
番号 課 表現 ベトナム語訳 ベトナム語発⾳

1 0 おはようございます Xin chào! シン チャオ

2 こんにちは Xin chào! シン チャオ

3 こんばんは Xin chào! シン チャオ

4 さようなら Tạm biệt! タム ビエット

5 失礼します（⼊室） Xin phép (vào) シン フェップ ヴァオ 

6 失礼します（退出） Xin phép (về) シン フェップ ヴェ

7 ちょっと待てください Xin chờ chút! チン チョ チュット

8 ありがとうございます Cám ơn! カム オン

9 どういたしまして Không có gì! コーン コ ジ

10 すみません（謝罪） Xin lỗi シン ロイ

11 すみません（呼びかけ） Xin lỗi (gọi ai) シン ロイ

12 ⽔、お願いします Xin cho nước! シン チョ ヌオク

13 ⾒てください Xin nhìn シン ニーン

14 聞いてください Xin nghe シン ゲー

15 読んでください Xin đọc シン ドック

16 ⾔ってください Xin nói シン ノイ

17 書いてください Xin viết シン ビエット

18 もう⼀度お願いします Xin nhắc lại シン ヒャク ライ

19 分かりました Hiểu rồi ヒヨウ ロイ

20 分かりません Không hiểu コーン ヒヨウ

21 始めます Bắt đầu バット ダウ

22 休みます Nghỉ ギー

23 終わります Kết thúc ケット テュック

24 1 はじめまして。どうぞよろしくお願いします Rất hân hạnh ラット ハン ハイン

25 2 どうぞ Xin mời シン モイ



26 3 いらっしゃいませ Xin mời vào シン モイ ヴァオ

27 みせてください Xin cho xem シン チョ セム

28 これをください Lấy cái này ライ カイ ナイ

29 4 ⼤変ですね Mệt quá nhỉ メット クア ニー

30
がんばってください。
はい、がんばります。ありがとうございます。

Cố gắng lên. Vâng, cố gắng. Cám ơn. コ ガン レン

31 6 また今度お願いします Xin hẹn lần sau シン ヘン ラン サウ

32 じゃ、また（明⽇） Tạm biệt (đến mai) タム ビエット （デン マイ）

33 7 いらっしゃい

34 お上がりください Mời vào! モイ ヴァウ

35 お邪魔します Xin phép! シン フエップ

36 いただきます Xin mời シン モイ

37 ごちそうさまでした Rất ngon miệng ラット ゴン ミエング

38
もう慣れましたか。
はい、もう慣れました。いいえ、まだです。

Quen chưa? Quen rồi. Ch ưa quen クエン チュア︖ クエン ロイ。チュア クエン

H （誕⽣⽇、おめでとうございます） Chúc mừng sinh nhật! チュク ムング シーン ニャット

W 8 コーヒーはいかがですか Uống cà phê không? ウオング カーフェ コーング︖

41 もう⼀杯、いかがですか Thêm một ly nữa? テェーム モット リ ヌア︖

42 いいえ、結構です Không, cám ơn コーング、カム オン

43 そろそろ失礼します Sắp phải đi. サップ ファイ ディ

44 9 残念です（ね） Rất tiếc ラット ティエク

45 いいえ、まだまだです Khen quá lời ケン クア ロイ

46 11 ⾏ってきます Đi đây ディ ダイ

47 ⾏ってらっしゃい ĐI nhé ディ ネー

48 いい（お）天気ですね。そうですね。 Trời đẹp nhỉ!  Quả thật. チョイ デップ ニ︕ クア ティーアト



49 12 ただいま Về rồi ヴェ ロイ

50 おかえりなさい Về rồi à ヴェ ロイ ア

51 13 喉がかわきました Khát カーット

52 お腹がすきました Đói デョイ

53
疲れました（か）
うーん、ちょっと。いいえ、⼤丈夫です。

Mệt? Hơi mệt. Không, bình th ường. メット︖ホイメット。コーング、ビン テュオン

54 17 熱があります Sốt ソット

55 ⾵邪をひきました Cảm lạnh カム ライン

56 咳が出ます Ho ホ

57 喉が痛いです Đau họng ダウ ホング

58 頭が痛いです Đau đầu ダウ ダウ

59 お⼤事に Cẩn thận nhé カン タン ネー

60 どうしましたか Bị sao? ビ サオ︖

61 19 無理です Không thể コン テェ

62 体にいいです Tốt cho cơ thể トオト チョ コ テェ

63 体に悪いです Hại cơ thể ハイ チョ コ テェ

64 20 お腹がいっぱいです No ノー

65 21 お久しぶりです Lâu không gặp ラウ コン ガップ

66 22 おめでとうございます Chúc mừng! チュク ムング︕

67 25 いろいろお世話になりました Cám ơn! カム オン

68 どうぞお元気で Cẩn thận nhé カン タン ネー

69 29 あー、よかった May quá マイ クア

70 お先にどうぞ Mời đi tr ước モイ ディ チョウク

71 46 申し訳ありません Xin lỗi シン ロイ


