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　坂と石畳の多い神楽坂を歩きま

す。迷路のような路地を中国人ガ

イドが案内します。東京理科大学

の近代科学資料館にも寄ります。

散歩の最後は、コーヒーを飲みな

がら中国語で話しましょう。

●参加費 2,500 円／中国語が母国

語の方は 1,500 円（喫茶代込み）

●集合：12:55　JR「飯田橋」駅　

西口改札

　  さか　いしだたみ　 おお　　  かぐらざか　　 ある

　　　　めいろ　　　　　　　　  ろじ　　  ちゅうごくじん

　　　　　  あんない　　　　　　　とうきょう りか だいがく

　　きんだい かがく  しりょうかん　　　　 よ

 さんぽ　　   さいご　　　　　　　　　　　　　    の

　　　ちゅうごくご　  はな

　　さんかひ　　　　　　　えん　　ちゅうごくご　　ぼこく

ご　　 かた　　　　　　　えん　　きっさだい こ

　しゅうごう　　　　　　　　　　　いいだばし　　  えき

にしぐち  かいさつ　

　　　　　　　　　 くに

　　　　　　 しごと

　　　　　　　　　　にほん

　　　　　　 しごと

　　　　 がつ　せいかつ  きょうしつ　しごと

 きゅうじん じょうほう　　     みかた　　   りれきしょ　　 か　　   かた

 めんせつ　　 う　　かた　　　　　まな

　　　　　　　むりょう たいけん じゅこう

　　  さむ　　ひ　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おとな　　 だい  す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いっしょ

　　　　　　　　　　　　　 はる　　やさい

　　　さんかひ　　　　　　えん　ざいりょう ひ こ

www.hiragana-net.com

3/6
もくようび
10:00～12:15

仕事をさがす、

働く

　　   しごと

　  はたら

　線路沿いや畑

を黄色く彩り、

春の訪れを告げる「菜の花」。暖かな

房総地方などでは、１月下旬から咲

き始めます。アブラナ（油菜）の名

前もあるとおり、菜種油の原料にも

なります。黄色の花が咲く前のつぼ

みや茎は、おひたしや天ぷらにする

と、とてもおいしいですよ。

　「つらら」は、屋

根のうえの雪がと

けて落ちるときに固まった、氷の柱

のこと。漢字では「氷柱」と書きます。

雪の多い地方では、この時期、軒先

に長いつららがいくつも下がってい

るのが見られます。

　２月４日。暦のう

えで、春がはじまる

日です。前日の３日は、

冬との季節を分ける「節分」。春とは

いっても、東京の２月の平均気温は

6.2 度（2013 年）。まだまだ寒い日

が続きますね。梅のつぼみなど、町

のなかの小さな「春」を見つけてみ

ませんか。

　あなたの国では、

どんな仕事をしてい

ましたか。日本では、

どんな仕事をしてみたいですか。

　３月の生活教室は「仕事」がテーマ。

求人情報の見方や履歴書の書き方、

面接の受け方などを学びます。

●3/6 は無料体験受講ができます。

　寒い日に、アツアツのグラタンは

いかがですか。こどもも大人も大好

きな、マカロニグラタンを一緒につ

くりましょう。春の野菜をつかった

マリネやいちごのデザートもつくり

ます。

●参加費 2,000 円（材料費込み）

きせつの おはなし

●今月の花
 「菜の花」
 
 

●つらら

　　　

　　　　せんろ ぞ　      　はたけ

　　　  きいろ　  いろど

　  はる　おとず　　　  つ　　　　　　な　　 はな　　あたた

　ぼうそう ちほう　　　　　　　　　　　　がつ げじゅん　　　さ

　　　 はじ　　　　　　　　　　　　　　　　 あぶらな　　　　な

　  まえ　　　　　　　　　　　　　なたね あぶら　げんりょう

　　　　　　　　　　　きいろ　　はな　　　　　　まえ

　　　　　 くき　　　　　　　　　　　　  てん

　　　　　　　　　　　　　　　   や

　　ね　　　　　　　　  ゆき

　　　　　   お　　　　　　　　　  かた　　　　　　　こおり　はしら

　　　　　　　　　かんじ　　　　　つらら　　　  か

　  ゆき　　おお　　ちほう　　　　　　　　　　じき　　　のきさき

　　　  なが　　　　　　　　　　　　　　　　　さ

　　　　　　      み

　　　　　  がつ　よっか　 こよみ

　　　　　　　はる

　　ひ　　　　　ぜんじつ　   みっか

　  ふゆ　　　　きせつ　　わ　　　　　　せつぶん　　はる

　　　　　　　　　　とうきょう　　　がつ　  へいきん きおん

　　　　　  ど　　　　　　　  ねん　　　　　　　　　  さむ　　ひ

　　　 つづ　　　　　　　　　うめ　　　　　　　　　　　　　まち

　　　　　　　　　ちい　　　　　 はる　　　　み

　　　りっしゅん

●立春

2
　　こんげつ　　　はな

　　な　　　はな

　目白は学習院大学や日本女子大

学などがある文教地区ですが、高

級住宅街としても知られています。

静かな住宅街にある庭園や画家の

アトリエを見学します。最後は鬼

子母神でお参りをして、池袋へ。

散歩の面白さを実感できます。

●参加費 1,200 円

●集合：12:55　

JR 山手線「目白」

駅改札

　

　　　　　　　　　　　　　　

　

　   　めじろ　　がくしゅういん  だいがく　   にほん じょし  だい

 がく　　　　　　　　　  ぶんきょう ちく　　　　　　　　こう

きゅう じゅうたくがい　　　　　し

しず　　　　じゅうたくがい　　　　 ていえん　　  がか

　　　　　　　　　　けんがく　　　　　　　　さいご　　き

　し　も  じん　　　　まい　　　　　　　　　いけぶくろ

   さんぽ　　おもしろ　　　じっかん

　　さんかひ　　　　　　   えん

　しゅうごう

　　やまのてせん　　めじろ

えき かいさつ

●生活教室・料理教室の場所：

　墨田区 家庭センター（亀沢 3-24-2）

●無料体験、散歩、料理の予約は、

せいかつ きょうしつ　りょうり きょうしつ　　ばしょ　　　  

　すみだ  く　  かてい　　　　　　　　　かめざわ

 むりょうたいけん　  さんぽ　　 りょうり　　よやく

2/23
にちようび

目白から

鬼子母神を歩く

　　  めじろ

　　　きしもじん　　　　　　　ある

さんぽ みんなで散歩
　  さんぽ

13:00 ～ 16:00

外国人のための生活教室
　　がいこくじん　　　　　　　　　せいかつ きょうしつ

冬の

あったか料理２

　　ふゆ　

　　　　　　　　　　　　  りょうり　　　　

ひらがなレシピ
料理教室

2/20
もくようび
10:00～12:30

　❋マカロニグラタン
　❋野菜のマリネ
　❋いちごゼリー

りょうり
きょうしつ

【つくる料理】
りょうり

2/15
どようび
13:00～16:00

神楽坂、

石畳を歩こう

　　　かぐらざか

　  いしだたみ　　　ある

さんぽ
やさしい
中国語さんぽ
　ちゅうごくご

info@hiragana-net.com　へ


