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　冬になると柚子が

お店に並びます。果

物として食べるのではなく、調味料

として使われることが多いです。果

汁は、香りと酸味を加えるために使

います。皮は香辛料や薬味として使

います。韓国には柚子をまるごと砂

糖や蜂蜜につけた柚子茶があります。

　日本では年末にな

ると、全国各地で第

九のコンサートがあ

ります。第九とはルードヴィヒ・ファ

ン・ベートーヴェンの「交響曲第 9

番ニ短調作品 125」のことです。「歓

喜の歌」を合唱団が歌います。これ

を聴くと、今年ももう終わりだなと

思います。

きせつの おはなし
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　最近は、電話よりもメールで連絡

することが増えています。誘うとき、

断るとき、どう書きますか？　そん

な勉強をします。第３回の 12 月 25

日は、今年最後の授業。朝日新聞社

を見学して、築地でお正月の買い物

をしましょう。

　仕事では敬語を使います。学校の

先生と話すときも敬語です。むずか

しいけれど、ちゃんと話せた方がい

いですね。一緒に勉強しましょう。

●生活教室は月３回実施。受講料は

月 6,170 円。毎月 1 回目は無料で体

験できます（１回限り。日本語中級～）。

12/4
もくようび
10:00～12:15

日本語でメール

していますか？

  　　　にほんご

1/15
もくようび
10:00～12:15

敬語を使える

ようになろう

　　　けいご　　　　  つか

　クリスマスのイルミ

ネーションで、町がと

てもきれいです。この季節を楽しむ

ために、夕方からスタートします。

今年は赤坂サカスからミッドタウ

ン、そして表参道のケヤキ並木へ。

昼間とは違った風景が広がります。

「おしゃれな東京」を全身で感じる

のではないでしょうか。散歩道も変

化に富んでいますよ。

●参加費：1,230円　

●集合：15:55　東京メトロ千代田

線「赤坂」駅　３ａに出る改札口

　

　

さんぽ

東京イルミネーション散歩
    とうきょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　さんぽ

外国人のための 生活教室
せいかつ　きょうしつ

12/13
どようび

12/19
きんようび
16:00～18:30

赤坂から

表参道を歩く

　　 あかさか

　　おもてさんどう　　　   ある

無料体験
がいこくじん

む りょうたい けん
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台湾の留学生であるお二人は、お国にいると

きは料理をしたことがありませんでした。台

湾の学校には調理の授業がないそうです。「これからは

男性も料理ができたほうがいい」と、ひらがなネットの

料理教室に参加してくれました。日

本の料理をたくさん覚えたいそうで

す。料理上手の男性は、人気があり

ます。きっと万国共通でしょう。

ブルガリアの12月は－10℃から－20℃にも

なります。ですからスベトラさんがお国に帰

るのはいつも夏だそうです。留学で日本に来てから 14

年。ブルガリアのクリスマスがとても恋しいといいます。

この時期は家族が集まるので、バニッ

ツァのおみくじをつくるそうです。小

枝やコインを入れて、来年の健康や幸

福を占います。

王泓文さん・李宗育さん 長谷川スベトラさん

　　　　　　　　　  たいわん　りゅうがくせい　　　　　　ふたり　    　　　   くに

　　　　　　　　　　　　　りょうり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たい　

わん　   がっこう　　　 ちょうり　  じゅぎょう

 だんせい　 りょうり
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　　　　　　　　　  　 ばんこく きょうつう
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おう こうぶん　　　　　 り   そういく    　　　  はせがわ

と も だ ち の 国 は
くに

＊バニッツァはチーズなどがはいったパイで、
　ブルガリアのおふくろの味（あじ）。
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