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　　＼ ……この部分
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）書く：か＼く　 見せる：みせ＼る

　￣ ……この語
ご

には下
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がり目
め

がありません。 例
れい

）日本語：にほんご￣

語彙 アクセント 課 パート 英語 中国語 ベトナム語

あ アーティスト ア＼ーティスト 7 練習しよう2 artist 艺术家 nghệ sĩ

アイデア ア＼イデア 9 読解 idea 创意、主意 ý tưởng

相手を立てる
あいて＼を・
たて＼る

12 読解 to consider the other party 给对方面子 giữ thể diện

あいにく あいにく￣ 7 会話 unfortunately 不凑巧 thật không may

曖昧（な） あいまい￣ 1 読解 ambiguous 暧昧 mơ hồ

アウトソーシング（す
る）

アウトソ＼ーシン
グ

7 読解の表現 to outsource 外包、对外委托 thuê ngoài

挙がる あがる￣ 12 練習しよう1 to be raised 提出 được đề cử

握手（する） あ＼くしゅ 6 読解 to shake hands 握手 bắt tay

アクセス（する） ア＼クセス 9 練習しよう1 to access 访问 đăng nhập

挙げる あげる￣ 1 読解 to mention 举出 đưa ra

与える あたえる￣ 1 読解 to make (a good impression) 给予 gây ra

悪化（する） あっか￣ 10 読解の表現 to worsen 恶化 trở nên xấu đi

扱う あつかう￣ 3 会話の表現 to handle 处理 xử lý

アドバイス（する） ア＼ドバイス 5 読解 to give advice 建议 lời khuyên

後回し（する） あとま＼わし 9 読解 to put something off 推迟、缓办 hoãn lại

アナウンス（する） アナウ＼ンス 4 会話の表現 to announce 广播 thông báo

アプリ ア＼プリ 10 練習しよう1 app 应用软件、APP phần mềm

アポ ア＼ポ -
ビジネス場面でよく
使う用語

appointment (abbreviation

of アポイントメント)

约客户会面(アポイント

メント的略语)

cuộc hẹn  (viết tắt của アポ

イントメント)

アポイント アポ＼イント -
ビジネス場面でよく
使う用語

appointment (abbreviation

of アポイントメント)

约客户会面(アポイント

メント的略语)

cuộc hẹn  (viết tắt của アポ

イントメント)

アポイントメント アポ＼イントメント -
ビジネス場面でよく
使う用語

appointment 约客户会面 cuộc hẹn

甘える あまえる￣ 12 読解 to take advantage of 安于 thỏa mãn

新た（な） あ＼らた 3 読解の表現 new 新的 mới

アラブ ア＼ラブ 2 読解 Arab 阿拉伯 ả rập

表す あらわ＼す 1 読解 to indicate 表示 biểu hiện

現れる あらわれ＼る 5 読解 to appear 出现 được xuất hiện

あるいは ある＼いは 7 読解 or else 或者 hoặc

合わせる あわせ＼る 2 読解 to align with 配合 điều chỉnh

慌てる あわてる￣ 11 読解 to panic 惊慌、慌乱 vội vàng, hấp tấp

案 あ＼ん -
ビジネス場面でよく
使う用語

plan 方案 ý tưởng

アンケート ア＼ンケート -
ビジネス場面でよく
使う用語

questionnaire 问卷调查 phiếu đánh giá

案件 あんけん￣ -
ビジネス場面でよく
使う用語

subject 议案、项目 vấn đề, việc

い 言い訳（する） いいわけ￣ 3 読解 to make an excuse 辩解 bao biện

生かす いか＼す 9 読解 to make use of 发挥、活用 tận dụng

いかにも いか＼にも 11 読解 evidently 真的 đúng là, quả thật

行き来（する） いき＼き 9 読解の表現 to go back and forth 往返 đi lại

意気投合（する）
い＼き・
とうごう￣

1 読解の表現 to get along well with 意气相投 tâm đầu ý hợp

育成（する） いくせい￣ 7 読解の表現 to develop/to train 培养 nuôi dưỡng

『外国人のためのケーススタディで学ぶビジネス日本語　中級』
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語彙 アクセント 課 パート 英語 中国語 ベトナム語

以後 い＼ご 9 会話 from now and onwards 以后 trở về sau

意志 い＼し 7 読解 will/intention 意志 ý chí

意思 い＼し 9 読解 intention 想法 tâm trạng

意識（する） い＼しき 4 読解の表現 to be aware of 意识 ý thức

抱く いだ＼く 9 読解 to harbor (suspicions) 抱有 ấp ủ

痛める いため＼る 1 練習しよう1 to injure 弄疼 làm đau

一員 いちいん￣ 9 読解 a member 一员 một thành viên

一段落（する） いちだ＼んらく 10 会話 to reach a stopping point 告一段落 tạm dừng

一人前 いちにんまえ￣ 1 読解の表現 fully-fledged person 称职的人、够格的人 người trưởng thành

一方 いっぽ＼う 1 読解 on the other hand 另一方面 mặt khác

一方的（な） いっぽうてき￣ 3 読解の表現 unilateral 单方面的 phiến diện, đơn phương

異動（する） いどう￣ -
ビジネス場面でよく
使う用語

to transfer (to another

department/position/branch)

（工作、职务的)变动、
调动

chuyển công tác (đến chi nh

ánh/ văn phòng khác của cô

ng ty)

異文化 いぶ＼んか 7 読解 different culture 异文化、不同文化 nền văn hoá khác nhau

イベント イベント￣ 5 読解の表現 event 集会、活动 sự kiện

依頼（する） いらい￣ -
ビジネス場面でよく
使う用語

to request 委托、请求 nhờ vả

印鑑 いんか＼ん -
ビジネス場面でよく
使う用語

personal stamp/seal 印章 con dấu

印刷（する） いんさつ￣ 1 練習しよう1 to print 打印、复印 in

印象 いんしょう￣ 1 読解 impression 印象 ấn tượng

飲食 いんしょく￣ 1 読解 eating and drinking 饮食 ăn uống

インターンシップ
インターンシ＼ッ
プ

12 読解の表現 internship 实习 thực tập

インテリア インテ＼リア 12 練習しよう1 interior 室内装潢 nội thất

う 受け入れる うけいれ＼る 7 読解 to accept 接受、同意 chấp nhận

受け止める うけとめ＼る 1 読解 to receive 接受、理解 tiếp nhận, đón nhận

受け身 うけみ＼ 12 読解 passive/defensive 被动 bị động

ウチ ウチ￣ -
ビジネス場面でよく
使う用語

(used to refer to the group/

organization one belongs to)

内部(指自己所属的组织
或团体等)

(tổ chức, đoàn thể mà mình

trực thuộc)

打ち上げ うちあげ￣ 7 ロールプレイ end-of-project party
（一项工作结束时举办
的）宴会

ăn mừng

打ち合わせ うちあわせ￣ -
ビジネス場面でよく
使う用語

meeting 碰头会 cuộc họp làm ăn

奪う うば＼う 9 読解 to steal 剥夺、占用 cướp đi, lấy đi

生み出す うみだ＼す 5 読解の表現 to produce 创造出 phát minh ra

売り上げ うりあげ￣ 1 練習しよう1 sales 销售额 doanh thu

え 影響（する） えいきょう￣ 8 読解 to affect 影响 ảnh hưởng

営業（する） えいぎょう￣ -
ビジネス場面でよく
使う用語

to do business 营业 kinh doanh

会釈（する） え＼しゃく 6 読解 to bow slightly 点头致意 cúi chào

得る え＼る 4 読解の表現 to gain 得到 thu nhận

円滑（な） えんかつ￣ 9 読解の表現 smooth 顺利 viên mãn

お 応募（する） おうぼ￣ 12 練習しよう1 to apply for 报名、应征 ứng tuyển

終える おえる￣ 4 読解 to finish 结束 kết thúc

大まか（な） おおまか￣ 9 会話 rough/broad (numbers) 大略 đại khái, sơ lược

多めに おおめに￣ 7 読解 more 略多些 nhiều

大目に見る
おおめに￣・
み＼る

12 読解の表現 to overlook 不深究 bỏ qua

起こる おこ＼る 4 読解の表現 to occur 发生 xảy ra

おごる おごる￣ 4 ロールプレイ to treat 请客 chiêu đãi

抑える おさえ＼る 8 練習しよう2 to hold down 抑制 kiềm chế
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語彙 アクセント 課 パート 英語 中国語 ベトナム語

お辞儀（する） おじぎ￣ -
ビジネス場面でよく
使う用語

to bow 鞠躬 cúi chào

押し通す おしと＼おす 12 読解 to persist 贯彻、坚持 giữ nguyên

お歳暮 おせいぼ￣ 6 読解の表現
a year-end gift (a wintertime

gift given to a person who

took care of you)

岁暮礼品(给关照过自己
的人寄送的冬日礼品)

(quà gửi đến người mình

biết ơn vào mùa đông)

お互い おたがい￣ 2 読解 each other 互相 lẫn nhau, cùng nhau

穏やか（な） おだ＼やか 1 読解 gentle 温和、平稳 điềm đạm, ôn hòa

お中元 おちゅうげん￣ 6 読解の表現

a mid-year gift (a

summertime gift given to a

person who took care of

you)

中元礼品(给关照过自己
的人寄送的夏日礼品)

(quà gửi đến người mình

biết ơn vào mùa hè)

訪れる おとずれ＼る 4 練習しよう2 to visit 拜访 đến thăm

思いつく おもいつ＼く 12 読解 to think of 想到 nhớ ra, nảy ra

恩恵 おんけい￣ 10 読解 benefit 恩惠 ân huệ

御社 お＼んしゃ 2 会話

your company (the

respectful form used to

indicate the company of the

person one is speaking to)

贵公司（用于表示对方所
属公司时的尊敬语)

công ty bạn (cách nói kính

ngữ)

温泉 おんせん￣ 1 読解 hot spring 温泉 suối nước nóng

恩を売る お＼んを・うる￣ 10 読解 to demand gratitude 卖人情
làm phúc, ban ơn (mong

được trả ơn)

か ～か ～か￣ -
ビジネス場面でよく
使う用語

～division ～科 tổ~

開花（する） かいか￣ 5 読解 to bloom 开花 khai hoa

解決（する） かいけつ￣ -
ビジネス場面でよく
使う用語

to resolve (a problem) 解决 giải quyết

介護（する） か＼いご 11 読解の表現 to nurse 护理 chăm sóc, điều dưỡng

開催（する） かいさい￣ 2 会話の表現 to hold (an event) 举办 tổ chức

開示（する） かいじ￣ 9 読解の表現 to disclose 公开 công khai

外出（する） がいしゅつ￣ -
ビジネス場面でよく
使う用語

to go out of the office 外出 ra ngoài

会食（する） かいしょく￣ 8 読解の表現 to eat together 聚餐 hội họp ăn uống

害する がいす＼る 1 読解 to damage/to hurt 伤害 làm tổn thương

改善（する） かいぜん￣ 12 読解の表現 to improve 改善 cải thiện

開発（する） かいはつ￣ 4 練習しよう1 to develop 研发 phát triển

回避（する） か＼いひ 7 読解の表現 to evade 避免 tránh

改良（する） かいりょう￣ 8 読解の表現 to improve 改良 cải tiến

抱える かかえる￣ 8 読解 to have/to be burdened by 担负 vướng mắc

欠かせない かかせない￣ 9 読解 cannot be without 不可或缺 không thể thiếu

限る かぎ＼る 10 読解 to limit 限于 chỉ

確実（な） かくじつ￣ 12 会話 certain 确实 chính xác

学習（する） がくしゅう￣ 10 読解 to study/to learn 学习 học tập

確定（する） かくてい￣ 9 練習しよう1 to settle 确定 quyết định

角度 か＼くど 6 読解 angle 角度 góc độ

確認（する） かくにん￣ -
ビジネス場面でよく
使う用語

to confirm 确认 xác nhận

格別（な） かくべつ￣ 3 読解の表現 special 格外 ngoại lệ

過去 か＼こ 12 読解 the past 过去 quá khứ

重ね合わせる かさねあわせ＼る 6 読解 to overlap （双手）交叉放在一起
chồng lên nhau (2 tay chồng

lên nhau)

重ねる かさねる￣ 4 読解 to do something again 重复 chồng lên

数多い か＼ずおおい 5 読解 many 很多 số lượng lớn

画像 がぞう￣ 10 読解の表現 picture 图片 hình ảnh
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語彙 アクセント 課 パート 英語 中国語 ベトナム語

がたがた（する） が＼たがた 11 練習しよう1 to be rickety 摇摇晃晃 lập cập

片付ける かたづけ＼る 1 会話の表現 to clean up 收拾、整理 dọn dẹp

語る かたる￣ 5 読解 to speak 说、讲 kể lại

カタログ カタログ￣ 2 会話 catalogue 商品目录 catalog

価値観 かち＼かん 5 読解の表現 sense of value 价值观 quan điểm sống

勝手（な） かって￣ 11 はじめに arbitrary 随意、随心所欲 tự ý

可能性 かのうせい￣ 7 読解 possibility/potential 可能性 tính khả năng

株式会社
かぶしきが＼い
しゃ

-
ビジネス場面でよく
使う用語

joint-stock company 股份公司 công ty cổ phần

花粉 かふん￣ 5 読解 pollen 花粉 phấn hoa

花粉症 かふんしょう￣ 5 読解 hay fever 花粉症 dị ứng phấn hoa

画面 が＼めん 10 読解の表現 screen 画面 màn hình

かゆい かゆ＼い 5 読解 itchy 痒 ngứa

考えつく かんがえつ＼く 12 読解 to think of 想到 suy nghĩ ra

関係（する） かんけい￣ -
ビジネス場面でよく
使う用語

to be related to 有关系 liên quan

感謝（する） か＼んしゃ 4 テーマ to thank 感谢 cảm ơn

感情 かんじょう￣ 1 読解 emotion 感情 cảm tình

勘定（する） かんじょ＼う 7 読解 to settle a payment 买单、结帐 thanh toán

感情的（な） かんじょうてき￣ 3 読解の表現 emotional 感情上的
mang tính cảm tình, nhạy

cảm

感じる かんじる￣ 2 読解 to feel 感到 cảm thấy

関心 かんしん￣ 5 読解 concern 关心 quan tâm

間接的（な） かんせつてき￣ 3 読解 indirect 间接的 tính gián tiếp

感染（する） かんせん￣ 1 読解の表現 to be infected 感染 truyền nhiễm

感想 かんそう￣ 1 読解 impression/one's thought 感想 cảm nghĩ

勘違い（する） かんち＼がい 8 読解 to misunderstand 误会、错认为 hiểu lầm

幹部 か＼んぶ 1 読解の表現 executive 干部 trụ cột

完璧（な） かんぺき￣ 9 読解の表現 perfect 完美 hoàn hảo

関連（する） かんれん￣ 7 読解 to be relevant to 关联 liên quan

き 議案 ぎあん￣ 12 会話 agenda 议案 đề án trong hội nghị

気温 きおん￣ 5 読解 temperature 气温 nhiệt độ

企画（する） きかく￣ -
ビジネス場面でよく
使う用語

to plan 计划 đề án

気が付く きが￣・つ＼く 9 読解の表現 to realize 注意到 nhận ra

利き手 ききて￣ 5 会話の表現 dominant hand 好使的那只手 tay thuận

聞き手 ききて￣ 8 読解の表現 listener 听者 người nghe

企業 き＼ぎょう -
ビジネス場面でよく
使う用語

corporation 企业 xí nghiệp

期限 き＼げん 8 読解 deadline 期限 thời hạn

機材 き＼ざい 9 読解の表現 equipment 机械材料 máy móc

帰社（する） き＼しゃ 11 読解
to return to the

company/office
回公司 về công ty

議事録 ぎじ＼ろく 1 ロールプレイ a record 议事记录 biên bản cuộc họp

築く きず＼く -
ビジネス場面でよく
使う用語

to make (connections) 构筑 xây dựng

傷つける きずつけ＼る 12 読解 to hurt 伤害、挫伤 làm tổn thương

期待（する） きたい￣ 1 読解 to expect 期望 kỳ vọng, mong đợi

議題 ぎだい￣ 12 読解 agenda 议题 chủ đề họp bàn

貴重（な） きちょう￣ 4 会話 valuable 贵重 quý trọng

基調 きちょう￣ 12 練習しよう1 basic tone 基调 thành phần chủ yếu

議長 ぎ＼ちょう 12 読解 chair person 议长、主持人 chủ tọa cuộc họp

きちんと きち＼んと 2 読解 accurately 好好地、严格地 đàng hoàng
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語彙 アクセント 課 パート 英語 中国語 ベトナム語

気遣う きづか＼う 1 読解
to worry about/to be

concerned about
顾及、担心 lo lắng, quan tâm

気付く きづ＼く 3 会話 to notice 发现、发觉 để ý

技能 ぎ＼のう 9 読解の表現 technical skill 技能 kỹ năng

規模 き＼ぼ 7 会話 scale 规模 quy mô

希望（する） きぼう￣ 2 読解 to hope 希望 nguyện vọng

基本 きほん￣ 2 読解 basic 基本 cơ bản

基本給 きほ＼んきゅう 10 読解の表現 basic salary 基本工资 lương cơ bản

基本的（な） きほんてき￣ 5 読解の表現 basic 基本的 tính cơ bản

気まずい きまずい￣ 5 読解 unpleasant 尴尬 khó xử

きめ細かい きめこまか＼い 10 読解の表現 detailed 细致入微 tỉ mỉ

気持ちよい きもちよ＼い 4 読解 in good spirits 心情舒畅 cảm giác thoải mái

疑問文 ぎも＼んぶん 1 読解 interrogative sentence 疑问句 câu hỏi

～脚
～きゃく＊

＊数によってアクセン
ト核が変わる。

8 会話の表現
(counter suffix used for

chairs)
～把（数椅子的量词) (dùng đếm ghế)

規約 きやく￣ 12 読解の表現 term 规约、章程 quy ước

客足 きゃくあし￣ 10 読解の表現 customer traffic 顾客出入情况 lượng khách

キャッチコピー キャッチコ＼ピー 12 練習しよう1 slogan/sales copy （引人注意的）广告文 khẩu hiệu quảng cáo

キャンペーン キャンペ＼ーン 7 読解の表現 campaign 宣传活动 cuộc khuyến mại lớn

休暇 きゅうか￣ 2 読解の表現 vacation 休假 nghỉ, kỳ nghỉ

求人 きゅうじん￣ 10 読解の表現 job vacancy 招聘 tuyển dụng

給水所 きゅうすいじょ￣ 12 会話の表現 water station 供水处 nơi cấp nước

給料 きゅ＼うりょう 7 読解の表現 salary 工资 lương

業界 ぎょうかい￣ 6 ロールプレイ business/industry 从事同一产业的行业界 giới kinh doanh

業者 ぎょ＼うしゃ 1 練習しよう1 dealer 从事该行业者 nhà cung cấp

恐縮（する） きょうしゅく￣ 11 練習しよう1 to feel ashamed/to feel sorry 对不起、不好意思 làm phiền, xin lỗi

業績 ぎょうせき￣ 1 読解の表現 business achievement 业绩 thành tích

協調性 きょうちょうせい￣ 2 読解の表現 cooperativeness 协调性 tính hợp tác

共通（する） きょうつう￣ 2 読解 to share in common 共同 chung

業務 ぎょ＼うむ -
ビジネス場面でよく
使う用語

business 业务 công  việc

協力（する） きょうりょく￣ 4 練習しよう1 to cooperate with 协作、配合 hiệp lực

許可（する） きょ＼か 11 テーマ to permit 许可、批准 cho phép

距離 きょ＼り 3 読解 distance 距离 cự li

嫌う きらう￣ 10 読解 to hate 厌恶 ghét

議論（する） ぎ＼ろん 2 読解の表現 to discuss 议论 nghị luận

気を遣う きを￣・つかう￣ 4 読解の表現 to make consideration for 担心、挂念 giữ ý

金額 きんがく￣ 3 会話 amount of money/price 金额 số tiền

勤続(する) きんぞく￣ 11 読解 to continue working 连续工作 làm việc liên tục

勤務（する） き＼んむ 7 読解 to work 工作、上班 làm việc

く クールビズ クールビ＼ズ 10 読解の表現
cool biz (the practice of

dressing in looser clothing

during summer)

清凉商务装 quần áo gọn nhẹ, lịch sự

区切りがいい
くぎり＼が・
い＼い

9 読解
a good place (to stop, to

break etc.)
好进行划分的(时间段) thời điểm tốt

くしゃみ くしゃ＼み 5 読解 sneeze 喷嚏 hắt xì

苦情 くじょう￣ 1 読解の表現 complaint 投诉、意见 than phiền

口々に くち＼ぐちに 11 読解 in unison 异口同声 đồng thanh

区別（する） く＼べつ 5 読解 to differentiate 区别 phân biệt

区役所 くや＼くしょ 11 ロールプレイ ward office 区政府 ủy ban quận
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クレーム クレーム￣ 3 読解 complaint 索赔、不满 than phiền

グローバル化（す
る）

グローバルか￣ 8 読解の表現 to globalize 全球化 toàn cầu hóa

加える くわえる￣ 8 読解 to add 加上 thêm vào

け 敬意 け＼いい 6 読解 respect 敬意 sự tôn kính

経過 けいか￣ 9 読解 progress 经过、过程 quá trình

傾向 けいこう￣ 1 読解 tendency 倾向 khuynh hướng

形式 けいしき￣ 3 読解 form 形式 hình thức

形式的（な） けいしきてき￣ 6 読解 formal 形式上的 tính hình thức

経費 け＼いひ -
ビジネス場面でよく
使う用語

expense 经费 kinh phí

契約（する） けいやく￣ -
ビジネス場面でよく
使う用語

to contract 签约 hợp đồng

ケーブル ケーブル￣ 9 会話 cable 缆绳、电缆 cáp

結果 けっか￣ 1 練習しよう2 result 结果 kết quả

結局 けっきょく￣ 1 読解の表現 in the end 结果 kết cục

結婚式 けっこ＼んしき 7 会話 wedding ceremony 婚礼 lễ cưới

欠席（する） けっせき￣ 11 読解 to be absent 缺席 vắng mặt

欠品 けっぴん￣ -
ビジネス場面でよく
使う用語

out-of-stock 缺货 thiếu hàng

月末 げつまつ￣ 9 読解 end of the month 月末 cuối tháng

結論 けつろん￣ 9 読解 conclusion 结论 kết luận

件 け＼ん -
ビジネス場面でよく
使う用語

subject 件 vấn đề, việc

謙虚（な） け＼んきょ 12 読解 modest 谦虚 khiêm nhường, khiêm tốn

権限 けんげ＼ん 10 読解 authority 权限 quyền hạn

言語 げ＼んご 1 読解 language 语言 ngôn ngữ

現在 げ＼んざい 1 読解の表現 today/now 现在 hiện tại

原材料 げんざ＼いりょう 12 読解の表現 raw material 原材料 nguyên vật liệu

研修（する） けんしゅう￣ -
ビジネス場面でよく
使う用語

to train 培训、进修 thực tập

減少（する） げんしょう￣ 10 読解の表現 to decrease 减少 giảm

謙譲語 けんじょうご￣ 10 読解 the humble form 谦逊语 khiêm nhường ngữ

権利 け＼んり 11 はじめに rights 权利 quyền lợi

こ 行為 こ＼うい 3 読解 act/action 行为 hành vi

こういう こういう￣ 11 読解 this kind of 这样的 như thế này

効果 こ＼うか 12 会話 effect 效果 hiệu quả

交換（する） こうかん￣ 12 テーマ to make an exchange 交换 hoán đổi

航空券 こうく＼うけん 11 読解 plane ticket 机票 vé máy bay

合計（する） ごうけい￣ 3 会話 to total 共计 tổng cộng

広告 こうこく￣ 9 読解の表現 advertisement 广告 quảng cáo

講師 こ＼うし 4 会話 lecturer 讲师 giảng viên

こうした こうした￣ 9 読解 in this way/like this 这样的 như thế này

後者 こ＼うしゃ 6 読解 the latter 后者 vế sau, cái sau

交渉（する） こうしょう￣ 1 会話の表現 to negotiate 交涉 đàm phán

構成（する） こうせい￣ 5 読解 to compose 组成、构成 cấu trúc

好調（な） こうちょう￣ 10 読解の表現 favorable 情况良好 thuận lợi

高騰（する） こうとう￣ 12 読解の表現 to rise significantly 暴涨 tăng vọt

行動（する） こうどう￣ 1 読解 to move/to act 行动 hành động

後輩 こうはい￣ -
ビジネス場面でよく
使う用語

junior 后辈 hậu bối, người đi sau

好評（な） こうひょう￣ 9 会話 favorable 好评 nhận xét tốt

広報 こ＼うほう 9 ロールプレイ public relations 宣传 đối ngoại
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効率 こうりつ￣ 6 読解 efficiency 效率 hiệu suất

交流（する） こうりゅう￣ 7 読解 to interact 交流 giao lưu

高齢 こうれい￣ 12 練習しよう1 elderly 老龄 cao tuổi

高齢化社会
こうれいかしゃ＼
かい

12 練習しよう1 aging society 老龄化社会 xã hội già hóa

超える こえる￣ 12 読解 to go beyond 跨 vượt qua

ゴールデンウイーク
ゴールデンウイ
＼ーク

10 読解の表現 Golden Week 黄金周 tuần lễ vàng

顧客 こきゃく￣ 4 読解の表現 patron/customer 顾客 khách hàng

腰 こし￣ 6 読解 waist 腰 hông

誤字 ご＼じ 3 練習しよう1 misprint 错字 chữ in nhầm

後日 ご＼じつ 4 会話 at a later date 日后、以后 ngày hôm sau

コスト コ＼スト 8 読解 cost 成本 chi phí

事細か（な） ことこま＼か 6 読解 minutely 细致入微 chi tiết

異なる ことな＼る 2 読解 to differ 不一样 khác nhau

言葉遣い ことばづ＼かい 10 読解 wording 措辞 cách dùng từ

断る ことわ＼る 1 読解 to refuse 拒绝 từ chối

好む この＼む 1 読解 to prefer 喜欢 yêu thích

個別 こべつ￣ 11 練習しよう1 individual 个别 riêng biệt

コミュニケーション
コミュニケ＼ー
ション

1 読解 communication 交流、沟通 giao tiếp

今回 こ＼んかい 4 ロールプレイ this time 这次 lần này

根拠 こ＼んきょ 12 読解 foundation 根据、依据 căn cứ

今後 こんご￣ 3 会話 from now on 今后 lần sau

コンプライアンス
コンプラ＼イアン
ス

4 読解の表現 compliance 遵守法规 tuân thủ

混乱（する） こんらん￣ 11 読解 to become disordered 混乱 hỗn loạn

さ サーバー サーバー￣ 2 読解の表現 (Internet) server (互联网)服务器 máy chủ

サービス サ＼ービス -
ビジネス場面でよく
使う用語

service 服务 dịch vụ

最終 さいしゅう￣ 9 読解 final 最终 cuối cùng

最新 さいしん￣ 3 会話 latest/newest 最新 mới nhất

再度 さ＼いど 6 読解 once again 再次 một lần nữa

遮る さえぎ＼る 12 読解 to interrupt 打断 chặn

～先 ～さき￣ -
ビジネス場面でよく
使う用語

(suffix used to indicate a

target, goal or destination)

(交易)对方、(访问的)地
方、(前往的)目的地

nơi ~ , địa điểm ~

先ほど さきほど￣ 1 会話 earlier 刚才 lúc nãy

作業（する） さ＼ぎょう -
ビジネス場面でよく
使う用語

to work 操作、工作 thao tác

～策 ～＼さく 8 読解 ～plan ～方法 biện pháp~

削減（する） さくげん￣ -
ビジネス場面でよく
使う用語

to reduce 削减 cắt giảm

作成（する） さくせい￣ -
ビジネス場面でよく
使う用語

to create/to make 作成 chế tạo

桜 さくら￣ 5 読解 cherry blossom 樱花 hoa anh đào

避ける さけ＼る 5 読解 to avoid 避开 tránh

差し出す さしだ＼す 6 読解 to hold out 伸出 đưa ra

指す さ＼す 9 読解 to refer to 指 ám chỉ

誘う さそう￣ 4 ロールプレイ to invite 劝诱 rủ rê

察する さっする￣ 7 読解 to guess 体察 cảm thấy

雑談（する） ざつだん￣ 5 読解 to chat 闲聊 nói chuyện phiếm

様々（な） さま＼ざま 5 読解 various 各种各样 đa dạng

寒気がする
さむけ＼が・
する￣

1 ロールプレイ to have a chill 发冷 cảm thấy ớn lạnh

さらなる さ＼らなる 12 会話の表現 further 进一步 hơn nữa, thêm nữa

7 / 21 



語彙 アクセント 課 パート 英語 中国語 ベトナム語

さらに さ＼らに 6 読解 furthermore 更加 hơn nữa

参加（する） さんか￣ 4 練習しよう2 to take part in 参加 tham gia

残業（する） ざんぎょう￣ 1 読解の表現 to work overtime 加班 tăng ca

賛成（する） さんせい￣ 12 ケーススタディ to agree with 赞成 tán thành

し 仕上げる しあげ＼る 8 会話 to complete 做完、完成 hoàn thành

時下 じ＼か 3 読解の表現 nowadays 时下 ngày nay

しかも しか＼も 9 読解 furthermore 而且 hơn nữa

時間を割く
じかんを￣・
さ＼く

4 読解 to take time 匀出时间 dành thời gian

時期 じ＼き 5 読解 season 时期 thời kì

至急 しきゅう￣ 3 会話 urgently 火速、尽快 khẩn cấp

始業（する） しぎょう￣ 3 ケーススタディ to start work 开始工作 bắt đầu công việc

事業 じ＼ぎょう 1 読解の表現 business 事业 công việc kinh doanh

事後 じ＼ご 11 読解 ex post facto 事后 sau khi xong việc

時刻 じ＼こく 2 読解 time 时间 thời khắc

自国 じこく￣ 3 読解 one's home country 本国 nước mình

自己紹介（する） じこしょ＼うかい 5 テーマ to introduce oneself 自我介绍 giới thiệu bản thân

指示（する） し＼じ 2 読解 to instruct 指示 chỉ thị

紙質 ししつ￣ 8 練習しよう2 paper quality 纸的质量 chất lượng giấy

支社 し＼しゃ -
ビジネス場面でよく
使う用語

branch office 分公司 chi nhánh

事情 じじょう￣ 2 読解 circumstance 情况 lí do

自身 じ＼しん 3 読解 oneself 本人 bản thân

姿勢 しせい￣ 6 読解 posture 姿势 tư thế

視線 しせん￣ 6 読解 line of sight 视线 ánh nhìn

事前 じぜん￣ 7 読解の表現 in advance 事先 trước

次第に しだいに￣ 10 読解 gradually 逐渐 dần dần

したがって したがって￣ 1 読解 accordingly 因此 vì vậy , do vậy

親しい したし＼い 3 読解 familiar 亲切 thân thiết

下回る したまわ＼る 9 練習しよう1 to fall below 低于 giảm xuống

下見（する） したみ￣ 2 ロールプレイ to check in advance 事先进行检查 kiểm tra sơ bộ

実際に じっさいに￣ 6 ケーススタディ actually 实际上 thực tế

実質的（な） じっしつてき￣ 7 読解 practical 实质上的 thực chất

実践（する） じっせん￣ 9 読解 to practice 实践 thực tiễn

実は じつ＼は 1 会話 actually 实际上 thực ra

指摘（する） してき￣ 3 練習しよう1 to point out 指出 chỉ trích

支店 してん￣ -
ビジネス場面でよく
使う用語

branch store 分店 cửa hàng chi nhánh

自伝 じでん￣ 3 読解の表現 autobiography 自传 tự truyện

指導（する） しどう￣ 6 読解 to coach 指导 chỉ đạo

支払う しはら＼う 7 読解 to pay 付钱 thanh toán

自分勝手（な） じぶんか＼って 11 読解 selfish 自己随意的 theo ý mình

示す しめ＼す 7 読解 to show 表示 biểu thị, cho thấy

～者 ～＼しゃ -
ビジネス場面でよく
使う用語

～person ～人 người~

～社 ～＼しゃ -
ビジネス場面でよく
使う用語

～company ～公司 công ty ~

社員 しゃ＼いん -
ビジネス場面でよく
使う用語

employee 员工 nhân viên công ty

社屋 しゃ＼おく 6 読解の表現 office building 公司的办公大楼 tòa nhà công ty

社外 しゃ＼がい -
ビジネス場面でよく
使う用語

external 公司外部 ngoài công ty

謝罪（する） しゃざい￣ 3 テーマ to apologize 赔礼、道歉 tạ lỗi
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謝辞 しゃ＼じ 4 会話 acknowledgement 谢辞 lời cảm ơn

社内 しゃ＼ない -
ビジネス場面でよく
使う用語

internal 公司内部 trong công ty

社用車 しゃよ＼うしゃ 11 ロールプレイ company car 公司用车 xe công ty

周囲 しゅ＼うい 1 読解 surrounding 周围 xung quanh

宗教 しゅ＼うきょう 5 読解 religion 宗教 tôn giáo

終業（する） しゅうぎょう￣ 3 練習しよう1 to finish work 工作结束、下班 kết thúc công việc

従業員 じゅうぎょ＼ういん -
ビジネス場面でよく
使う用語

employee 职工 nhân viên, người làm thuê

集計（する） しゅうけい￣ 1 練習しよう2 to summarize 统计 tổng kết

重視（する） じゅ＼うし 2 読解 to place importance on 重视 chú trọng

終日 しゅうじつ￣ 11 会話の表現 the whole day 一整天 cả ngày

集中（する） しゅうちゅう￣ 6 読解 to concentrate on 集中 tập trung

柔軟（な） じゅうなん￣ 7 読解 flexible 柔软 mềm dẻo

収入 しゅうにゅう￣ 5 読解 income 收入 thu nhập

～周年 ～しゅ＼うねん 2 会話の表現 ～anniversary ～周年 lễ kỷ niệm ~ năm

週末 しゅうまつ￣ 1 練習しよう1 weekend 周末 cuối tuần

重要（な） じゅうよう￣ 2 読解 important 重要 quan trọng

重要性 じゅうようせい￣ 9 読解 importance 重要性 tính quan trọng

主催（する） しゅさい￣ 5 読解の表現 to host 主办 tổ chức

主題 しゅだい￣ 8 読解 theme 主题 chủ đề

主体性 しゅたいせい￣ 8 読解 independence 独立性、自主性 tính chủ thể

出荷（する） しゅっか￣ 12 読解の表現 to ship 上市 xuất hàng

出勤（する） しゅっきん￣ -
ビジネス場面でよく
使う用語

to go to work 出勤、上班 đi làm

出欠 しゅっけつ￣ 9 ケーススタディ attendance 出席与否 có mặt/ vắng mặt

出社（する） しゅっしゃ￣ -
ビジネス場面でよく
使う用語

to go to the company/office 上班 đến công ty

出身地 しゅっし＼んち 5 読解 birthplace 出生的地方 nơi sinh

出退勤 しゅった＼いきん -
ビジネス場面でよく
使う用語

going into and leaving work 上下班 đi làm/ra về

出展（する） しゅってん￣ 2 会話の表現 to exhibit 展出 trưng bày

出店（する） しゅってん￣ 12 会話の表現 to open a store 开店
mở của hàng ( dùng khi mở

của hàng mới)

出版（する） しゅっぱん￣ 10 読解 to publish 出版 xuất bản

取得（する） しゅとく￣ 11 考えてみよう to take 取得 giành được

主任 しゅにん￣ 5 練習しよう1 manager 主任 chủ nhiệm

種類 しゅ＼るい 3 読解 variety 种类 chủng loại

シュレッダー シュレ＼ッダー 3 会話の表現 shredder 碎纸机 máy hủy tài liệu giấy

順位 じゅ＼んい 8 読解 order/ranking 名次 thứ hạng

順番 じゅんばん￣ 5 はじめに order 顺序 thứ tự

～書 ～しょ￣ -
ビジネス場面でよく
使う用語

(suffix used to indicate a

written document)
～单、～书 bảng~,bản~

使用（する） しよう￣ 1 読解 to use 使用 sử dụng

～状 ～じょう￣ 4 読解 letter of～ ～信 thiệp～

～商会 ～しょ＼うかい -
ビジネス場面でよく
使う用語

～corporation ～贸易商行 hãng~

しょうがない しょうがな＼い 11 読解 it cannot be helped 没办法 không còn cách nào khác

小規模（な） しょうき＼ぼ 12 読解 small scale 小规模 quy mô nhỏ

状況 じょうきょう￣ 2 読解 situation 状况 hoàn cảnh, trạng thái

条件 じょうけ＼ん 8 練習しよう2 condition 条件 điều kiện

詳細（な） しょうさい￣ 10 読解の表現 detailed 详细 chi tiết

～商事 ～しょ＼うじ -
ビジネス場面でよく
使う用語

～trading company ～贸易公司 thương mại~
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語彙 アクセント 課 パート 英語 中国語 ベトナム語

上司 じょ＼うし -
ビジネス場面でよく
使う用語

superior/boss 上级、上司 cấp trên

常識 じょうしき￣ 2 読解 common sense 常识 thường thức

少々 しょ＼うしょう 3 会話 a little 稍稍 một lát

症状 しょうじょ＼う 5 読解 symptom 症状 triệu chứng

昇進（する） しょうしん￣ 9 読解の表現 to be promoted 晋升 thăng tiến

状態 じょうたい￣ 3 読解 condition 状态 trạng thái

商品 しょ＼うひん -
ビジネス場面でよく
使う用語

product 商品 mặt hàng

商品見本市
しょうひんみほ＼
んいち

11 ロールプレイ trade fair (看样订货)商品展销会 hội chợ trưng bày

情報 じょうほう￣ 1 読解の表現 information 信息 thông tin

常務 じょ＼うむ -
ビジネス場面でよく
使う用語

managing director 常务董事 giám đốc điều hành

賞与 しょ＼うよ 6 読解の表現 bonus 奖金 tiền thưởng

省略（する） しょうりゃく￣ 2 読解 to abbreviate 省略 lược bỏ

常連 じょうれん￣ 12 練習しよう1 regular customer 常客 khách hàng thường xuyên

職場 しょくば￣ -
ビジネス場面でよく
使う用語

work place 工作岗位 nơi làm việc

～諸国 ～しょ＼こく 2 読解 ～countries ～各国 các nước~

徐々に じょ＼じょに 1 読解 gradually 慢慢地 chậm, từ từ

所属（する） しょぞく￣ 5 会話の表現 to belong to 所属 trực thuộc

初対面 しょた＼いめん 5 読解 first meeting 第一次见面 lần gặp ban đầu

ショック ショ＼ック 10 読解 shock 打击 sốc

所得 しょとく￣ 7 読解の表現 income 所得 thu nhập

書類 しょるい￣ -
ビジネス場面でよく
使う用語

document 文件、材料 hồ sơ

知り合い しりあい￣ 5 読解 an acquaintance 熟人、朋友 quen biết

知り合う しりあ＼う 1 読解の表現 to make an acquaintance 认识 quen biết

資料 し＼りょう -
ビジネス場面でよく
使う用語

material 资料 tài liệu

新規 し＼んき -
ビジネス場面でよく
使う用語

new 新建 cái mới

進行（する） しんこう￣ 8 読解の表現 to advance 进行、发展 tiến triển

信号 しんごう￣ 3 会話 signal 交通信号灯 đền tín hiệu

人材 じんざい￣ 7 読解の表現 human resource 人才 nhân tài

人事 じ＼んじ -
ビジネス場面でよく
使う用語

human resources 人事 nhân sự

新人 しんじん￣ -
ビジネス場面でよく
使う用語

new employee 新员工 người mới

新入社員
しんにゅうしゃ＼
いん

-
ビジネス場面でよく
使う用語

new employee 新员工 nhân viên mới

人物 じ＼んぶつ 8 読解 person 人物 nhân vật

親睦 しんぼく￣ 9 ケーススタディ friendship 友好、和睦 sự thân thiết

人脈 じんみゃく￣ -
ビジネス場面でよく
使う用語

personal connection 人际关系 mối quan hệ

親友 しんゆう￣ 11 読解 close friend 好朋友 bạn thân

信用（する） しんよう￣ 2 読解 to trust 相信 tin tưởng

信頼（する） しんらい￣ 9 読解 to trust 信任 tin cậy

心理的（な） しんりてき￣ 1 読解 psychological 心理上的 tính tâm lí

す 杉 すぎ￣ 5 読解 Japanese cedar 杉树 cây thông

スキル スキ＼ル -
ビジネス場面でよく
使う用語

skill 技能、技术 kỹ năng

スケジュール スケ＼ジュール 2 読解 schedule 日程 lịch trình

進める すすめる￣ 1 はじめに to progress 推进 tiến hành

スタッフ スタ＼ッフ 2 読解の表現 staff 工作人员 nhân viên
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語彙 アクセント 課 パート 英語 中国語 ベトナム語

既に す＼でに 8 読解 already 已经 đã

スナック菓子 スナックが＼し 12 練習しよう2 snack food 休闲食品 snacks

すなわち すな＼わち 5 読解 in other words 也就是说 nghĩa là

全て す＼べて 8 読解 everything/all 全部 tất cả

済ませる すませ＼る 1 読解の表現 to finish 办完、处理完 làm cho kết thúc

スムーズ（な） スム＼ーズ 9 読解 smooth 顺利 trôi chảy

せ ～制 ～せい￣ 9 読解の表現
(suffix used to indicate a

system)
～制度 chế độ~

成果 せ＼いか -
ビジネス場面でよく
使う用語

result 成果 thành quả

成功（する） せいこう￣ 2 読解 to succeed 成功 thành công

制作（する） せいさく￣ 9 ロールプレイ to create 制作 chế tạo

正式（な） せいしき￣ 3 読解 official 正式 chính thức

成長（する） せいちょう￣ 5 読解 to grow 成长 trưởng thành

正当化（する） せいとうか￣ 3 読解 to justify 使正当化 chính thức hóa

製品 せいひん￣ 2 読解の表現 product 产品 sản phẩm

税率 ぜいりつ￣ 7 読解の表現 tax rate 税率 thuế suất

セールス（する） セ＼ールス 9 読解の表現 to sell 推销 chào hàng

責任 せきにん￣ 9 ロールプレイ responsibility 责任 trách nhiệm

背筋 せ＼すじ 6 読解 one's back 背部 cột sống

せっかく せっかく￣ 7 会話 generous/precious 特意 cất công

積極的（な） せっきょくてき￣ 5 読解 active 积极的 tính tích cực

接する せっする￣ 7 読解 to come into contact with 接触 tiếp xúc

接待（する） せ＼ったい 6 読解の表現 to entertain 接待 tiếp khách

設定（する） せってい￣ 10 読解の表現 to set 设定 cài đặt

セッティング（する） セッティング￣ 6 読解の表現 to set up 安排 sắp đặt, bố trí

セミナー セ＼ミナー 1 読解の表現 seminar 研讨会 hội thảo

全員 ぜんいん￣ 5 読解 everyone/all members 全体人员 toàn bộ, mọi người

全額 ぜんがく￣ 7 読解 full price 全额 tổng số tiền

先日 せんじつ￣ 4 読解 the other day 前几天 ngày hôm trước

前日 ぜんじつ￣ 11 読解 the day before 前一天 ngày trước

全体 ぜんたい￣ 6 読解 the whole 全体、整个 toàn thể

宣伝（する） せんでん￣ 9 読解の表現 to publicize 宣传 tuyên truyền

先輩 せんぱい￣ -
ビジネス場面でよく
使う用語

senior 前辈 tiền bối, người đi trước

先方 せんぽう￣ -
ビジネス場面でよく
使う用語

the other party 对方 đối tác

戦力 せ＼んりょく 12 会話 man power 作战能力 năng lực chiến đấu

そ 沿う そ＼う 1 読解 to meet (expectations) 按照、沿着 đáp lại

早期 そ＼うき 9 読解 early 早期 nhanh chóng

相互 そ＼うご 9 読解 mutual 相互 tương hỗ, qua lại

操作（する） そ＼うさ 3 読解 to operate 操作 thao tác

早退（する） そうたい￣ 1 ロールプレイ to leave work early 早退 ra về sớm

送付（する） そうふ￣ 2 会話の表現 to send 发送 gửi

創立（する） そうりつ￣ 2 会話の表現 to establish 创立 sáng lập

そこで そこで￣ 10 読解 so/therefore 于是、所以 do đó

組織（する） そ＼しき 11 読解 to organize 组织 tổ chức

育つ そだ＼つ 6 読解 to be raised/to grow 成长 nuôi dưỡng

ソト ソ＼ト -
ビジネス場面でよく
使う用語

(used to refer to a

group/organization that one

is not a part of)

外部(指不是自己所属的
组织或团体等)

(tổ chức, đoàn thể mà mình

không trực thuộc)

それぞれ それ＼ぞれ 6 読解 each 分别 từng cái
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語彙 アクセント 課 パート 英語 中国語 ベトナム語

損害 そんがい￣ 8 読解 damage 损害 tổn thất

尊敬（する） そんけい￣ 1 読解 to respect/to honor 尊敬 tôn kính

尊重（する） そんちょう￣ 1 読解 to respect/to esteem 尊重 tôn trọng

た 対応（する） たいおう￣ 1 ロールプレイ to deal with/to handle 应对、处理 đối ứng, xử lí

～大会 ～た＼いかい 7 会話
～tournament/display/

event
～大会 đại hội~

退勤（する） たいきん￣ -
ビジネス場面でよく
使う用語

to leave work 下班 tan làm

大金 たいきん￣ 6 読解の表現 a large amount of money 巨款、大钱 số tiền lớn

代金 だ＼いきん 7 読解 cost 货款、价款 chi phí

体験（する） たいけん￣ 7 読解の表現 to experience 体验 trải nghiệm

対策 たいさく￣ 9 読解 countermeasure 对策 biện pháp

退社（する） たいしゃ￣ -
ビジネス場面でよく
使う用語

to leave the company/office 下班 ra về, kết thúc ngày làm việc

対象 たいしょう￣ 12 会話 target 对象 đối tượng

退職（する） たいしょく￣ 11 読解の表現 to resign 退职 nghỉ việc

体調 たいちょう￣ 10 ロールプレイ physical condition 健康状况 thể trạng

態度 た＼いど 9 読解 attitude 态度 thái độ

タイミング タイミング￣ 6 読解 timing 时机 thời điểm

タイム タ＼イム 2 読解 time 时间 thời gian

体力 た＼いりょく 7 ロールプレイ strength/physical strength 体力 thể lực

宝 たから＼ 5 読解 treasure 财富 bảo vật

宅配便 たくはいびん￣ 11 会話の表現 delivery 送货上门的服务、快递 chuyển phát

多元的（な） たげんてき￣ 2 読解 plural 多元的 mang tính đa dạng

出し合う だしあ＼う 9 読解 to contribute jointly 一起拿出(主意等) đóng góp

他社 た＼しゃ -
ビジネス場面でよく
使う用語

other company 其他公司 công ty khác

他者紹介
たしゃしょ＼うか
い

5 テーマ introducing another person 介绍他人 giới thiệu người khác

助かる たすか＼る 10 会話 to be helped 帮大忙 giúp đỡ

助ける たすけ＼る 2 読解 to help 帮助 giúp đỡ

立ち上がる たちあがる￣ 8 読解 to stand up 站起来 đứng dậy

立場 た＼ちば 1 読解 position 立场 lập trường

たつ た＼つ 3 ロールプレイ (time) passes (时间)过去、流逝
trải qua, trôi qua (thời

gian,giai đoạn)

達成（する） たっせい￣ 9 読解の表現 to achieve 达到、完成 đạt được

立て込む たてこ＼む 10 会話 to be busy 繁忙 bận rộn

ためになる ため＼に・な＼る 12 会話 to benefit 受益 có ích

保つ たも＼つ 12 読解 to keep (calm) 保持 giữ, bảo quản

多様（な） たよう￣ 10 読解 diverse 多种多样 đa dạng

多様化（する） たようか￣ 5 読解の表現 to diversify 多样化 đa dạng hóa

単一的（な） たんいつてき￣ 2 読解 singular 单一的
mang tính duy nhất, độc

nhất

段階 だんかい￣ 9 読解 stage/step 阶段 giai đoạn

担当（する） たんとう￣ -
ビジネス場面でよく
使う用語

to take charge of 负责 đảm nhiệm

単に た＼んに 8 読解 simply 只、仅仅 đơn thuần

ち チーム チ＼ーム 7 練習しよう2 team 团队 đội, nhóm

チームワーク チームワ＼ーク -
ビジネス場面でよく
使う用語

teamwork 团队合作 làm việc nhóm

遅延（する） ちえん￣ 9 練習しよう1 to delay 延迟 trì hoãn

近々 ちか＼ぢか 2 会話 soon 最近、不久 thời gian tới

近道 ちか＼みち 9 読解の表現 shortcut 近道 đường tắt

遅刻（する） ちこく￣ 2 読解 to be late 迟到 đến muộn

12 / 21 
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縮まる ちぢまる￣ 7 読解 to shorten 缩短 thu hẹp

チャンス チャ＼ンス -
ビジネス場面でよく
使う用語

a chance 机会 cơ hội

ちゃんと ちゃんと￣ 11 読解 properly 规矩地 cẩn thận, kỹ càng

中間報告
ちゅうかんほ＼う
こく

9 読解 interim report 中期报告 báo cáo trung tuần

中堅 ちゅうけん￣ -
ビジネス場面でよく
使う用語

mid-level 骨干 nhân viên trụ cột

中心 ちゅうしん￣ 9 はじめに main 中心 xoay quanh

抽選（する） ちゅうせん￣ 8 読解の表現 to hold a lottery 抽选 rút thăm

中断（する） ちゅうだん￣ 3 練習しよう1 to be interrupted 中断 tạm dừng

中南米 ちゅうな＼んべい 2 読解 Central and South America 中南美 trung nam mỹ

注目（する） ちゅうもく￣ 1 はじめに to pay attention to 注目 chú ý

注文（する） ちゅうもん￣ 1 会話の表現 to order 订购 đặt hàng

調査（する） ちょ＼うさ 1 会話 to research 调查 điều tra

調子 ちょうし￣ 1 練習しよう1 form/condition 情形、状态 tình trạng

調整（する） ちょうせい￣ -
ビジネス場面でよく
使う用語

to adjust 调整 điều chỉnh

直接 ちょくせつ￣ 3 読解 directly 直接 trực tiếp

直接的（な） ちょくせつてき￣ 3 読解 direct 直接的 tính trực tiếp

直帰（する） ちょっき￣ -
ビジネス場面でよく
使う用語

to go straight home from a

client/customer (without

going to the office)

(从～)直接回家
ra về luôn (đi về luôn mà kh

ông ghé qua công ty)

直行（する） ちょっこう￣ -
ビジネス場面でよく
使う用語

to go straight to a

client/customer (without

going to the office)

直接去

đi thẳng luôn ( đi tới thẳng

chỗ khách hàng mà không

ghé qua công ty)

ちらし ちらし￣ 8 練習しよう2 flier 广告单 tờ rơi

賃金 ち＼んぎん 8 読解の表現 salary 工资 tiền lương

つ つい つ＼い 9 読解 just 无意之中 lỡ, vô ý

追求（する） ついきゅう￣ 6 読解の表現 to pursue 追求 tìm kiếm

通常 つうじょう￣ 11 読解 ordinarily 一般 bình thường

使い分ける つかいわけ＼る 3 読解 to use for different purposes 分开使用 sử dụng đúng cách

つかむ つか＼む -
ビジネス場面でよく
使う用語

to grab 抓住(商机) bắt lấy, nắm lấy

次に つぎ＼に 4 読解 next 接着、下一个 tiếp theo

付け加える つけくわえ＼る 7 読解 to add 附加 thêm vào, bổ sung

伝わる つたわる￣ 8 読解 to be conveyed 传达 được truyền bá

努める つとめ＼る 9 会話 to endeavor 努力、尽力 nỗ lực

つながる つながる￣ 5 読解 to connect to 关系到 kết nối

つぶやく つぶや＼く 10 ロールプレイ to mutter 嘟囔、小声自语 thì thầm

つまり つ＼まり 2 読解 in other words 总之 tóm lại

梅雨明け（する） つゆあけ￣ 5 会話 the rainy season ends 出梅、梅雨季节已过 cuối mùa mưa

て 出会う であ＼う 2 読解 to meet 遇见、见面 gặp gỡ

提案（する） ていあん￣ -
ビジネス場面でよく
使う用語

to suggest 提议 đề án

定員 ていいん￣ 9 会話 fixed number of people 定员、规定的人数 số người quy định

定額 ていがく￣ 9 読解の表現 fixed amount 规定的金额 số tiền cố định

提供（する） ていきょう￣ 5 読解 to provide 提供 cung cấp

提示（する） ていじ￣ 2 会話の表現 to present 提示 gợi ý, trích dẫn

定時 て＼いじ 11 ケーススタディ fixed hour 定时 thời gian quy định

提出（する） ていしゅつ￣ 11 読解 to submit 提出 nộp

訂正（する） ていせい￣ 9 ケーススタディ to correct 订正 chỉnh sửa

定着（する） ていちゃく￣ 10 読解の表現 to take hold 固定 trang bị
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データ デ＼ータ -
ビジネス場面でよく
使う用語

data 数据 dữ liệu

でき上がる できあがる￣ 10 会話 to be completed 完成、做好 hoàn thành

出来事 でき＼ごと 8 読解 event 事件、变故 việc đã xảy ra

適する てきす＼る 12 読解 to be suitable for 适合于 thích hợp

適切（な） てきせつ￣ 3 読解の表現 appropriate 恰当 thích hợp

出先 でさき＼ 1 読解の表現 place where one is visiting 外出地点
điểm đến , địa điểm khi ra

ngoài

デスク デ＼スク 3 練習しよう2 desk 办公桌 bàn

手続き（する） てつ＼づき -
ビジネス場面でよく
使う用語

to process 办手续 thủ tục

徹底的（な） てっていてき￣ 6 読解の表現 thorough 彻底的 tính triệt để

手に入れる て＼に・いれる￣ 5 読解 to obtain 得到 sở hữu, có được

展開（する） てんかい￣ 5 読解 to develop/to expand 展开 triển khai

天気予報 てんきよ＼ほう 5 読解 weather report 天气预报 dự báo thời tiết

転勤（する） てんきん￣ -
ビジネス場面でよく
使う用語

to transfer (to another

branch/office)
调换工作地点 chuyển công tác

展示（する） てんじ￣ 1 ロールプレイ to exhibit 展出 trưng bày

添付（する） て＼んぷ 1 読解の表現 to attach 附上 đính kèm

店舗 て＼んぽ 1 読解の表現 store 店铺 chuỗi cửa hàng

と 問い合わせ といあわせ￣ -
ビジネス場面でよく
使う用語

inquiry 问询 liên hệ

問い合わせる といあわせ＼る -
ビジネス場面でよく
使う用語

to inquire 问询 hỏi đáp

～棟 ～＼とう 12 会話の表現
(counter suffix used for

buildings)
～栋

～nóc nhà (dùng đếm tòa nh

à)

同意（する） どうい￣ 12 読解の表現 to agree 同意 đồng ý

どういう ど＼ういう 9 会話 what/how 怎样的 như thế nào

同級生 どうきゅ＼うせい 5 会話の表現 classmate 同班同学 bạn học

同行（する） どうこう￣ 11 ロールプレイ to accompany 同行、一起去 đi cùng

動作 ど＼うさ 6 読解 action 动作 động tác

～同士 ～ど＼うし 2 読解

(suffix used to indicate

people with whom one has a

relationship or something in

common)

(表示彼此有相同关系)
(những người có điểm

chung)

当日 とうじつ￣ 2 読解 on the day 当天 ngày hôm ấy

どうしても～ない
どうして＼も～
ない

11 読解
cannot do～ for the life of

one
怎么也不～ bằng cách nào cũng ~không

同時に どうじに￣ 2 読解 at the same time 同时 đồng thời

当社 と＼うしゃ 2 読解の表現 our company 本公司 công ty chúng ta

登場人物
とうじょうじ＼んぶ
つ

- 登場人物 character 登场人物 nhân vật

同席（する） どうせき￣ 9 読解 to sit together 同席 tham dự

当然 とうぜん￣ 8 読解 naturally/of course 当然 đương nhiên

到着（する） とうちゃく￣ 2 読解 to arrive 到达 đến nơi

同等（な） どうとう￣ 10 読解 equal 同等 tương đương

同様（な） どうよう￣ 8 会話 similar 同样 giống với

同僚 どうりょう￣ -
ビジネス場面でよく
使う用語

co-worker 同事 đồng nghiệp

特徴 とくちょう￣ 1 読解 characteristic 特征 đặc trưng

特徴的（な） とくちょうてき￣ 4 はじめに characteristic 有特色的 tính đặc trưng

ところで ところ＼で 8 読解 by the way 可是(用于转换话题时) (từ nối để chuyển chủ đề)

年が明ける
とし＼が・
あける￣

5 読解 the New Year begins 过年 sang năm mới

突然 とつぜん￣ 12 読解 suddenly 突然 đột nhiên

届く とど＼く 3 会話 to be delivered 寄到 gửi đến
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語彙 アクセント 課 パート 英語 中国語 ベトナム語

届出書 とどけでしょ￣ 11 読解 written notification 申请报告 báo cáo

整える ととのえ＼る -
ビジネス場面でよく
使う用語

to arrange 备齐、准备好 chuẩn bị

伴う ともな＼う 10 読解 to accompany 伴随 kéo theo

共に ともに￣ 7 読解 together 一起 cùng nhau

捉える とらえ＼る 7 読解 to seize 抓住 nắm được

トラブル トラ＼ブル -
ビジネス場面でよく
使う用語

trouble 纠纷、麻烦 rắc rối

取り扱う とりあつか＼う 1 読解の表現 to handle 处理、管理 sử dụng , xử lý

取引（する） とり＼ひき -
ビジネス場面でよく
使う用語

to make a deal 交易 giao dịch, mua bán

取引先 とりひきさき￣ -
ビジネス場面でよく
使う用語

business affiliate 客户 đối tác , khách hàng

努力（する） ど＼りょく 3 読解 to make an effort 努力 nỗ lực

な 内装 ないそう￣ 12 練習しよう1 interior design 内部装修 nội thất

流れ ながれ＼ 1 はじめに flow 次序、流程 dòng chảy

ナチュラル（な） ナ＼チュラル 12 練習しよう1 natural 天然、不加修饰 tự nhiên

悩ます なやま＼す 5 読解 to torment 苦恼 làm khổ

悩む なや＼む 7 読解 to be worried 苦恼 buồn phiền

成り立つ なりた＼つ 1 読解 to be concluded 成立 hình thành

に ニーズ ニ＼ーズ 4 読解の表現 needs 需求 nhu cầu

握る にぎる￣ 6 読解 to clasp 握 nắm

日時 に＼ちじ -
ビジネス場面でよく
使う用語

date and time 日期和时刻 ngày giờ

日常 にちじょう￣ 5 読解 everyday/normal 日常 thường ngày

日程 にってい￣ 9 読解 schedule 日程 lịch trình

鈍る にぶ＼る 10 読解の表現 to grow dull (顾客出入情况)变钝 kém đi

入社（する） にゅうしゃ￣ 4 読解の表現 to join a company 进公司工作 gia nhập công ty

入力（する） にゅうりょく￣ 1 会話 to input 输入 nhập

認識（する） にんしき￣ 9 読解 to recognize 认识 nhận thức

ね 値上げ（する） ねあげ￣ 12 読解の表現 to raise the price 涨价 tăng giá

願い出る ねがいで＼る 11 読解 to ask for 请求 nộp đơn

値下げ（する） ねさげ￣ 10 読解の表現 to lower the price 降价 hạ giá

年功序列
ねんこう￣・
じょれつ￣

8 読解の表現 seniority system 论资排辈（的制度） chế độ thâm niên

年度 ね＼んど 5 読解 fiscal year 年度 niên độ

念のため ねんのため￣ 8 練習しよう1 just in case 为了慎重起见 để chắc chắn

年齢 ねんれい￣ 5 読解 age 年龄 tuổi

の 納期 の＼うき 8 練習しよう2 delivery date 交货期 thời điểm giao hàng

納入（する） のうにゅう￣ -
ビジネス場面でよく
使う用語

to pay for, to deliver 缴纳、交（货） giao hàng

納品（する） のうひん￣ 3 ロールプレイ to deliver (a finish product) 交货 giao hàng

能力 の＼うりょく 5 読解 ability 能力 năng lực

逃す のが＼す 5 読解 to miss 错过 để tuột mất

伸ばす のば＼す 6 読解 to straighten 挺直 kéo dài

（～の）分 (～の)ぶ＼ん 4 ロールプレイ part/amount (of~) (～的)部分 phần (của~)

述べる のべ＼る 4 読解 to state 讲、陈述 nói, bày tỏ

乗り切る のりき＼る 6 読解の表現 to get through 度过、闯过 vượt qua

乗り出す のりだ＼す 1 読解の表現 to launch 开始进行 bắt đầu, hợp tác

ノルマ ノ＼ルマ 9 読解の表現 norm/quota （工作）定额、指标 chỉ tiêu

は 場 ば￣ 2 読解の表現 setting 场合 bối cảnh

把握（する） はあく￣ 4 読解の表現 to be aware of/to understand 掌握 lĩnh hội
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バーベキュー バーベ＼キュー 7 会話の表現 BBQ 烧烤 tiệc BBQ

廃業（する） はいぎょう￣ 7 読解の表現 to close a business 停业 đóng cửa

拝啓 は＼いけい 3 読解の表現 Dear 敬启 kính gửi

廃止（する） はいし￣ 12 練習しよう1 to abolish 废止 hủy bỏ, đình chỉ

配送（する） はいそう￣ 12 練習しよう1 to deliver 发送 giao hàng

配布（する） はいふ￣ 3 練習しよう1 to distribute 分发 phân phát

配慮（する） は＼いりょ 6 読解の表現 to make considerations 考虑到 quan tâm, chăm sóc

破棄（する） は＼き 3 会話 to dispose of 废弃 vứt bỏ

恥をかく はじ＼を・か＼く 8 読解の表現 to embarrass oneself 丢脸 cảm thấy xấu hổ, mất mặt

外す はずす￣ 6 読解 to remove 移开 bỏ, buông

働きかける はたらきかけ＼る 1 読解 to work on (a person) 发动 giao việc

破綻（する） はたん￣ 10 読解の表現 to collapse 破绽 vỡ nợ

発言（する） はつげん￣ 12 読解 to make a remark 发言 phát ngôn

発送（する） はっそう￣ -
ビジネス場面でよく
使う用語

to send 发送 xuất hàng

発注（する） はっちゅう￣ 1 会話の表現 to place an order 订货、下单 đặt mua

発展（する） はってん￣ 5 読解 to develop 发展 phát triển

発表（する） はっぴょう￣ 4 会話の表現 to announce 发表、公布 phát biểu

話しかける はなしかけ＼る 1 会話 to speak (to someone) 搭话 bắt chuyện

話が弾む
はなし＼が・
はずむ￣

5 読解 to have a lively conversation 谈得兴致勃勃 cuộc nói chuyện thú vị

花火 は＼なび 7 会話 firework 焰火 pháo hoa

鼻水 はなみず￣ 5 読解 snot 鼻涕 nước mũi

場面 ば＼めん -
ビジネス場面でよく
使う用語

setting 场合 bối cảnh

早めに はやめに￣ 9 読解 early 加快、提早 nhanh chóng

反映（する） はんえい￣ 12 読解 to reflect 反映 phản ánh

はんこ はんこ＼ -
ビジネス場面でよく
使う用語

personal stamp/seal 印章 con dấu

反省（する） はんせい￣ 9 読解 to reflect (on something) 反省 hối lỗi, kiểm điểm

判断（する） は＼んだん 9 読解 to decide 判断 phán đoán

反応（する） はんのう￣ 9 練習しよう1 to respond 反应 phản ứng

販売（する） はんばい￣ -
ビジネス場面でよく
使う用語

to sell 销售 bán hàng

パンフレット パ＼ンフレット 1 会話の表現 pamphlet/brochure 小册子 tờ quảng cáo

ひ 控室 ひかえ＼しつ 4 会話 waiting room 等候室 phòng chờ

引き受ける ひきうけ＼る 4 会話 to take on 接受、答应 đảm nhận

引き立てる ひきたて＼る 3 読解の表現 to patronize (a business) 关照 ưu ái, đặc ân

引き続き ひきつづき￣ 9 会話 continuously 继续 tiếp tục

日ごろ ひごろ￣ 9 読解の表現 normally 平时 thường ngày

ビジネス ビ＼ジネス -
ビジネス場面でよく
使う用語

business 商务 thương mại

ビジネスパーソン
ビジネスパ＼ーソ
ン

5 読解 business person 商务人员 doanh nhân

左利き ひだりきき￣ 5 会話の表現 left-handed 左撇子 thuận tay trái

ヒット（する） ヒ＼ット 5 読解の表現 to be a hit 畅销 （sản phẩm）bán chạy

否定（する） ひてい￣ 1 読解 to deny 否定 phủ định

一言 ひと＼こと 2 読解 simple word 一句话 (nói) một lời

一つ一つ ひとつひと＼つ 2 読解 one by one 一一、逐个 từng cái một

人手が足りない
ひとでが￣・
たりない￣

1 会話 to lack manpower 人手不够 không đủ người

一人一人 ひとりひと＼り 11 読解 each person 每个人 từng người một

日にち ひにち￣ 2 会話 date 日期 ngày
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日々 ひ＼び 5 読解 daily 每天 ngày ngày

費用 ひ＼よう -
ビジネス場面でよく
使う用語

cost 费用 lệ phí

評価（する） ひょ＼うか 6 読解 to evaluate 评价 đánh giá

表現 ひょうげ＼ん 1 はじめに expression 表现、表达 biểu hiện, diễn đạt

表情 ひょうじょ＼う 11 読解 facial expression 表情 vẻ mặt

表面的（な） ひょうめんてき￣ 7 読解 superficial 表面上的 bề ngoài

広げる ひろげる￣ -
ビジネス場面でよく
使う用語

to expand 扩大 mở rộng

便 び＼ん 9 会話 post (邮件、货物发送的)班次 chuyến

品質 ひんしつ￣ 5 読解の表現 quality 质量 chất lượng sản phẩm

ふ ～部 ～＼ぶ -
ビジネス場面でよく
使う用語

～department ～部、～处 phòng~

ファイル ファ＼イル -
ビジネス場面でよく
使う用語

file 文件夹 tệp đựng hồ sơ

不安（な） ふあん￣ 4 読解 anxious 不安、担心 bất an

部下 ぶ＼か -
ビジネス場面でよく
使う用語

subordinate 下级、部下 cấp dưới

深める ふかめ＼る 9 読解の表現 to deepen 加深 thắt chặt

副～ ふく￣～ -
ビジネス場面でよく
使う用語

deputy～/vice～ 副～ phó~

不具合 ふぐ＼あい 9 読解の表現 (mechanical) failure (状况)不好 lỗi, sự bất tiện

復唱（する） ふくしょう￣ 8 読解 to repeat 复述 lặp lại

複数 ふくす＼う 2 読解 multiple 复数 số nhiều

含む ふく＼む 8 読解 to include 包含 bao gồm

不景気（な） ふけ＼いき 1 読解の表現 stagnant 不景气 suy thoái kinh tế

不在 ふざい￣ 10 練習しよう1 absence 不在 không có mặt

ふさわしい ふさわし＼い 10 読解 suitable 相符 thích hợp

不思議（な） ふしぎ￣ 6 読解 curious/strange 不可思议 kỳ lạ

部署 ぶ＼しょ -
ビジネス場面でよく
使う用語

department 部门、工作岗位 bộ phận

不振 ふしん￣ 7 読解の表現 stagnation 不佳 không tốt

不信感 ふし＼んかん 9 読解 suspicion 不信任感 sự nghi ngờ

防ぐ ふせ＼ぐ 9 読解 to prevent 防止 phòng chống

不確か（な） ふた＼しか 8 練習しよう1 uncertain 不确切 không chính xác

負担 ふたん￣ 1 読解 burden 负担 sự gánh vác, trách nhiệm

ぶつかる ぶつかる￣ 3 読解 to bump into 撞到 đâm phải

～物産 ぶ＼っさん -
ビジネス場面でよく
使う用語

～productions ～物产公司 sản phẩm~

不適切（な） ふて＼きせつ 10 読解 inappropriate 不恰当 không thích hợp

無難（な） ぶなん￣ 11 読解 safe/secure 无可非议 an toàn

不備 ふ＼び 9 会話 defect 不完备、不齐全 không hoàn chỉnh

部分 ぶ＼ぶん 1 会話 section/part 部分 bộ phận, phần

不勉強（な） ふべ＼んきょう 12 読解 insufficiently studied 用功不够 lười học

踏まえる ふまえ＼る 9 読解の表現 to be based on 以～作为立足点 dựa trên

不満（な） ふまん￣ 2 読解 unsatisfactory 不满意 bất mãn

踏み込む ふみこ＼む 7 読解 to step into 跨进 tìm hiểu sâu một lĩnh vực

部門 ぶ＼もん 12 読解 division 部门 bộ phận

増やす ふや＼す 5 読解 to increase 增加 làm tăng

プライベート プライベ＼ート 5 読解 private 私人的、个人隐私 riêng tư

プランニング（する） プラ＼ンニング 6 読解の表現 to plan 制定计划 lên kế hoạch

振り返る ふりか＼える 3 読解 to look back on 回顾 nhìn lại

不良品 ふりょうひん￣ 3 ロールプレイ defective product 次品 hàng lỗi
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プレゼン プレゼン￣ 3 練習しよう1 presentation 演示、演讲 buổi thuyết trình

触れる ふれる￣ 5 読解 to touch upon 触及 đề cập tới

フレンチ フレ＼ンチ 12 練習しよう1 French food 法国式的 kiểu pháp

プロジェクター プロジェ＼クター 3 練習しよう1 projector 投影机、幻灯 máy chiếu

プロジェクト プロ＼ジェクト 7 読解の表現 project 项目 dự án

プロバイダー プロバ＼イダー 9 読解の表現 provider 服务供应商 nhà cung cấp dịch vụ

プロ野球 プロや＼きゅう 7 会話 pro baseball 职业棒球 bóng chày chuyên nghiệp

（～の）分 (～の)ぶ＼ん 4 ロールプレイ part/amount (of~) (～的)部分 phần (của~)

雰囲気 ふんい＼き 5 読解 atmosphere 气氛 bầu không khí

へ 閉鎖（する） へいさ￣ 1 読解の表現 to close 关闭 dừng, đóng cửa

弊社 へ＼いしゃ 2 会話

my/our company (the

humble form used to

indicate the company to

which you belong)

敝公司（用于表示自己所
属公司时的谦逊语)

công ty chúng tôi (cách nói

khiêm nhường)

平素より へ＼いそ・よ＼り 3 読解の表現 usual/regular 一向、平素 từ trước đến nay

ペース ペ＼ース 1 読解の表現 pace 进度 nhịp độ

別々に べつべつに￣ 12 会話 separately 分别 riêng biệt

ベテラン ベテラン￣ -
ビジネス場面でよく
使う用語

veteran 老资格 nhân viên kỳ cựu

変更（する） へんこう￣ 2 ケーススタディ to change 变更 thay đổi

ほ 報告（する） ほうこく￣ -
ビジネス場面でよく
使う用語

to report 报告 báo cáo

方針 ほうしん￣ -
ビジネス場面でよく
使う用語

policy 方针 phương châm

法人 ほうじん￣ 8 読解の表現 corporate body 法人 pháp nhân

報道（する） ほうどう￣ 5 読解 to report 报导 đưa tin

忘年会 ぼうね＼んかい 6 ロールプレイ end-of-year party 忘年会、年终聚餐 tiệc tất niên

方法 ほうほう￣ 7 読解 method 方法 phương pháp

訪問（する） ほうもん￣ 2 読解 to visit 访问 đến thăm

ほうれんそう ほうれ＼んそう 9 読解 spinach 菠菜 cải bó xôi

ホーム ホ＼ーム 3 会話 platform 站台 chỗ đợi tàu

～ホール ～ホ＼ール 2 会話の表現 hall～ ～大厅、～展厅 hội trường~, sảnh~

母国 ぼ＼こく 11 読解 home country 祖国 nước mình

補助的（な） ほじょてき￣ 12 読解の表現 auxiliary 辅助性的 mang tính hỗ trợ

保存（する） ほぞん￣ 8 会話 to save 保存 lưu trữ

ほぼ ほ＼ぼ 12 会話 almost 几乎 hầu như

ボランティア ボラ＼ンティア 12 練習しよう2 volunteer 志愿者 tình nguyện

ホワイトボード ホワイトボ＼ード 11 練習しよう1 white board 白板 bảng trắng

盆踊り ぼんお＼どり 7 ロールプレイ Obon dance 盂兰盆会舞 điệu nhảy lễ obon

本日 ほ＼んじつ 3 読解の表現 today 本日、今天 hôm nay

本社 ほ＼んしゃ -
ビジネス場面でよく
使う用語

main office 总公司 tổng công ty

本人 ほ＼んにん 7 読解 the person himself/herself 本人 bản thân , đương sự

ま マイナス マイナス￣ 4 読解 negative 消极 điểm trừ, không tốt

前向き（な） まえむき￣ 12 読解 forward-thinking 朝前看 cầu tiến, tích cực

曲げる まげる￣ 6 読解 to bend 弯曲 bẻ, uốn

誠に まことに￣ 3 読解 very 实在、非常 thật

増す ます￣ 5 読解 to increase 增进 làm tăng

待ち合わせ まちあわせ￣ 2 読解 meeting/rendezvous 等待、会面 cuộc hẹn

間違う まちが＼う 3 読解 to make a mistake 失误 sai, nhầm

全く～ない まったく￣～ない 9 読解
absolutely no～/absolutely

not do～
完全没有～ hoàn toàn không ~

まとまる まとまる￣ 12 読解 to be summarized 归纳 thống nhất
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まとめる まとめる￣ -
ビジネス場面でよく
使う用語

to compile 归纳、整理 tổng hợp

マナー マ＼ナー -
ビジネス場面でよく
使う用語

manners 礼节 văn hóa, cách ứng xử

学ぶ まなぶ￣ 1 読解 to learn/to study 学习 học

マニュアル マニュアル￣ 3 読解 manual 便览、说明书 hướng dẫn sử dụng

まねる まねる￣ 10 読解 to imitate 模仿 bắt chước

守る まも＼る 2 読解 to keep (a promise) 守(约) giữ

迷う まよ＼う 9 読解 to be undecided 犹豫、困惑 lúng túng

マヨネーズ マヨネ＼ーズ 12 練習しよう2 mayonnaise 蛋黄酱 sốt mayone

満開 まんかい￣ 5 練習しよう1 full bloom 盛开 nở rộ

満席 まんせき￣ 9 会話 full house 满座 hết chỗ

満足（する） ま＼んぞく 4 読解 to be satisfied 满足 thỏa mãn

み 見かける みかける￣ 6 読解 to happen to see 看到、见到 bắt gặp

見苦しい みぐるし＼い 3 練習しよう1 unsightly/disgraceful 难看 khó nhìn

見込み みこみ￣ 9 練習しよう1 expectation 估计 dự kiến

ミス（する） ミ＼ス -
ビジネス場面でよく
使う用語

to make a mistake 差错、失误 gây ra lỗi lầm

自ら み＼ずから 8 読解 oneself 自己 đích thân

見ず知らず み＼ずしらず 11 読解の表現 unknown 素不相识
chưa từng gặp,chưa từng

quen

水玉模様 みずたまも＼よう 12 練習しよう1 polka dots 水珠花纹 hoa văn chấm bi

身近（な） みぢか￣ 12 練習しよう2 familiar 身边、切身 thân thuộc

導き出す みちびきだ＼す 12 読解 to draw (a conclusion) 得出、导出 đưa ra (dựa trên cơ sở)

導く みちび＼く 12 会話 to guide/to lead 引导 hướng dẫn

見積もり みつもり￣ -
ビジネス場面でよく
使う用語

estimate 估价 báo giá

認める みとめる￣ 1 読解 to acknowledge 认可 công nhận

身に付く みに￣・つ＼く 1 読解 to acquire 掌握 học hỏi

身に付ける みに￣・つけ＼る -
ビジネス場面でよく
使う用語

to acquire 掌握 học hỏi

耳を傾ける
みみ＼を・
かたむけ＼る

12 読解 to listen to 倾听 lắng nghe

む 無関心（な） むか＼んしん 12 読解 indifferent 不感兴趣 vô tâm, hờ hững

無駄（な） むだ￣ 2 読解 waste 徒劳、白费 lãng phí

無駄遣い（する） むだづ＼かい 6 読解 to waste (time) 浪费 lãng phí

むっとする むっとする￣ 10 読解 to be offended 发火、生气 bực mình

め 明確（な） めいかく￣ 3 読解 clear 明确 rõ ràng,chính xác

命令（する） めいれい￣ 1 読解 to order 命令 mệnh lệnh

迷惑（する） め＼いわく 2 読解 to be inconvenienced 遇到麻烦 làm phiền

目上 めうえ￣ -
ビジネス場面でよく
使う用語

superior 长辈、上级 người trên

目下 めした＼ -
ビジネス場面でよく
使う用語

inferior 后辈、下级 người dưới

メモリアルイヤー
メモリアルイ＼
ヤー

12 読解の表現 memorial year 值得纪念的年份 năm tưởng niệm

メモを取る メ＼モを・と＼る 8 読解 to make notes 记笔记 ghi chú

メリット メ＼リット 5 考えてみよう merit 优点、优势 ưu điểm

目を通す め＼を・と＼おす 1 読解 to look through 过目 đọc lướt qua

面識がある
めんしきが￣・
あ＼る

7 ロールプレイ
to be personally acquainted

with
见过 hiểu biết

免じる めんじる￣ 3 読解 to forgive/to excuse 看在～(的面子上)而允许 miễn

免ずる めんず＼る 3 読解 to forgive/to excuse 看在～(的面子上)而允许 miễn

明太子 めんた＼いこ 12 練習しよう2 cod roe 鳕鱼子 trứng cá cay
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も 設ける もうけ＼る 11 読解の表現 to set up 预备 thiết lập

申し入れ もうしいれ￣ 2 会話 proposal 提议、要求 lời đề nghị

申し込む もうしこ＼む 9 会話 to apply 申请 đăng ký

申し出る もうしで＼る 7 読解 to offer 提出、申请 yêu cầu, đề nghị

目的 もくてき￣ 2 読解 aim 目的 mục đích

文字通り もじど＼おり 11 読解 just as it reads 如字意所表达的那样 giống như chữ

モチベーション モチベ＼ーション 9 読解 motivation 动力、促动因素 động lực

元 も＼と 3 読解 original 原状 ban đầu

戻す もど＼す 3 読解 to return 恢复 quay lại

求める もとめ＼る 6 読解の表現 to wish for 需求 yêu cầu, tìm kiếm

もともと もともと￣ 1 読解 originally 原本 vốn dĩ, vốn là

モニター モ＼ニター 11 会話 monitor 消费者评论员
người giám sát (đánh giá

chất lượng)

最寄り駅 もより＼えき 5 練習しよう1 closest station 最近的车站 ga gần nhất

や 役職 やくしょく￣ -
ビジネス場面でよく
使う用語

position 职务 chức vụ phụ trách

やり取り（する） やり＼とり 12 読解の表現 to exchange 对话、交谈 trao đổi

ゆ 有給休暇
ゆうきゅうきゅ＼う
か

11 読解 paid vacation 带薪休假 ngày nghỉ có lương

優遇（する） ゆうぐう￣ 10 読解の表現
to give preferential

treatment
优待 ưu đãi

友人 ゆうじん￣ 7 会話 friend 朋友 bạn bè

優先（する） ゆうせん￣ 2 読解 to prioritize 优先 ưu tiên

豊か（な） ゆ＼たか 5 読解 rich 丰富 phong phú

許す ゆる＼す 3 読解 to forgive/to excuse 原谅 tha thứ

よ 用語 ようご￣ -
ビジネス場面でよく
使う用語

term 用语 thuật ngữ

用紙 ようし￣ 8 会話 paper sheet 用纸 mẫu giấy

様子 ようす￣ 5 読解 appearance/state 样子 trạng thái

要素 よ＼うそ 8 読解 factor 要素 yếu tố

要望（する） ようぼう￣ 10 読解の表現 to request 要求 yêu cầu, nguyện vọng

翌日 よくじつ￣ 4 読解 the following day 第二天 ngày hôm sau

翌年 よくとし￣ 5 読解 the following year 第二年 năm sau

予算 よさん￣ 9 会話の表現 budget 预算 dự toán

予想（する） よそう￣ 5 読解 to expect 预想 dự đoán

余裕 よゆう￣ 3 会話 leeway 充裕 phần dư

より より￣ 1 読解 more 更为 hơn

ら ～ら ～＼ら 1 読解
(suffix used to indicate

multiple objects being

discussed)

～等(表示复数) (diễn tả số lượng nhiều)

来客 らいきゃく￣ 8 ロールプレイ visitor 来访的客人 khách đến

来社（する） らいしゃ￣ 4 会話 to visit a company 来公司 đến công ty

ラウンジ ラ＼ウンジ 12 練習しよう2 lounge 休息室 sảnh đợi, phòng nghỉ

り リニューアル（する） リニュ＼ーアル 1 読解の表現
to renew/to undergo

renewals
改装 đổi mới

略 りゃく＼ 7 読解 abbreviation 省略 lược bỏ

留学（する） りゅうがく￣ 1 読解 to study abroad 留学 du học

量 りょ＼う 5 読解 volume 量 lượng

了解（する） りょうかい￣ 9 読解の表現 to understand/to agree 了解 hiểu biết, nắm rõ

両替（する） りょうがえ￣ 1 読解 to change money 兑换 đổi tiền

良好（な） りょうこう￣ 9 読解 good 良好 tốt đẹp

了承（する） りょうしょう￣ 3 読解の表現 to acknowledge 知道、谅解 thông cảm

理論 り＼ろん 9 読解の表現 theory 理论 lí luận
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る ルール ル＼ール 2 読解 rule 规则 luật lệ

れ 例 れ＼い 1 読解 example 例子 ví dụ

礼儀 れいぎ＼ -
ビジネス場面でよく
使う用語

etiquette 礼仪 lễ nghi

礼状 れいじょう￣ 4 読解 letter of gratitude 感谢信 thư cảm ơn

冷静（な） れいせい￣ 12 読解 calm 冷静 bình tĩnh

例の～ れ＼いの～ 4 練習しよう1 that～ 那（件事） ～trước đó

レジュメ レジュメ￣ 12 読解の表現 résumé (会议）摘要 tóm tắt

レタス レ＼タス 12 読解の表現 lettuce 生菜、莴苣 xà lách

レベル レ＼ベル 12 読解 level 水平 cấp độ

連休 れんきゅう￣ 5 練習しよう2 consecutive holiday 连休 ngày nghỉ liên tiếp

連携（する） れんけい￣ 12 ロールプレイ to cooperate with 合作、协作 liên kết, hợp tác

連日 れんじつ￣ 5 読解 day after day 接连几天 ngày qua ngày

レンタル（する） レ＼ンタル 8 読解の表現 to rent 租赁 mượn

ろ 労働（する） ろうどう￣ 11 読解 to work 劳动、工作 lao động

わ 若者 わかもの￣ 10 読解の表現 young person 年轻人 người trẻ

脇 わき＼ 6 読解 side 身体的两侧 bên

話題 わだい￣ 2 会話 topic 话题 chủ đề

割り勘 わりかん￣ 7 読解
splitting the bill (between

people)
AA制 chia đều

割る わる￣ 7 読解 to split 平摊 chia
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