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　日本に来て１年半のアヌさんは、南
インドのケララ州出身です。11月～２
月がベストシーズンで、気温が約
25℃～28℃と過ごしやすい時期です。
インドではヒンディー語が共通語です
が、700種類以上の言語が使われている
そうです。ケララ州ではマラヤラム語
を使います。しかし、アヌさんが両親
と話すときはコンカニ語です。ご主人
の仕事でインドのムンバイに２年、ロ
ンドンに６年住んで、日本に来ました。
小学生の息子さんは日本語が大好きだ
そうです。

　都心から約１時間で
着く高尾山は、自然の

宝庫です。約1,200種類の植物、約100
種の野鳥、約5,000種の昆虫がいます。
11月は「高尾山もみじ祭り」が開催さ
れています。最盛期は11月の中旬～下
旬です。赤や黄色が山全体に広がり、
素晴らしい景色を楽しめます。

　１年中食べられている
蓮根ですが、旬は秋から冬です。漢字
からもわかりますが、「蓮の根」と書
きますが、実際は根ではなくて茎が大
きくなったものです。おせち料理には
欠かせません。蓮根の穴の形が「先を
見通せる」という縁起を担いでいるか
らです。
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　日本で生活する力を身につけるため
の講座です。今回は、地図の見方や交
通標識（道にあるマーク）、道の説明の
仕方について勉強します。楽しく話し
ながら、新しい言葉を覚えましょう。
●参加費：無料　●場所：ひらがなネッ
ト　●申し込みはいりません

　仕事のことばやマナーを勉強する、
在住外国人のための講座です。敬語も
学びます。ひらがな、 カタカナ、簡単
な漢字が読める人、日本語で会話がで
きる人が対象です。
●日程：12/5、12/7、12/12、12/14
●必ず４回すべて受講してください
●参加費：無料　●場所：ひらがなネッ
ト事務所　●定員：８名　●申し込み
が必要です　
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　都内で人気 No.1 の紅葉スポットが、
神宮外苑いちょう並木です。今回は
TEPIA先端技術館を見学し、紅葉を眺
め、乃木神社まで歩きます。今年も「い
ちょう祭り」が開催されています。た
くさんの屋台が出ているので、昼食は
そこでいただきます（3.8km）。 
●参加費：おとな1,500円、学生1,300円、
小・中学生 750 円（昼食代は別途かか
ります） ●集合：10:25  地下鉄銀座線
「外苑前」駅（３番出口に出る改札前）
●定員：20名　●申し込みが必要です

　モンゴルの家庭料理「ボーズ」をつ
くります。中国の小籠包のような料理
で、皮 か ら 手 づ く り し ま す。　
●料理：ボーズ、サラダ、モンゴルの
ミルクティ　●参加費：おとな2,500円、
学生 2,100 円　●場所：ひらがなネッ
ト　●定員：８ 名　●どなたでも参加
できます　●申し込みが必要です

■墨田区の「Oishii 
Sumida Tokyo」事
業で英語メニュー
設置店をめぐるツアーをしています。
写真は10/21「すみだハラール散歩」。

外国人のための「仕事教室」 12月コース
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外国人も、日本人も
がいこくじん　　にほんじん

ɩȹȱȦ

໘ȱɘȳƴڨ
あんない


