♪「まちがえやすい漢字」①
漢字の読み方には音と訓があり、意味の違う言葉を、同じ音で
読むものを「同音異義語」、同じ訓で読むものを「同訓異義語」と
いいます。 今回は『同音異義語』編
□おもな同音異義語□
イシ ◆意志…あることをしたい強い気持ち⇨ （例） 意志が強い
◆意思…あることをしたいと思う考え⇨ （例） 意思表示
カイトウ ◆解答…問題を解き答える⇨ （例） 模範解答を示す
◆回答…質問に対する答え⇨ （例） アンケートに回答
セイサン ◆精算…細かく正確に計算する⇨ （例） 費用の精算
◆清算…決着をつけること⇨ （例） 借金を清算する
タイショウ ◆対称…二つのものがつりあう⇨ （例） 左右対称
◆対照…照らし合わせる⇨ （例） 原作と対照する
タイセイ ◆体制…生物や社会の仕組み⇨ （例） 独裁体制
◆体勢…体全体の構え⇨ （例） 体勢をくずす
ツイキュウ ◆追及…どこまでも追いつめる⇨ （例） 責任を追及する
◆追求…目的のものを追いつめる⇨ （例） 理想を追求する
ヘイコウ ◆平行…二つが交わらないこと⇨ （例） 平行線
◆並行…並んで行くこと⇨ （例） 作業を並行する
ヤセイ ◆野生…動物や植物が自然のまま育つこと⇨ （例） 野生の動植物
◆野性…本能的で自然のままの性質⇨ （例） 野性に目覚める
ヨウイ ◆用意…物事に備える⇨ （例） 用意ができた
◆容易…簡単、たやすいこと⇨ （例） 容易にできた
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『街のたより』 第144回
爽やかな初夏を迎え、
南野エリアには
美しい緑があふれています。
お散歩がてら、
出かけてみませんか？

恵泉スプリングフェスティバル２０１４

５/３１（土）

（入場は１５：３０まで）

オープンキャンパス
同時開催 !

＊陣内大蔵チャペルライブ ＆ トーク

「Session of Life 〜神の力が働く場所〜」

キリスト教文化研究所講演会

チャペル １４：００〜１５：２０

＊メイポールダンス♪

＊キリスト教の再定義に向けて
〜新約聖書の視点から〜

ぼくは

『カイくん』は御年１２歳、
でもまだまだ現役には負け
られません！
お母さんとのかくれんぼが
大好きな“万年青年”です。
天敵のねこちゃんを見ると、
窓をはさんで大げんかもする
血気盛んなおじいちゃん（？）
です。

１０：００〜１６：００

前庭芝生 １２：４５〜１３：００/１５：４５〜１６：００

講演者：荒井献先生 （元学長）

開催場所・時間

G101教室 １ １ ：００〜１２：３０

最新の新約学の知見により学園の理念で
あるキリスト教を学び、再び問い直します。

＊園芸ツアーデスクで受付
▼樹木ツアー 中庭テント １ １ ：００〜１２：００/１４：００〜１５：００
▼農場ツアー 中庭テント １０：００〜１ １ ：００/１３：００〜１４：００/１５：００〜１６：００
▼ネイチャーツアー 中庭テント １２：００〜１２：３０

＊福島を忘れないで

現代社会学科シンポジウム

〜福島県の有機農業者の農産物販売と活動報告〜
南野キャンパス カフェ前 １０：００〜１６：００

＊原発に頼らない社会へ
シフトできるのか？

＊オーガニックカフェ・ショップ

田中優さんの講演を聴いて、
社会の変え方を対話で考えます。

ほかにも
イベント
盛りだくさん！！

南野キャンパス １０：００〜１６：００

開催場所・時間 J202教室 １３：３０〜１６：００

＊チアリーディング
時計台前 １ １ ：００〜 １ １ ：２０/１３：００〜１３：２０

＊恵泉にポニーがやってくる ！
中庭テント １０：００〜１ １ ：３０、１３：１５〜１６：００（引き馬）
１２：３０〜１３：００（餌やり）／１０：００〜１６：００（グッズ販売）

＊「若葉風」 花芸安達流・二代主催安達曈子によるデモンストレーション

☆プレゼントコーナー☆

J202教室 １ １ ：００〜１ １ ：４５

★ 1.「 限定版 明治１２年１月１５日（土）朝日新聞創刊第１号復刻版」

……………………………… １５名様

★ 2.「 第８5回 第一美術展」

国立新美術館

6/ 9まで ………… 5組様

★ 3.「 第28回 日洋展」

国立新美術館

6/ 9まで ………… 5組様

★ 4.「 大滝博子 創作人形の世界at百段階段 」

目黒雅叙園

6/22まで ………… １０組様

★ 5.「 クールな男と おしゃれな女 」

山種美術館

7/１３まで ………… 5組様

★ 6.「花鳥風月 夏紋様の伊勢型紙展」

紀尾井アートギャラリー

7/20まで ………… 5組様

★ 7.「近代日本の水墨画」展

講談社野間記念館

７/21まで ………… 5組様

★ 8.「戦いのしるし ー古戦場絵図・武具図展 」

千秋文庫

8/ 2まで ………… 5組様

★ 9.「 巴里を いのちを 謳歌しよう」

松岡美術館

８/２９まで ………… 5組様

★10.「極楽湯」 ８店舗共通（※土・日・祝日もご利用可）

入館ご招待券

6/３0まで ………… 5組様

★11.『古代オリエント博物館』

入場券

8/31まで ………… 5組様

★12.『 台場１丁目商店街 山口敏太郎の妖怪博物館＆台場怪奇学校』 ご招待券

7/31まで ………… 5組様

★13.『東京ジョイポリス』

入場券orパスポート割引

9/３0まで ………… 5組様

★14.『こどもの国』

入園券 (4枚１組)

6/30まで ………… 5組様

★15.《東京ヤクルト VS オリックス》 神宮球場 ６/２１（土）1４：０0 ・ ２２（日）1３：３0試合開始（共通チケット） … 5組様
★16.《東京ヤクルト VS 中日》

神宮球場 7/８（火）・９（水）・１０（木） 18：00試合開始（共通チケット） … 5組様

★17.《東京ヤクルト VS 横浜DeNA》 神宮球場 7/11（金）・１２（土）・１３（日）18：00試合開始（共通チケット） … 5組様

《応募方法》

はがきに、点線で切ってお送り下さい。

プレゼント応募用紙
第1希望

第2希望

★NO.(

) ★NO.(

１ 枚希望

１ 枚希望

第3希望
) ★NO.(

)

１ 枚希望

お名前

様

TEL

恵泉女学園大学

多摩市南野 ２-１０-１ TEL042-376-8217

www.keisen.ac.jp

チャットボード
おつ きゆ きえ さん によ る
『宮 澤賢 治朗 読の 会』
おはなしの出前を届けてくれる『おつきゆきえさん』による
“大人のための朗読会”です。
12月に開催した“大人のための絵本の会”も大好評でした。
初めての方もぜひご参加下さい。
＊ 日

時

７ 月 １ 2 日（土） １７：００開演（朗読時間約 １ 時間）

＊ 申込締切・定員（２０名）になり次第、締め切らせていただきます。
＊ 場

所

＊ 参 加 費

セレクトショップＭiｎｉｃｒｅｗ ２Fフリースペース
おひとりさま ￥１０００のところ ￥５００で…

（当店読者以外の方は１０００円となります。 ご了承下さい。）
＊ ご希望のお客様は ＦＡＸ・お葉書・ＨＰからお申し込み下さい。

申込先
〠206-0033

★「アサウェブタマ」で検索 ！ ★

多摩市

多摩市落合1-20-10 ASA多摩センター店内
『宮澤賢治朗読の会』係

＊応募締切り
ハガキ：5 月30日 （金） 必着
ＦＡＸ＆パソコン・携帯電話：5 月30日 （金） 正午まで
＊応募多数の場合は抽選となります。
＊チケット１組は２枚です。 １枚のみをご希望の方は１枚
希望チェックボックスに
レ をお願いします。

フリーFAX 0800-800-3154

http://www.sawayaka-mail.com

当選はプレゼントの発送をもってかえさせて頂きます。

区
（↑おわかりになる場合のみ お願いします）

当店へのメッセージ

自立した女性を育てる

http://www.sawayaka-mail.com/

ご住所

お客様 照会番号

■応募用紙に記入し、ＦＡＸ又はハガキで下記宛に
お申し込み下さい。
■パソコン・携帯電話（ 一部ご利用になれない機種があり
ますのでご了承下さい。) からはWeb会員に登録の上、
お申込み下さい。
新規登録の方は、おトクなクーポン情報満載！
にアクセス！

『ミニバザー』 （日本基督教団永山協会も参加します。）
毎年好評 ！ 手作りケーキ・クッキー
雑貨小物（協力♡ミニクル）etc…を販売します。

〠 206-0033
お問合せ
お申込み先

多摩市落合1-20-10
ＡＳＡ多摩センター
フリーダイヤル 0120-165-211

フリー FAX0800-800-3154

大好評！
第６９回

『上高地散策と帝国ホテルでコースランチを楽しむ』
身延山宿坊での昼食 身延山のしだれ桜

バスツアー

■旅行期日：６月１７日（火） ■旅行代金：１３０００円（ランチ代含）

◆本日（５/ 25）、新聞チラシが折込まれていますのでご覧下さい。

対応機種をお持ちの方は、右のバー
コードをお使いください。カメラで
読み取るだけで簡単アクセス！

発行所

（読取方法は、各機種により異なります）

発行部数12000部

◆ＡＳＡ多摩センター
多摩市落合1-20-10
フリーダイヤル 0120-165-211
フリーFAX0800-800-3154

◆ＡＳＡニュータウン永山
多摩市永山2-19-1
フリーダイヤル 0120-163-411
フリーFAX0800-800-1531

