
　東京都の人口の1/32は外国人。国際
結婚のカップルも多いです。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。　●受講料：無料　
●場所：ひらがなネット事務所

　留学生も日本の大学生も、みんなで
一緒におしゃべりをしましょう。留学
生のお国のこと、日本のこと、教えた
り教えてもらったり。楽しい時間を一
緒に過ごします。たこ焼きを作るのが
上手な人は、ぜひお願いします。　
●参加費：500 円　●場所：ひらがな
ネット事務所　●たこ焼き、お菓子、
飲み物があります。
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　インドの北にあるカーンプル出身の
シュバーンさん。今年の４月、地震の
博士号をとるために日本に来ました。
研究室には 10 人の学生がいますが、
そのうちの４人は留学生です。みなさ
ん別々の国から来ました。授業は日本
語ですが、学生同士は英語と日本語の
両方を使って話しているそうです。
カーンプルの８月は雨が多く、最高気
温の平均は 32℃で日本と変わりませ
ん。５月は 40℃にもなります。イン
ドのカレーは辛く、日本の学食のカ
レーももう少し辛いといいそうです。

　　　　　　　　　
　夏は浴衣を着て、
盆踊りを楽しみま
しょう。公園や神社
などで、音楽が聞こ

えてきたら、恥ずかしがらずに踊りの
輪の中へ。東京なら「東京音頭」でしょ
うか。はぁ～、踊り踊るなら ちょいと
東京音頭♪　踊りも、歌も、インターネッ
トで調べるとありますよ！

 
　冷たい麦茶は、夏に欠かせない飲み
物です。ノンカフェインなので、子ど
もから大人まで安心して飲めます。麦
茶の原料は大麦です。ミネラルなどの
栄養があるだけでなく、からだを冷や
す働きもあります。夏にはいいですね。
ただし、飲み過ぎには注意しましょう。
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　毎週水曜日は「両国クッキング」の
日。外国人に料理と食の日本語を教え
ます。詳細はひらがな
ネットfacebookページ
をご覧ください。

　初級の日本語を学びながら、日本の
生活を近道して覚えましょう。オリジ
ナルのテキストで勉強します。　
●日程：10月５日（月）、６日（火）、８日（木）、
９日（金）、13日（火）、15日（木）、16日（金）、
19日（月）  ●場所：ひらがなネット事務
所　●受講料：21,600円（全８回）

　

　仕事に就きたい人のコースです。日
本語は中級以上の人が対象。仕事場で
のマナーや履歴書の書き方、面接の受
け方など、８日間で学びます。
●日程：11月２日（月）、５日（木）、６日（金）、
９日（月）、10日（火）、12日（木）、13日（金）、
16 日（月） ●場所：ひらがなネット事務
所　●受講料：21,600円（全８回）

■今月号でお知らせしている講座・イ
ベントはすべて私たちの事務所で行い
ます。地図を見てお越しください。
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Ryogoku Cooking

毎水曜
すいようび
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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
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シュバーン・トリベヂ さん
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インド

日本人向け
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夏休み交流企画
なつやす　 こうりゅうきかく

学生さん集まれ !
がくせい　　あつ

Shubham Trivedi

とも
くに

お待たせしました！
生活教室がはじまります

　    ま

せいかつ きょうしつ　　

あたらしく、
仕事をするための
日本語教室がはじまります

 しごと

　にほんご きょうしつ　　


