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講座、イベントはお申し込みが必要です
 こうざ                     　　　　   もう　   こ　　   ひつよう

へいじつ　　　　　 　 じ

  
　ディンさんは、ベトナムのホーチミ
ンから来ました。日本に住んで１年半
になります。日本に来る前に３か月ぐ
らい日本語の勉強をしました。今では
日常会話に困らないほど、上手になり
ました。ディンさんの仕事は内装で、
楽しいけど忙しいです。日本の生活は
とても便利だといいます。電車が大好
きで、通勤や旅行に使っています。ベ
トナムは海がきれいで、たくさんの見
どころがあります。食べ物もおいしく、
フォーと日本のお好み焼きに似た料理
（バインセオ）も有名です。

　「６月の花嫁は幸せに
なれる」という言葉が
あります。皇太子殿下

と雅子妃も、結婚式は６月でした。実
際に６月に結婚式を挙げる人は多いそ
うです。全身白の花嫁衣装を白無垢と
いいます。頭にかぶっているのは綿帽
子。白無垢は挙式のとき
だけ着ます。

　６月が旬の果物さくらんぼ。正式に
は「桜桃」といいます。種類はたくさ
んありますが、有名なのは佐藤錦です。
今から 90年ほど前、佐藤栄助さんに
よって作られたので、この名前になり
ました。山形県が一番の産地で、全国
の４分の３を生産しています。
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友達の国は…
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　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
街にある庭園やアトリエを見学しま
す。そして「落合の秘境」といわれる
おとめ山公園にも行きます（約3.1km）。  
●参加費：おとな1,500円、学生1,300円、
小・中学生750円（イタリアンの昼食、
切手の博物館は別途） ●集合：10:25  
JR 山手線「目白」駅 改札  ●定員：20名
●申し込み：ＨＰ/メール /電話

　タイ出身のエドと一緒に料理をしま
せんか。夏にぴったりの、パイナップ
ルやゴーヤを使ったメニューです。唐
辛子が入った辛い卵焼きもつくります。
●参加費：2,500円（キャンセル前々日
まで）　●場所：ひらがなネット　●定
員：８名　●どなたでも参加できます
●申し込み：ＨＰ/メール /電話

5/23放送のTOKYO  
MXテレビ「モーニン
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恵比寿」の様子が紹介されました。
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外国人も、日本人も6/30
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夏の目白を歩く

vol.127　　　　　

　　　　　　　　なつ　　　めじろ　　　ある

みんなで散歩
さんぽ

がいこくじん　　にほんじん

　日本で生活する力を身につけるため
の、外国人向けの講座です。雨の多い
この時期は、食べ物の安全、部屋のか
びなど、気をつけることが多いです。
日本の梅雨の過ごし方を学びましょう。
●無料　●場所：ひらがなネット　
●申し込み：ＨＰ/メール /電話

　外国人のママと日本人のママが一緒
に子育ての話をします。公園、児童館
…子どもをどこで遊ばせていますか？
成長にあわせた遊び場や、子ども同士
の付き合い方について話しましょう。
●無料　●場所：ひらがなネット　
●定員：８名　●子どもと一緒に参加
できます（名前・年齢をお知らせください）
●申し込み：ＨＰ/メール /電話　
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梅雨の季節の過ごし方
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▶www.hiragana-net.com
▶info@hiragana-net.com
▶03-6658-5414（平日 10～17 時）
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敬語を

復習したい

日本の会社の

マナーやルールを

勉強したい

2018 年のスケジュール 　●講師：斎藤真由美

勉強の内容

第１回

第２回

第３回

第４回

５日（火）

６日（水）

12 日（火）

13 日（水）

２日（火）

４日（木）

９日（火）

11 日（木）

４日（火）

５日（水）

11 日（火）

12 日（水）

６月コース

午後クラス

10 月コース

午前クラス

12 月コース

午後クラス

13:30～15:30 10:00～12:00 13:30～15:30

●対象者

・日本で働ける在留資格を持ち、

　仕事をしたい外国人の方

・日本語能力検定（JLPT）　N３以上の方

　※JLPT N3 と同じ程度の日本語力がある方も可

・休まないで４回出られる方

◎ひとり１コースまでです。

◎受講料は無料です。

◎コースを終了した人は修了証がもらえます。

www.hiragana-net.com
申込み

電話 03-6658-5414、メール info@hiragana-net.com

でも申し込みができます。

●教室は、ひらがなネットの事務所で行います。

　墨田区亀沢 2-19-7（JR 両国駅から徒歩 12 分）
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地図
  ち　ず

H P
ホームページ

あいさつや言葉遣いなど、仕事をするときに大切なことを勉強します。

また、仕事のときの自己紹介なども練習します。

新人のときは、上司や先輩に教えてもらうことがたくさんあります。

レストランの仕事を例にして、上司や先輩とのコミュニケーションを勉強します。

上司や先輩、お客さまとの会話では、敬語を使うことが多いです。

敬語を使ったコミュニケーションを勉強します。

また、仕事を休んだり遅刻をするときの会社への電話のかけ方も勉強します。

日本の会社でよくある習慣や文化、ルールが自分の国とどこが違うのかを考えます。

考え方の違いを理解し、お互いに気持ちよく働ける環境をつくりましょう。
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　第１回　仕事をするときに

　　　　　大切なこと

　第２回　職場での

　　　　　コミュニケーション (1)

　第３回　職場での

　　　　　コミュニケーション (2)

　第４回　日本の会社の

　　　　　習慣と文化

一緒に仕事のマナーやことば、日本の会社の習慣や文化を勉強しましょう。

外国人のための仕事教室
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お申し込みください。
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ひらがなネット株式会社
かぶしきがいしゃ

有料職業紹介事業 許可番号　13- ユ -308653
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