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　「ベトナムは遠い国だ」とか「ベトナムはマイナーな言語だ」と言われ
つづけることに違和感を持ちながら，ここ数年を過ごしてきました．日本
とベトナムの間には毎日 10便以上の飛行機が飛び，ビジネスマンや観光
客を運んでいます．ベトナムを旅する日本人は年間 20万人を越え，日本
にやってくるベトナム人観光客，留学生なども増加の一途です．身の回り
にあふれるベトナム製の洋服，靴，海産物，そして可愛い雑貨など，“もの”
でのつながりを見る限り，「ベトナムは遠い国だ」というのはやや前時代
的です．
　では，ベトナム語はどうでしょうか．ベトナムは多民族国家ですから，
ベトナム国内でベトナム語を母語とするのは人口の約 90パーセント，お
よそ 8000万人です．少数民族の人々も第二言語として使用しています．
さらに，アメリカ，フランス，オーストラリアにもベトナム系の住民がた
くさんいて，彼らもベトナム語を話し，ベトナム文化を大切にして生活し
ています．日本にも十数万のベトナム人がいます．
　また，ベトナムについて研究したり，学んだりする人の数を見ると，日
本はベトナム研究の先進国と言えます．政治経済，歴史，文化，生活など，
あらゆる分野で日本人研究者が活躍しています．そうした研究活動を支え
る縁の下の力持ちであり，かつ言語研究の精華である越日辞書も充実した
ラインナップです．世界的に見ても偉業といえる大辞典級のものがあり，
いっぽうでは学習者用に細かな説明がついた辞書も揃っています．
　この現実を見たときに，ベトナム語をもっともっと身近に感じられるよ
うな，そしてベトナム人も喜んでくれるような「ベトナム語らしさ」も身
につけられる辞書，つまり新しいスタンダードになる辞書を作りたいと考
えました．

①一語一語，イメージを柔らかくつかんでいく
　ベトナム語と日本語は全く別の言語です．意味や使い方が一対一で対応
しているわけではありません．したがって，語が持つイメージをつかむこ
とが大切です．



②語の意味をしっかり理解する
　ふわっとしたイメージの伝え合いだけでは，コミュニケーションは成り
立ちません．それぞれの語が持つ意味をはっきりと，そして正しく理解す
ることも重要です．この辞書では，現代ベトナム人の言語生活に則して選
んだ見出し語に簡明な日本語で意味を説明し，さらにベトナム語らしさに
こだわった例文を添えました．ベトナム語を説明するために日本語で考え
た例文ではなく，ベトナム語を説明するのに適したベトナム語の例文を，
ベトナム人と日本人で一緒に探してきたものです．

③よく似た語の使い分けをマスターする
　外国語の辞書を引くと，例文を見ただけでは分かりにくい “差 ”に気が
つきます．この表現とあの表現はどう違うのだろうか，こんな時はどれを
使ったらよいのか，と悩みます．また，授業中に学生から提出された作文
やエッセイを見ていると「ここの使い分けができたら初級卒業！」という，
いわゆる共通の誤りもあります．学習者としての苦労，ベトナム語教師と
しての経験，そしてベトナム語研究者としての知見，編者たちの三者三様
の立場で，使い分けに熟達するためのヒントを盛り込みました．

　この辞書の書名はベトナム語で !"#$%&'#()*'+#,-'+#.%/(01)2(です．ぜ
ひ ()*'+#,-'+（普段使い，常用）の辞書として，みなさんのお手もとに
おいてください．
　貴重なご助言をくださった須田弥生さん（ハノイ在住），いつも励まし
てくださった 3)45#64%先生（カリフォルニア大学ロサンゼルス校），そ
して企画から 5年間，著者 3人とともに一語一語に悩み，笑う日を一緒
に過ごしてくれた編集部の岩堀雅己さんに御礼申し上げます．また，カト
ウタカシさんのイラストが，ページをめくる楽しみを増やしてくれました．
　この辞書が，日本とベトナムの自由な往来と活発な交流を可能にする『パ
スポート』の役割を果たしてくれたら，という願いを込めて送り出します．
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この辞書の使い方

1.  見出し語
　見出し語はおよそ 4200語．これはベトナム語の入門，初級学習者にと
って必要にして十分な量です．そのほか，各見出し語には同義語や反意語，
派生語や関連表現も多数掲載しています．また，コラム「表現の泉」や巻
末のテーマ別語彙集「単語の泉」など付録も充実しています．約 2000語
の日本語－ベトナム語索引も有用です．
　一語に複数の意味がある場合には，原則として名詞→動詞→性詞の優先
順位で配列しましたが，使用頻度や重要度に鑑みて順番が変わっている語
もあります．語義ごとに 78#98#:…と番号を振りました．
　また，綴りは同じでも全く別の語（同綴異義語）については，それぞれ
を独立した見出し語として採用し，右肩に 18#2…と番号を振って区別して
あります．なお，用例中の見出し語は「～」で代用してあります．

2.  発音
　発音の目安となるようにカタカナで読み方を記しました．南部のみで使
われる語には南部方言の発音にしてあります．
　ただ，発音の大きな特徴である声調をカタカナで表すことはできません．
また，母音や語末子音を正確に記すことも不可能です．ベトナム語の文字
と発音のしくみについては巻末の「ベトナム語の文字と発音につて」を参
照してください．

3.  品詞
　以下の略語で明示してあります．
動（動詞##$;'+#("）# 人や物事の動きを表す語．
名（名詞##,<')#("）# 物や事柄を表す語．
性（性詞##(=')#("）# 物や事柄の性質・状態を表す語．
副（副詞##>)?#("）# 動きの状態や頻度，性質や状態の程度を表す語．
助（助詞##(@A#("）# #名詞について強調したり，文末に置いて文全体に

気持ちを添える働きをする語．
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介（介詞##+%B%#("）# 所有や所属，手段，目的などを表す語．
連（連詞##C%D'#("）# 語や文を連結させる働きを持つ語．
代（代詞##$E%#("）# 「これ，それ，あれ，どれ」（こそあど）を表す語．
数（数詞##FG#("）# 物を数えたり，月日を言ったりする語．
量（量詞##CHA'+#("）# 物の多寡を表す語．
類（類別詞##CIE%#("）# 特徴や機能によって名詞を区別する語．
嘆（感嘆詞##()J'#("）# 話者の気持ちや感情を伝える語．

ほかに 繋（繋詞##)/#("）の CKがあります．名詞述語文を作ったり，文や語
句を結びつける働きを持つ語です．

4. 配列の順序
　見出し語はベトナム語アルファベットの順番で並んでいます．声調はベ
トナム国内で一般的に使われている辞書や印刷物と同様に，以下の順です．
　①#平らな声調# ()<')#'+<'+#（記号なし）
　②#下がる声調# ()<')#)4LM'#（記号 `）
　③#尋ねる声調# ()<')#)N%# （記号#####!）　④#倒れる声調# ()<')#'+O# （記号 ˜）
　⑤#鋭い声調# ()<')#FP5# （記号 ´）
　⑥#重い声調# ()<')#'Q'+# （記号#.#）
《iと yについて》
　ベトナム政府は Lではなく %の使用を強く推進していますが，まだまだ
定着していず，異論も多くあります．そこで，この辞典はベトナム人の慣
用に基づいた表記を採用しました．
①#ベトナム語の語彙の約 60パーセントを占める漢越語（漢語に由来する
語）では，音節頭の子音が R08#C08#S08#(0の場合は Lで書き，それ以外は
%で書く．
RT#()42(《技術》，CU#,I《理由》，ST#()42(《美術》，5*'+#(L《公司》
［=会社］，5)%V'#FW《戦士》

②#一文字の語（L　医学）は Lで書く．
　　従って，「麺」を意味するSXは %で，「アメリカ」を意味するYTは
漢越語なので Lで表記します．なお，ベトナム人は %を %#'+P'（短いイ），
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Lを L#,K%（長いイ）と区別します．Lは，かつては L#+@Z5（ギリシアの
イ）と呼ばれることも多かったです．
③#母音の後では，母音 0[8#\に続く場合は Lで，それ以外の母音では 0%と
なる．なお，0[が Lと結びつく時には <の上の記号が消えて 0<Lと表
記される．
　　従って，5<%（身につけた習慣を止める）は「長いアと短いイ」で［カ
ーイ］と発音します．他方，5<L（味が辛い）は，もともと [が「短いア」
の音ですから <Lの部分は「短いアと長いイ」を意識して［カイー］と
発音するといいでしょう．

　　なお，漢越語の場合は①の原則が優先されます．]%（《南》アイロン
をかける）は %で，]L#^<'（委員会）は母音 4の後ろですが漢越語だか
ら Lで表記します．

5. より深く，より広く理解するためのヒント
　意味が似ている語の使い分けや細かい差がよく分かる「表現の泉」，テ
ーマ別の関連語句がこんこんと湧き出すような「単語の泉」は読者のみな
さんのオアシスになるでしょう．
　また，この辞書をもっと活用するために，以下の記号にも慣れてください．
◇# 語句の用例：見出し語を含む関連表現，語句．
◆# 参考：語法上の注意，正しく理解するためのヒント．
＝# #同義語：似たような，あるいはほぼ同一の意味を持つ語．用法に注

意すべき場合には◆で説明してある．なお，同義語には，微妙な意
味合いや語が帯びている文法的機能が異なり，単純な入れ替えや置
き換えが難しいものも多く含まれる．

↔　# #反意語：おおむね反対の意味を持つ語．反意語が見出し語に採用さ
れていない場合には簡潔な日本語訳を添えてある．

《北》# 主に北部で用いられる．
《南》# #主に南部で用いられる．なお，見出し語が《南》の場合には，カタ

カナ発音は南部方言（サイゴン方言）で記す．
《口》# 口語表現．
《俗》# 俗語．非常に親密な間柄や，くだけた会話で用いる．
《古》# 現在はあまり使われない語．
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《括》# #包括的な言い方．動作，物事，状態を個別具体的にではなく，総合
的，包括的にとらえた語．たとえば「シャツを着て，ズボンを履く」
のような具体的な表現ではなく，「衣服を着用する」のような表現
に使う語．_4`'#JI「衣服（＝シャツやズボンなどをひと括りにし
て言う語）」や，着る，履く，装う，身にまとう…を包括的に言う
['#SQ5「着用する」などがある．総合的，包括的にとらえた語な
ので，名詞《括》は数えることができない．従って，数詞とは一緒
に用いられない．
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