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リトルトーキョー

君 Ｂさん：

君

)

５月号「私は誰でしょう」の答え Ａさん：

)

Let’s go grab some sushi! 寿司を食べに行こう！
I am from Japan. 私は日本出身です。

こ頑サと海す好ラ味たサいき
と張ッ気で。き」はとッかな私
でりカ持す口な、将きカら食の
すたーち。之歌好棋がーでべ星
。い部い理島はきで気です物座
こにい由の「な、持す。はは
と入かはおパゲ好ち。まカ、
はるら、気ズーきい理たレさ
、こでとにドムない由、ーそ
きとすて入ラはアかは好でり
れで。もりの「ニら、き、座
いす将きス主ぷメでゴなルで
に。来れポ題にはすースーす
Ａ字このいッ歌ぷ「。ルポが。
さをれ夢でト」にパ私をーお私
ん書かは泳はで」ズの決ツいの
くら、ぐ、 、ド趣めはし好
(

This month’s English expressions!

こではゲな入きつ好すで
とす、ーアるなとき。す私
は。いムニとス気な理。の
社最きはメとポ持ス由好星
会後も「はてッちポはき座
でにのぷ、もトいー、なは
す、がに「気はいツみ食お
。こかぷパ持、かはずべう
のりにズち平ら野み物し
一の」ドが瀬で球ずは座
年「でラ良海すでし、で
であす」い水。すいキ、
頑り。でで浴口。かュ趣
Ｂ張が好、す場之理らウ味
さりとき好。で島由でリは
んたうなき好すのはすで将
い」歌なき。好打。 棋
(

ロサンゼルスには様々な文化的なところがあり、街中を歩く
ことは様々な国へのツアーのように思える。私の一番のお気に
入りはリトルトーキョーというところだ。1905年以降、リトル
トーキョーは何千人の日本の移民と、そこで生まれた日系アメ
リカ人のHOMEになっている。リトルトーキョーではラーメンや
おすし、たこ焼き、お好み焼きなどのおいしい和食を食べるこ
とができる。そこには大きな紀伊国屋書店や日本のスーパー、
和菓子を売っている店もある。買い物と食事以外では、全米日
系人博物館やいくつかのお寺も
ある。毎年８月にはリトルトー
キョーで七夕祭りと二世ウィー
クという二世を祝う祭りも行わ
れている。

今月号の答えは７月号に掲載します。

