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　アレンさんは、アメリカの西海岸、
ワシントン州シアトルから 2010年に来
日しました。カナダに近いので10月は
寒いです。雨が多く、霜も降ります。
東京のほうが過ごしやすいそうです。
趣味は旅行や音楽で、チェロを弾いたり、
カラオケも好きです。チェロは10歳か
ら始めました。チェロの豪華で深い音
は、心まで届く。そう感じます。７歳
と３歳の息子はチェロの練習をすると
「自分も弾きたい！」と大騒ぎです。子
どもたちが元気に育つこと、プロのチェ
リストになることが夢だと話します。

　東北地方では、秋になると
芋煮をします。山形の郷土料

理ともいわれています。芋煮の「芋」は
里芋のこと。里芋を肉やきのこ、野菜と
一緒に煮ます。大きな鍋でたくさん作っ
て、みんなで食べます。河原でするこ
とが多いです。10月 26日の「あきこの
和食教室」で教えてくれます。

　毎年同じ季節に来て、子ど
もを育て、また別の場所へ飛んでいく。
そうした鳥を、渡り鳥といいます。屋
根の下に巣をつくり、エサを運ぶツバ
メを見たことがありますか。ツバメは
夏鳥なので、春になると日本に来て、
秋には暖かい場所へ飛んでいきます。
来年の春までお別れです。
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芋煮

渡り鳥

アレン・アレクサンドリア・ローズさん  

アメリカ

きせつの おはなし

友達の国は…
ともだち　 くに

　学生の町、早稲田から高田馬場を歩
きます。早稲田大学内の演劇博物館を
見学し、神田川沿いを歩き、高田馬場へ。
昼食はミャンマー料理です（約3.９km）。
●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  東京メトロ 東西線「早稲
田」駅 ３ｂに出る改札　●定員：20名  

　鮭やきのこ、里芋など、秋の食材を
たくさん使って和食をつくります。家
でも簡単につくれるメニューです。
●おとな2,500円、学生 2,100 円　●定
員：８名　●どなたでも参加できます

　外国人ホストが自慢の「ふるさとの
味」を手作りし、食事を楽しみながら、
日本語でトークをするイベント。モン
ゴル人のザヤが、ツィワン（焼きそばの
ような料理）など４品を用意します。
●おとな3,000円、学生 2,500 円　●定
員：８名  ●料理をつくる教室ではありません

世界を食べる、知る！
モンゴル編
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  　せかい　　　  た　　　　　　　し　

　　　　　　　　  　へん　　　  

あきこの和食教室
秋の食材で、和食をつくろう

　　　　　　　　 わしょく きょうしつ

   あき　しょくざい　　 わしょく
10/26
（金）
11:00
13:00▼

10/24
（水）
19:00
21:00▼

vol.6

vol.1

　　がくせい    まち　　 わ  せ   だ　　　     たかだの ば ば　    ある

　　　　　　   　わ  せ  だ   だいがく ない　  えんげき はくぶつかん

  けんがく　　かんだがわ  ぞ　　       ある　　  たかだの ば ば

 ちゅうしょく　　　　　　　　　りょうり  　　　    やく

　　　　　　　　　　   えん   がくせい　　           えん      しょうちゅう
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　　がいこくじん　　    　　　　    じまん

 あじ　　　て  づく　　　 　しょくじ　  たの

   にほん  ご

　　   　じん　　　　　　　　　　　　　　　    や
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わた　　 どり
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外国人も、日本人も10/27
（土）
10:30
14:00▼

早稲田から高田馬場を歩く

vol.130　　　

　　 　わ    せ     だ　　　　　　たかだの ば    ば　　　ある

みんなで散歩
さんぽ

がいこくじん　　にほんじん

へいじつ　　　　　 　 じ

　漢字は覚えたけれど、どうしても上
手に書けない。そんな悩みはありませ
んか。漢字とひらがなをバランスよく
書くコツを教えます。
●無料　●定員：10名

　外国人のママと日本人のママが一緒
に子育ての話をします。10月のテーマ
は「お手伝い、どうやってさせる？」
です。　●無料　●定員：10名　●子ど
もと一緒に参加できます（名前・年齢を
お知らせください）

　

　　   かんじ　    おぼ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 じょう

     ず　　  か　　　　　　　　　　　　 なや

　　　　　　かんじ

　 か   　　　　　　 おし 

          むりょう  　    ていいん　　　   めい

     　 がいこくじん 　　　　　　   にほんじん　　　　　　  いっしょ

　　    こ そだ　   　はなし　　　　　　   　　   がつ

　　　   　　  て  つだ

　　  　　　　　　 むりょう　   　ていいん　　   めい   　　 こ  

 　　　   いっしょ　   さんか　　　　　　　　   なまえ　 ねんれい　　

　 　し

　　　

10/31
（水）
14:00
15:30▼

外国人のための「生活教室」vol.23

きれいな漢字の書き方

がいこくじん　　　　　　          せいかつきょうしつ

　　　　　　　　     かん  じ　　　  か　　    かた

外国人向け
がいこくじん む

10/18
（木）
10:30
12:00▼

ザヤの「子育てママ集まれ！」 vol.14
　　　　　　　   こ  そだ　　 　　　   あつ
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講座・イベントは、申し込みが必要です。
こうざ　　　　　　　　　　  もう　  こ　　 　ひつよう

イベント

情報は、
こちら

講座・料理教室は、
ひらがなネットで
おこないます。

墨田区亀沢 2-19-7

　　　　　　　　　　　　こうざ　りょうり きょうしつ

じょうほう

すみだく かめざわ

新企画 !
しんきかく

モンゴルの
はなしを
します


