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    �国�からも�ぶ��をもつ⽬�

1.まず知っておいていただきたいこと

 ・�国�と働く�構え

 ・�国�にとってのビザ

 

2.国籍別の�徴

 ・ベトナム

 ・ネパール

3.JJS的�国��⽤成功のコツ

 
 

�国�理�を⽇��業�に

��は�国�に⽇��と働くうえでの理�研�を��前・

���と⾏っていますが、�国��⽤を成功させるには、

⽇��業�の�国�への�い理�と「なぜ�国�を�⽤す

るのか」ビジョンを現場にも共有することが不可�だと�

えています。このパンフレットは、よくある�⼀的な内�

ではなく、��1000��上の�業⽣を��してきた��
の��を元にできる�り�みやすくさせていただきまし

た。ぜひ従業員��にもお�みいただき、��⽇��と�

ってきた��や価��が�うということを知っていただ

き、�国��⽤成功の⼀助となれば�いです。

    国籍が�うことを理由にしない

まず知っておいていただきたいこと

�国�と働く�構え

��技�等で働く�国�のほとんどは、⽇�でお金を�いで仕

�りをしたり�金をする⽬的で働いています。また、⾃国と平

�の賃金も、��〜�⼗��うため、�金を�えて⽇�に�ぎ

に来ている�も中にはいます。その前提の中で⾃�がやりたい

仕事に�いています。ずっと⽇�に�みつづける��⽇��と

は立場が�うことを理�することが重�です。

これからの⽇�は、よりグローバルになっていくことは�⽩で

す。その時のために��⽇��は�国�の�々からも�ぶべき

ことがたくさんあります。⽇��で⽇��ができるだけで⾃�

たちのほうが立場が上だと�覚してしまいがちですが、グロー

バルな�点で⾒たら��⽇��も�国�も�等なはずです。�

国�からも�々なことを�ぶ��をもつことが重�です。

�国�と働いているとトラブルが�きた場�、やっぱり〇〇�

だから、、となりがちです。たしかに�った��の�いによる

国�性の�いはありますが、�どの問題はつまるところ�によ

ることが�いです。⽇��や他の国籍でも同じトラブルは�き

得たと�え、国籍��なくトラブルが�きないように�処する

ことが重�です。

    お金を�ぐが前提にある

1.



    �⽤��の内�を重んじる �国�にとってのビザ

    �国�はビザがなにより⼤切��
�国�はなにかと⾃�のビザを�配することがよくあります。

�にビザの期�が�づいてきたりするとビザについてしつこく

�いてくることもあるかもしれません。��しく�じる場⾯も

あるかもしれませんが、ビザを失�してしまうということは⽇

�にいることができなくなってしまうということです。�に⽇

�は�労に�するビザは�常に�しい国です。いまの�労でき

るビザを�得するために�々な�⼒を重ねてきています。その

背�をご理�いただけますと�いです。

    ビザの�理にはご��
�国�のビザ・在留��の�理義�は�⽤をしている⽇��業

側にもあります。�⽤する�国�のビザの期�や在留��の�

理は�国�に任せきるのではなく�業側も�理をしましょう。

異国の地に来ている�国�は⾃�を�るためにも�⽤��での

�束事をよく覚えています。とくに��の�いや�業代の未�

い（サービス�業）などはよくあるトラブルです。こちらに�

しては��⽇��からするとあまり良く思わないかもしれませ

んが、��⽇��も異国の地で働こうと思ったら同じよう⾃�

を�るために��書は⼤切なはずです。また⽇��ではなかな

かないですが、��の��等もしてくる�国�も�いです。こ

ういった��は��では当たり前であり、⽇�が��なんだと

いうこと頭の⽚隅に�いておくといいかもしれません。

技�国ビザよくあるトラブル

ビザ更�申�時に、�回申�時に

提�した業�内�と異なる業�内

�で提�してしまった場�に更�

不�可となることがよくありま

す。�回申�時の業�内�の��

は必須です。また、��の業�内

�が�更になった場�は業�内�

が在留��に�当するのかも��

しましょう。

��技�ビザよくあるトラブル

��技�ビザは�半期に⼀回�国

�理局に�告書�を提�しますが

その�に��に��った��等が

�回申�時の内�と相�がないか

を��されます。また労働基��

への��がないことや、⽇��と

同等の��を��っているか等も

チェック��です。�中で�更等

ある場�はご相�ください。

     �国�の�省や��⽇

⽇��の�省と�い、�国�の場��⾏�を乗り�ぎ、��か

らバスで12時間かかるような場�に��がある�も�なくあり
ません。また���もかかるため、⼀時�国の�は�期の休み

を�りたがる�向にあります。どのくらいまでなら可�なのか

についてはあらかじめ�しておいたほうがいいかと思います。

また、��や�暦・旧暦の�い等で、ヒンドゥー�の�は10⽉
に休みを�りたがったり、旧暦を採⽤する国��の�は2⽉が、
お正⽉にあたるため、休みを�りたがったり等があります。

�⽇に�する�え�も、���が�い��⽇��とは異なるの

で、そこへの理�や他の⽇��と休⽇のとり�が不�平になら

ないように休⽇のルールをつくったり等が必�です。

     ���的な�え�への理�

⽇�での�られた�在期間の中でお金を�ぐことを⽬的にきて

いることや、�に発��上国からきた�国�は、⽣まれたとき

から���に�ることがあまりない⽇��とは�い、"�⽇の1
万円より�⽇の1000円"みたいなところがあります。そのような
背�も理�をしておくことが⼤切です。



国籍別の�徴2.

ベトナム

�体�⼝

万�9762

政体

��主義共和国

⾸都

ハノイ

��

���

％81

在⽇ベトナム�

万�42

��成�率

2.91 %

物価上昇率

3.23 %

（2020年、年平�）

（2020年、年平�）

（2020年）

（2020年）

    ベトナムの���

ベトナムは�彩な���があります。�に中国とフランスの�

の��を��く受けてます。⾹草などを使った料理が�いで

す。またお�を使い、主�もお⽶が�いので、⽇��とも�が

�う�が�いです。

    ベトナム�の性�・�徴

地域ごとに異なる性�

ベトナム�はしたたかで超現�主義だと�われます。��は�

当たりがよく温�ですが、���的でお金や��にかかるとこ

ろでは�常にシビアに�えます。これは�く戦�や��が�え

なかったベトナムで�々に染みついたものだと�えられていま

す。しかし⼀�で、地域で性�や�つきも�っており、ベトナ

ム�同⼠どこの��なのか⾒抜き、�識して⾏動しています。

北���者の性�

ハノイなどの北�の�は、ベトナム戦�で�利し中南�の⼟地

や利�を�配した背�もあり、��的⽣活に��をもっている

�が�いです。そのため�⾯⽬で協�性が�い�向にありま

す。また中国�の�つきの�が�いです。

中���者の性�

ダナンなどの中�の�は、��地帯で��や�業で⽣活をして

きた�が�いです。そのため我��く、現�的で⾃立�が�い

�向にあります。

南����者の性�

ホーチミンなどの南�の�は、温暖な気�の��もあり、��

的で�売上⼿でコミュニケーション得�な�が�いです。ま

た、南��の�つきの�が�いです。



ベトナム�の���

ベトナム�の���は⽇��と�ています。⽇��と同じよう

にはっきり��徒というわけではないですが、お�にお�りに

いったりはする�が⼤半です。また、クリスマスは⽇��と同

じように盛⼤に�います。

ベトナム�の⼤切な⾏事

ベトナムは�⽇が年間10⽇�度と、とても�ない国ですが、⽇
�とは�い旧暦を使うため、お正⽉と捉えている時期も⽇��

と異なります。1⽉下旬〜2⽉下旬（年によって�わる）の旧歴
のお正⽉（旧正⽉）が年間で�も⼤きな⾏事にあたります。

現地では10⽇〜2�間�度休むのが⼀�的です。そのため⽇�で
働くベトナム�もその期間は休みを�りたいと申�をしてくる

ことがよく⾒られます。

ベトナム�は��を⼤切にする

ベトナムは昔の⽇�のように三�代の��で⼀�に暮らしてい

る事が�いです。ベトナム��では共働きも�いため、��の

制度も共働きに�わせた制度を作っている�業がたくさんあり

ます。��⾏事も�く、仕事よりも��を優先します。

ベトナム�女性の労働��率が�界⼀!?
ベトナムの女性労働��率は正���レベルです。ベトナム現

地にいくと�理�は�員女性というのも�しくありません。

ベトナム戦�で男⼿が減り、戦�の��成�の担い⼿が女性だ

った背�や、�等��の�了��も男女同じであるなどの背�

があるためです。そのため⾃�のキャリアに�して��な女性

も男性同��常に�いのが�徴です。

    JJSで働くベトナム�にインタビュー

    ベトナム�のあいさつ

おはよう・こんにちは・こんばんはシンチャオ

カムォン ありがとう

シンローイ ごめんなさい

Q�⽇��業で働いてみてカルチャーショックだったことは�
A：ベトナムとは時間に�する�え�が���いました。ベトナ
ムも都�の��は⽇�と同じ�えを持っている�業も�いです

が、�し⽥�にあるような�業だと5�10�の��はほとんど気
にしません。⽇�に来たばかりのときに1�の��も駄⽬だと知
りカルチャーショックでした。�は�れてきちんと��してい

ます笑

Q�⽇��業で働いてみて良いなと思ったところは�
A：�が��先�業に�問したときに、お茶やお菓�をを�して
頂き、そのようなおもてなしが�晴らしい��だと思いまし

た。ベトナム�業では�えられません。

Q���に⽇��業に�してほしいところは�
A：ルールが硬すぎることです。�しい��を�したり、
�しいことにもっと挑戦したりしたほうがいいと思います。

コイさん（26）

前��技����理団体

在�歴�6年



ネパール

�体�⼝

万�2970

政体

�邦�主共和制

⾸都

カトマンズ

��

ヒンドゥー�

％81

在⽇ネパール�

万�9.5

��成�率

2.30 %

物価上昇率

6.15 %

（2020年、年平�）

（2020年、年平�）

（2020年）

（2020年）

    ネパールの���

ネパールの�はカレーで使う⾹�料を�く使います。⼤体どの

料理にも⾹�料を使うため、⽇��からすると�回カレー味だ

なと思ってしまうほどです。また��上、⽜⾁や�⾁は�べれ

ない�が�いです。とりわけ��するカーストや��的地�が

�い�ほどその�向は�くなります。�理に�べさせたりは�

�にNGです。また、�⽇⾹�料の�いものを�べているため、
体から⾹�料の匂いがする�もいます。

    ネパール�の性�・�徴

性�

とにかく�受性�かで��っこくコミュニケーションが得�な

�が�いです。��や友�が�っていると助け�います。その

ため�にサービス業での�価が�いです。しかし周りが助けて

くれるのが当たり前な��が��してか、他⼒�願なところが

あります。⾃�で�決せず�にやってもらおうという場⾯を�

く⾒ます。また、�のつながりも�いため、良い�も、�い�

もすぐに�まります。

知っておきたいカースト制度

カースト制度とは����制度のことです。もともとは王国の

�固な��的基�を構築するために作られ、�列の�い��は

同じ井戸の�を�めなかったりしたようです。

現在では�的には�⽌されていますが、��的制度としては�

もなお中�年�上のネパール�中�に�っています。しかし、

��の若者は�国の��にも�れ、あまり気にしなくなってき

ています。�に�⽇しているネパール�はほとんどの�が気に

していないので��してください。しかし�が�い問題なの

で、ネパール�の前でカースト制度の�題はあまりしないほう

が��でしょう。



ネパール�の���

ネパール�は、ほとんどがヒンドゥー�徒です。�によって�

�度は異なりますが、⽜を�すことは��上禁じられているた

め、基�的に⽜⾁は�べません。（�理等はほとんどの�がで

きます）中には�⾁も�べない�もいます。そのため、ちょっ

としたいたずら�で⽜⾁を�べさせたりなどは��にNGです。

�内に不�があると�主にする

ヒンドゥー�徒のネパール�男性は�が�くなると�の⽑を�

主にします。また13⽇間は�が�ったものは�べません。
�にサービス業の⽇��業は、�に�主になるとびっくりする

かもしれないので、知っておく必�があります。

ネパール�の⼤切な⾏事

�年10⽉�になると（年によって�わる）ネパール�⼤のお�
りダサインがあります。ダサインとは女�ドゥルガが�々を苦

しめる�物に�利したことを�うヒンドゥー�徒の2�間�度の
お�りですが、現地では、この時期は��と⼀�に�ごすのが

⼀�的です。そのため10⽉�に有�休暇等を�得して⼀時�国
をしたいと申�をしてくるネパール�は�いです。

ネパール�の��

�が�んでくる��は、まだまだ昔からの⾵�が�っていま

す。同じ��の�だったり、カーストの��が�いすぎると

��できなかったりします。

また、ネパールの�は��も��的早いです。⽇�で��が決

まると��をする�が�いことも知っておきましょう。

    JJSで働くネパール�にインタビュー

ごめんなさい

    ネパール�のあいさつ

おはよう・こんにちは・こんばんはナマステ

ダンネバード ありがとう

マーフガルノス

Q�⽇�で働いてみてカルチャーショックだったことは�
A：ネパールは男性��のため女性はあまり働いていません。
⽇�では女性も活�していたため�きました。

Q�⽇��業で働いてみて良いなと思ったところは�
A：いっぱいありますが、1つはお��を⼤切にすることです。
⾃�たちではなくお��を中�に�えるので⼤�ですがやりが

いがあります。

2つめは時間への正�さです。
ネパールでは30�ぐらい�れても気にしないので、��時間や
�束した時間は�るところはいいと思っています。

Q���に⽇��業に�してほしいところは�
A：先�と��の��ですね。��はずっと��で、先�のいう
ことを�かないといけない��が�い気がしますね。そういう

��では⾃�の�⾒を�いづらくなってしまうので�したほう

がいいと思います。

コイララさん（36）

前��⼤��⽣

在�歴�10年



   指⽰・�頼等は�体的にする

�国�の�に指⽰や�頼をすると、こちらの��したことと異

なる��や�品があり、それが元でよくトラブルが�こりま

す。このようなケースは�々にして、�国�・⽇��どちらに

も�があります。

まず�国�の�は指⽰・�頼されたときに、よくわかっていな

くても、わかったような�事をすることが�いです。指⽰をし

た⽇��がそれを�呑みにするとトラブルが�こります。

�して⽇��側は"⽇��同⼠での阿吽の呼�"になれており、
指⽰を�体的にしていないことがよくあります。

�国�相⼿にはより5W1Hを�識した指⽰が必�です。

   �前で叱らず、１�１で指�
�国�は⽇���上に叱られることに��です。�前で叱る⾏

為は��が想�する�上に��的⾏為だったりします。

また、�国�にはとりあえず�ってその場を保つような��は

ないので、�るということは⾃�が�て�を�めるという�識

の�国�も�くいます。�前で��してくる�国�に⽇��側

も�情的になってしまい予期せぬトラブルになったりもするの

で、1:1の指�を��し、たくさん�めてあげてください。

   ��を�えるようするメンター制度の��
�国�と働いていると、⽇��の上司には�に仕事上問題ない

ように�る�っていても、�国�同⼠では��を�い�ってい

ることが�常に�くみられます。そのため、メンター制度を�

�することをおすすめします。メンターは、できれば��留�

等の��があり�国�への理�があるが��的な上司ではない

�がおすすめです。

   �国�に�わせた休暇制度の��
⽇�のお正⽉期間に休むよりも⾃国の⾏事期間に休みたい�国

�は�くいるため、そのような働かせ�ができる�業は�り�

れてもいいかもしれません。

  ��内�を�る

�国��⽤において、よくトラブルになるのが�⽤��内�の

�識の相�によるトラブルです。基�的に�国�の�は�⽤�

�書に書いてある内�をきちんと�ってくれるものだと思って

います。�業代がきちんと��される場�は喜んで�業する�

が�いですが、サービス�業などは⽇�のみの独�な��と�

識しておく事が重�です。⼀度、この��は"�束を�ってくれ
ない"というような�が�国��員の中で�まると⼀�に�めて
しまうこともありうるので、�⽤��内�はきちんと履⾏でき

る内�にしておくことと、なるべく�かく�⽤��書に��を

し、内�も��に��しておくことが重�です。

   とにかく�間��をよくする
現�問題、⽇��を�⾜に�せない�国��員に�料をそこま

で�く��えない場�も�いかと思います。そのような場�で

も�国��⽤に成功している�業はたくさんあります。そうい

った�業は�国�と⽇��の�間��が良いことがほとんどで

す。⽇��も�国�も��理由として�も�い理由はお金と�

間��かと思いますが、�国�は�間��においても苦労をし

てきた�が�いのでお金よりも�間��を重��している�も

�くいます。�しいことですが、�国�に��のアルバイト等

での�かった��を�くと、⽇��と�国�への�度が�い、

�国�はすぐに怒られるという�をよく�きます。そのため、

いざ��を�えても�の�場で�間��をうまく作れるかを気

にする�国�の�が�常に�いです。�国�との��構築の⼿

�として、��や��に�ってみることもおすすめです。

��には��の��さんとゴルフに⾏った��を�しそうに�

ってくる�業⽣もいました笑。

        的 �国��⽤成功のコツ3. JJS


