに頑張って』といいます。 

それで、もう一度自分の夢について、ちゃんと考えようと思いました。日本にいるうちに、

日本語を一生懸命に勉強しよう！ 成功するしないにかかわらず、努力することに意義が

あるとおもいます。頑張って、努力を日々重ねていくうちに、目的に近づけるのだと思い

ました。その夢を実現させるためにもっと「話すこと」に自信を持つことだと考えました。

それが、今回のスピーチコンテストに参加した一番の理由です。そしてもう一つ、日本語

の先生になるために、今年中に日本語能力試験Ｎ２に合格することです。そうすれば、も

っと自信がつきます。私は、恥ずかしがり屋で、自分から積極的に初めての人と話すこと

が、苦手です。日本語の先生になるには、いっぱい、日本語で話すことがたいせつです。

そして何を、どんなふうに話すかは、もっと大切だと考えています。これから先の私のす

るべきことを考えると、ワクワクするほど楽しくなってきて、日本語の勉強が がんばれ

ます。 

ベトナムへ帰って日本語の先生になったら、日本のいろいろな事を伝えたいとおもいま

す。日本で暮らした生活の様子、食べもの、料理、音楽や景色、気候風土、働いている会

社のことなどです。瀬戸でくらしている毎日が、ベトナムへ帰ってからの、日本語の教材

になるかと思うと、毎日を大切に過ごしていきます。 現在、外国から日本へ来る人は、

留学生ばかりではなく、会社で働く研究者、エンジニアが多くなりました。そういう人た

ちをサポートできる人になりたいです。私の夢は大きく膨らんでいきます。 

ご清聴 ありがとうございました。 
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私は、タインです。昨年の 5月にベトナムから来ました。 

 日本は技術が高く、経済が進んでいます。日本に初めて来たとき、言葉、生

活、仕事についてわからないことが多く心配していました。 

 今、私は富士特殊紙業株式会社で工業包装作業の仕事をしています。初めて

会社に来たとき、会社はとても大きくてきれいでびっくりしました。初めて仕

事をする日、私たちは上司にあいさつをしました。それからこれから 3 年間働

く部署に案内してもらい、部屋で最初は練習をしました。練習に慣れてきたと

きに初めて工場で働きました。ここから私の仕事が始まりました。仕事は難し

いときもあります。慣れていないことも多いので困ります。ミスをしたときは、

悲しくなり、心配をしたこともあります。毎日、同じ内容の仕事をしています

が、多くの異なる製品がありますから毎日とても楽しいです。製品を検査して

いるとき、間違いが多くあるときもあるので、集中しなければなりません。 

 また会社の人はとても親切で、楽しいです。みなさんはお互いに助け合いな

がら仕事をしています。会社の人は、何かわからないとき聞いてくださいとい

つも言ってくださりとても親切です。毎日、一緒に働く従業員の人は優しくて、

楽しくて、私は大好きです。 

 この会社で働くことができて私はとても幸せです。これから帰るときまで、

一生懸命働きます。そしてこの経験を帰ったあとに活かしたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


