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　ＩＴ企業で働くウィヤダーさんは、
日本に住んで21年になります。日本の
大学院に留学する前は、タイのバンコ
クにある日本のテレビ局で報道の仕事
をしていました。タイ全土だけでなく、
アジア各国も仕事で訪れたそうです。
　高校生の息子さんが学校のオーケス
トラに入っていて、コントラバスを担
当しています。日本の学校は楽器があ
り、演奏する経験ができるのがいいで
す。タイの学校にはピアノがありませ
ん。音楽の授業も歴史などを勉強する
ぐらいだそうです。

　一年で一番寒い日が「大
寒」です。今年は１月20日。

その中でも大寒の瞬間が、2018年１月
20日午後12時９分です。大寒の瞬間が
あるというのも、面白いですね。大寒
が過ぎると、だんだん春に向かいます。
とはいえ、２月もまだまだ寒いです。
寒さ対策を忘れずに！

　「おしくらまんじゅう
押されて泣くな♪」といいながら、背
中を合わせて、腕を組みながら押し合
う遊びです。数人が背中や肩で押し合
うことで、体が温かくなります。昔は
子どもたちがしていましたが、最近は
見かけません。あなたの国では、冬は
どんな遊びをしましたか。
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友達の国は…
ともだち　 くに

　日本にたくさんある七福神めぐりの
中でも、日本橋七福神はコースが短く、
歩きやすいです。「今年もよい年であ
りますように」の願いを込めて、みん
なで歩きましょう。お昼はサラリーマ
ンに大人気の中華料理店へ。300年続く
小津和紙で、和紙の歴史にもふれます。
●ガイド：神保奈々瀬　●参加費：お
とな1,500円、学生1,300円、小・中学生
750円（昼食代が別途必要です）　●集
合：10:25  地下鉄 半蔵門線「水天宮前」
駅 ５出口（地上） 　●定員：20名
●申し込みが必要です

　外国人と日本人をつなぐ「ひらがな
ネット講座」をはじめます。第１回は、
外国人にもわかりやすい「やさしい日
本語」について学びましょう。
●内容 :学習編「やさしい日本語」とは。
実践編「やさしい日本語を使って会話
をしてみよう」（エドが作ったタイ料
理を食べながら、やさしい日本語での
会話を学びます）●受講料：4,000円（教
材、タイ料理の食事、タイ料理レシピ
付き）　●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

　 　 にほん　　　　　　　　　　　　しちふくじん

 なか 　　　　   にほんばし しちふくじん　　　　　　　　 みじか

 ある　　　　　　　　　　　　  　ことし　　　　　   とし

　　　　　　　　　　　　　　 ねが　　　   こ

  　　　 ある　　　　　　　　　　　    ひる

　　　　だいにんき　   ちゅうか りょうりてん 　　　　    ねん つづ

    お   づ   わ   し　　　    わ   し　　れきし

　　　　　　　      　じんぼ　  ななせ　　　　　  さんかひ

      　　　　　　 えん   がくせい　　　　   えん　 しょう ちゅうがくせい

　　　　えん　ちゅうしょくだい　べっと  ひつよう　　　　　　 しゅう

 ごう　　　　　  　ちかてつ　はんぞうもんせん　すいてんぐうまえ

 えき　 　でぐち    ちじょう　　　　ていいん　　　  めい

　　もう　　こ　　　  ひつよう

　   がいこくじん　  にほんじん

　　　　　   こうざ　　　　　　　　　　　　　 だい いっかい

がいこくじん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  に

 ほん ご　　　　　　　　  まな

　   ないよう　がくしゅうへん　　　　　　   　にほんご

じっせんへん　　　　　　　　　にほんご　　つか　　　   かいわ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つく　　　　　　  りょう

    り　　  た　　　　　　　　　　　　　　　  　にほんご

  かいわ　　まな　　　　　   　じゅこうりょう　　　　   えん　きょう

 ざい　　　　　りょうり　しょくじ　　　　　りょうり

　つ　　　　　 　ばしょ　　　　　　　　　　　　　　じむしょ

　   ていいん　　　めい　　　もう　   こ　　   　ひつよう

　　　　　　　　　　　　　だいかん

ひ ら が な ネ ッ ト 便 り

外国人も、日本人も1/27
（土）
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日本橋七福神を歩く
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　　　　　   　にほんばし　しちふくじん　　  ある

みんなで散歩
さんぽ

がいこくじん　　にほんじん
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使おう！ やさしい日本語
　　　  つか　　　　　　　　　　　　　　　　　  にほんご

がいこくじん　　にほんじん
　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。敬語も学び
ます。２月コースは午後の時間です。
●日程：2/6、2/7、2/13、2/14　●必ず
４回すべて受講してください　●無料
●場所：ひらがなネット　●定員：８
名　●申し込みが必要です

　日本で生活する力を身につけるため
講座です。　●無料　●場所：ひらが
なネット　●申し込みはいりません

■昨年の秋～冬に、墨田区とさいたま
市、２つの「日本
語ボランティア養
成講座」を担当し
ました。

　　   しごと　　　　　　　　　　　　　　　　 べんきょう
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外国人のための「仕事教室」２月コース
がいこくじん　　　　　　            しごと   きょうしつ

仕事教室

2/6から  
（火）（水）
13:30
15:30▼ 外国人向け

がいこくじん む

日本人向け
にほんじん む

ひらがなネット講座
　　　　　　　　　　　　　　　　こうざ

新しい講座が
はじまります！

あたら　　こうざ

わたしが つくった
タイりょうりを
たべながら、
はなしを しましょう
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15:30▼

外国人のための「生活教室」 vol.14
がいこくじん　　　　　　          せいかつきょうしつ

外国人向け
がいこくじん む

かわぐち


