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ドイツ

　みなさんの家族、親戚、職場、ご近 
所の外国人ともっと親しくなりません
か。「外国人と日本人をつなぐ」ひらが
なネットが、英語抜きでできるコミュ
二ケーション方法を教えます。毎回、
各国のゲストを迎えて行っている講座
です。日本で暮らす外国人はどんな生
活をしているのでしょうか。ぜひ話を
聞きにきてください。　●受講料：無
料　●場所：ひらがなネット事務所

■10/28「外国人とのお付き合い講座」
は、ロシア人のジェーニャさんがゲス
ト。日本語がとても上手なジェーニャ
さんですが、敬語は
難しいそうです（写
真上）。    ■10/6 にス
タートした墨田区の
「日本語ボランティ
ア養成講座」を担当
しています（下）。

発　行／ひらがなネット株式会社　
　　　　墨田区亀沢 2-19-7
　　　　電話 03-6658-5414　
発行日／ 2015 年 11 月１日　
www.facebook.com/hiragananet

www.hiragana-net.com

　ルーベンさんは、ギーセンという町
から来ました。ドイツのフランクフル
トから車で約１時間の場所です。ギー
センの 11 月の平均気温は 4.9℃。東京
の 11 月の平均気温は 14.2℃（2014 年）
なので、10℃も低いです。日本人の彼
女に会うために来たルーベンさんは、
12 月には帰国します。３ヵ月間の短
い期間ですが、日本語の勉強をしてい
ます。日本語を教えるボランティアへ
通って、友だちもできました。ラーメ
ン、お好み焼き、焼き肉が大好きで、
日本の暮らしを楽しんでいます。

　イチョウの木が黄色に
変わると、ぎんなんの季

節です。ぎんなんは、イチョウの木の
種です。かたい殻を割って、黄緑色の
部分を食べます。殻ごと紙の封筒に入
れて、500wの電子レンジで40～50秒。
簡単に殻が割れます。おいしいので、
食べ過ぎに注意して
ください。

　冬の始まりの日を
立冬といいます。この頃に、朝晩の気
温が低くなります。昼と夜の寒暖差が
激しくなるので、体調に気をつけくだ
さい。しょうがやねぎ、にんにく、唐
辛子など体を温めるものを食べましょ
う。おでんや鍋などもいいですね。
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　クリスマスに楽しむ、おいしい料理
とかわいいデザートをつくりません
か？　お子さんと一緒、おひとりでの
参加も大歓迎です。男性もぜひ！
●作る料理：フライパンで焼く ロース
トチキン、冬野菜のホワイトスープ、
炊飯器で炊くカレーピラフ、クリスマ
ストライフル　●参加費：おとな3,500
円、学生 3,000 円、子ども４歳～2,000
円（材料費込み）　●定員：24人　●場
所：墨田区家庭センター（亀沢3-24-2）
●12/3 まで受付

　

　

　東京大学は、イチョウの名所として
も有名です。黄色に紅葉した木々を見
たり、学問の神様・湯島天神を訪ねたり、
東京の秋を満喫しましょう。昼ご飯は、
大学の学生食堂でいただきます。
●参加費：おとな1,230円、学生1,080円、
こども610円　●集合：10時 25分 
ＪＲ「御徒町」駅　北口

　  12 月は、毎年恒例の東京イルミネー
ション散歩を行います。12/11（金）、19
（土）。詳細は12月号でお知らします。
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「外国人とのお付き合い」講座
　　がいこくじん　　　　　　　   つ　   　  あ　　　　　　こうざ　

講座、イベントはお申し込みが必要です
　  ▶03-6658-5414（平日10～17時）
　  ▶info@hiragana-net.com へ
tel

 こうざ                     　　　　　  もう　   こ　　  　ひつよう

ルーベン・ゼブルガ さん

へいじつ　　　　　　　  じ

立冬

友だちの国は…

日本人向け
にほんじん む

とも　　　        

11/21
（土）
10:30
14:00▼

くに

みんなで散歩

紅葉の東京大学～上野を歩こう
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秋は散歩の季節です！
あき　 さんぽ　　 きせつ
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