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　敬語はむずかしい、と思っていま

せんか。繰り返し練習すれば、大丈

夫です。敬語は人との関係をスムー

ズにしてくれます。ぜひ使えるよう

になりましょう。

1/15　仕事をするときの敬語 (★)

1/22　感じのよい話しかた

1/29　日本人と敬語で話してみよう

　声を出して読む練習や、自分の意

見を伝える練習をします（2/5、

2/12、2/26）。　●場所：墨田区家庭

センター（亀沢3-24-2）

【今年もよろしくお願いいたします】

日本に暮らす外国人と日本人をつな

ぐ事業をはじめて、４月で３年にな

ります。今年もより

楽しい企画で交流事

業を行っていきま

す！　 吉澤・戸嶋

　バレンタインに熱々のポットパイ

と甘～いチョコマフィンはいかがで

すか。簡単な作り方を教えます。

●作る料理：チキンポットパイ、焼

きチョコマフィン、冬野菜のカルパッ

チョ　●参加費：大人 3,000 円、学

生2,600円、子ども４歳～1,500円（材

料費込み）　●場所：墨田区家庭セ

ンター（亀沢3-24-2）　●2/5まで受付

　駅のすぐ上にある消防博物館か

ら、韓国文化院へ。昼間の新宿ゴー

ルデン街を通り抜けて、新大久保で

韓国のスーパーに寄ったり、レスト

ランでお昼をいただきます。

●参加費：大人1,230円、学生1,080円、

子ども 610 円　●集合：10:25　東

京メトロ　丸ノ内線「四谷三丁目」

駅　２番出口に出る改札口（２番線

ホーム側にあります）

　12月の「田舎のお家に行こう」に参

加してくださった、ベトナムからの

留学生の５人。船橋にある東京JLA外

国語学校で日本語を学んでいます。

　ベトナムのお正月（旧暦）には「豆

と豚肉でつくるササマキを食べま

す」というジャンさん、「お母さん

がつくる白いお酒を飲みます」とい

うホアさん。皆さんお弁当工場など

でアルバイトをしながら、勉強に励

んでいます。

　今年は未年です。十二支では 8 番

目になります。未を動物にあてはめ

ると「羊」になります。十二支それ

ぞれに特徴があります。未年は穏や

かで温かく、優しい。正義感が強く、

真面目だといわれています。

　寒くなると手袋は欠かせません。

しかし、手袋をしたままだとスマホ

の操作ができません。そこで登場し

たのが「スマホ手袋」です。“導電糸”

という新しい素材を使って作られて

います。手袋をしたまま操作ができ

るため、爆発的な人気になりました。
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１月│敬語を使えるようになろう
   　  がつ   　  けいご  　　つか

２月│上手に読もう。上手に話そう
   　  がつ   　 じょうず   　 よ       　　　　じょうず　   はな

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

左（ひだり）から、モーさん、アンさん、
ホアさん、ジャンさん、イェンさん

きせつの おはなし

未年

手袋

ベトナム
ともだちの国は…

　　　　　　　くに

まいしゅう もくようび

●日本語中級以上（にほんご ちゅうきゅう いじょう）

ひつじどし

てぶくろ

　教室、散歩のご予約は、
　info@hiragana-net.comへ

きょうしつ　 さんぽ　　　　 よやく
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★は無料体験（むりょう たいけん）できます　※ひとり１かい


