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WELCOME!

International Studen
ts

留学生のみなさん、東北大学へようこそ！

初めての土地で留学生活を送る中で、
学習面だけではなく生活面でも

わからないこと・慣れないことがたくさん
あると思います。

このガイドブックでは、
皆さんの留学生活の舞台である「宮城県・仙台」の
文化や、生活上で役に立つさまざまな情報を

ご紹介します。

留学生活をより充実させるために
本書をぜひ上手に活用してください！
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宮城・仙台ゆかりの

Art Art && Culture Culture

GUIDE.   1

案内人

小川 晴生 ／  Haruo OGAWA

（経済学部4年生）

初めて訪れる国・地域について知るためには、まず
その土地の「芸術文化（Art & Culture）」に触れるこ
とがおすすめ！  実は宮城・仙台は、有名な作家やミ
ュージシャンの出身地・活動拠点であり、さまざまな
作品の舞台にもなっているんです。このページでは、
私が独断と偏見で選んだ「宮城・仙台ゆかりのおす
すめ作品・作家」を一気に紹介します！
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文芸作家文芸作家

宮城・仙台ゆかりの

NovelistNovelist

東北大学法学部卒業。今や日本を代表す
る人気作家。ミステリーやファンタジーを織
り交ぜた幻想的な作風で知られる。多くの
作品で設定や登場人物がリンクするのが特
徴で、しばしば「伊坂ワールド」と呼ばれる。
仙台在住であり、実際に作品の舞台が仙台
となることが多いのも見所。また、映画化作
品のほとんどが仙台をロケ地に行われる。

幼少期から仙台市内の児童養護施設で育
つ。宮城県仙台第一高等学校卒業。放送
作家として手がけた「ひょっこりひょうたん島」
（1964）が国民的人気を得た後、劇作家、
小説家、随筆家など幅広い分野で活躍。明
るく大衆に親しまれやすい作品が多い。

中国浙江省出身。1902年に国費留学生
として来日後、1904年に仙台医学専門学
校（現東北大学医学部）に入学。ここでの
経験が作家を目指すきっかけとなってい
る。帰国後「狂人日記」で作家として歩み
始めたのち、数々の作品を発表。中国近
代文学において大きな功績を残す中国を
代表する国民的作家。

主人公は青柳は、突然仙台で起こ
った首相暗殺事件の犯人とされて
しまう。過去の友人や知り合いたち
の力を借りながら逃亡劇を繰り広
げる中で、人との絆や信頼の大切さ
に気づいていく。仙台で撮影された
映画化作品も必見。

「ゴールデンスランバー」
2007年・新潮社

／ Kotaro ISAKA伊坂 幸太郎

／ Hisashi INOUE井上 ひさし

／ Lu Hsün魯迅

代表作： 
「重力ピエロ」（2003年・新潮社）
「アヒルと鴨のコインロッカー」（2003年・東京創元社）

井上ひさしの仙台で過ごした高校
時代を元に描かれた作品。東京の
名門校から、仙台の名門校に転校
してきた主人公が、仲間達と様々な
ドラマを巻き起こす青春劇。
昭和の仙台の雰囲気が伝わってく
る楽しい作品。

「青葉繁れる」
1973年・文藝春秋、 

「青葉繁れる」（2008年・文春文庫）に収録

代表作： 
「手鎖心中」（1972年・文芸春秋）
「吉里吉里人」（1981年・新潮社）

魯迅が仙台での留学時代に恩師と
して慕っていた医学学校の藤野先
生との思い出が綴られた作品。東
北大学生なら一度は読んでみたい。

「藤野先生」
「阿Q正伝・藤野先生」

（1998年・講談社文芸文庫）に収録

代表作： 
「狂人日記」（1918年）、「阿Q正伝」（1921年）

おすすめ作品

おすすめ作品

おすすめ作品
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宮城・仙台ゆかりの

映画
- Movie -

仙台で高校時代を過ごした作家、小池真
理子による自伝的同名小説を映画化した
作品。1969年～71年の仙台を舞台に、学
生運動が巻き起こる激動の時代の中で揺
れ動く、少し大人なラブストーリーを描く。
成海璃子、池松壮亮、斎藤工といった実
力派俳優による白熱の演技も必見。

おすすめ作家欄で紹介した伊坂幸太郎の
同名小説を映画化した作品。泥棒として
生計を立てる今村が、あるプロ野球選手
の家に忍び込んだことをきっかけに、登場
人物達の人生が絡み合っていく。仙台で
撮影を行なっているのが見所。知っている
場所が映るかも。

「無伴奏」

「ポテチ」

（2015年 ／ 監督： 矢崎仁司）

（2012年 ／ 監督： 中村義洋）

宮城・仙台ゆかりの

ミュージシャン
Musician

カナダ人兄弟の二人と日本人二人からな
るユニークなロックバンド。仙台在住。洋
楽とJPOPの要素をを併せ持つ、グルーブ
の効いた楽曲が特徴。東北や仙台にちな
んだ活動もしばしば行なっており、仙台出
身の人気お笑いコンビ「サンドウィッチマ
ン」とのコラボ曲なども発表している。

MONKEY MAJIK

代表曲： 「Around the World」、「空はまるで」

ディスコグルーブに乗ったノリの良
い楽曲もさることながら、同じ発音
で日本語と英語両方の意味になる
歌詞に大注目。留学生活を歌った
この歌は、皆さんにぴったりのはず。

「留学生 feat. 岡崎体育」

おすすめ曲

宮城・仙台ゆかりの

高校バレーボールを題材とした大人気少年
漫画。宮城県が舞台となっており、仙台駅
や仙台市体育館といった仙台市内の実在
の地名や建物が登場する。

特殊能力を操る一族と吸血鬼の一族との
間の100年を超える壮大な戦いを描いた、
日本を代表する漫画作品。30年以上にわ
たって現在も連載され続けている。作者の
荒木飛呂彦の出身地である仙台市では、
作品にまつわるイベントも開催されている。

サックス奏者としてジャズミュージシャンを
目指す青年の成長を描いた物語。初期の
舞台は仙台となっており、広瀬川や国分町
のライブハウスなどが作中に登場する。

©古舘春一／集英社

©荒木飛呂彦／集英社
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「ハイキュー !!」
（作：古舘春一／出版：集英社）

「ジョジョの奇妙な冒険」
（作：荒木飛呂彦／出版：集英社）

「BLUE GIANT」
（作：石塚真一／出版：小学館）

comic book

漫画

GUIDE MENU 一覧に戻る



宮城・仙台の

Leisure Leisure FacilityFacility

GUIDE.   2

案内人

高山 翔園 ／  Shoen TAKAYAMA

（経済学部4年生）

“ゆったり”と時を過ごす

“アクティブ”に余暇を楽しむ

「温泉」

「スキー場」

宮城や仙台には、さまざまなレジャースポットがあ
ります。日々、学生として勉学に励むことはもちろん
大切ですが、たまには羽を伸ばして「ゆったり」と、
もしくは「アクティブ」に余暇のひと時を過ごしてみ
てはいかがでしょうか。私からは、仙台市民が愛し
てやまないレジャースポット、「温泉」と「スキー場」
をご紹介します！

仙台市街から最も近い天然温泉です。ま
た、近くには秋保大滝や天守閣自然公園、
キャンプ場などがあり、豊かな景観を楽し
めます。共同浴場は質素で小さな共同浴
場であるのに対して、観光客向けの日帰り
温泉は広い露天風呂もありリラックスでき
ます。また、泉質は無色透明で、臭いもほ
とんどありません。短時間で移動したい
方、車移動が難しい方、泉質にこだわりが
無い方におすすめです。

「泉ヶ岳」にあり、仙台駅から最もアクセス
しやすい場所にあります。その分来客数も
多く、雪質は常に硬いです。雪質が硬いと
いうことは、転倒した際に痛いということで
す。また、ファミリー層が多く、コースの途
中で休憩・転倒している人が多いです。ス
ピードを出したり、トリックを決めたい人に
とっては危険かもしれませんが、ゆっくり滑
りたい人には非常に安全なスキー場です。

川崎町に位置し、近くには青根温泉と2つ
の高速道路 ICがあります。雪質は日により
ますが、雪が降った後は柔らかく、何日か
経過すると硬いです。車移動が可能な方、
道具一式持参して夜に短時間だけ滑りた
い方、道具も(予算も)無いけどお得に滑
りたい方におすすめです！

仙台市街から比較的アクセスしやすい本
格的な天然温泉です。経路には卵専門
店、地場ハンバーガー店など、珍しい飲食
店やお土産屋が数多くあります。入浴後
に美味しいランチや買い物の選択肢が多
い点も魅力です。共同浴場は広々としてお
り、ゆったりくつろぐことができます。泉質
はやや赤く、天然温泉らしい硫黄臭があり
ます。時間に余裕のある方、車移動が可
能な方、泉質にこだわりがある本格志向
の方におすすめです。

秋保温泉  ／ AKIU-Onsen

スプリングバレー仙台泉スキー場
／ Spring Valley Ski Resort

宮城蔵王セントメリースキー場
／ St. Mary Ski Resort

遠刈田温泉  ／ TOHGATTA-Onsen

料金： 共同浴場300円、日帰り温泉500~1,300
円（2021年2月8日時点）

料金： 共同浴場300円（2021年2月8日時点）

料金： ナイター2時間リフト券は ¥1,200、平
日リフト券＆レンタル一式は学生割で¥5,500
（2021年2月8日時点）

アクセス： 仙台駅から車で30分、バスで1時間
程度

難易度： 初級～中級者向けで、比較的簡単な
コースが中心です。
アクセス： 車で40分、地下鉄とバスで1時間程度

難易度： 初級～上級向けで、短距離コースと長
距離コース両方ともあります。

アクセス： 車で40分、笹谷 IC近く

アクセス： 仙台駅から車で1時間程度、高速バ
スで1時間~1時間半程度

GUIDE MENU 一覧に戻る



多くの留学生も住む、青葉山ユニバーシティハウス。2018
年に完成したばかりのピカピカの寮です。

時間帯により様々な景色を楽しめます。仙台市中心部より
も明かりが少ないため、夜には星が良く見えます。

寮の部屋から見える景色もまた日によって大きく違います。
私のお気に入りは夕焼け。

仙台市・青葉山キャンパスの

LandscapeLandscape

GUIDE.   3

案内人

野崎 舜介 ／  Shunsuke NOZAKI

（理学部4年生）

理系の学生が多く通う、仙台市の「青葉山キャンパ
ス」。実はすごく景観・景色が綺麗な場所なんです
よ。勉強に疲れていても、このエリアの風景をゆっ
たりと眺めると、「がんばろう！」と思えたり、癒され
たりするんです。このページでは、青葉山エリアの
魅力を、私が撮影した写真を使ってご紹介します。

青葉山から見る朝焼けも格別です。海の向こうから登る朝
日を見ると、一日を頑張る気力が湧いてきます。

四季折々に、違った表情を見せるのも魅力的。春には桜を
始めとした色とりどりの花、夏には花火、秋には色彩豊か
な紅葉、冬には雪景色も楽しめます。

GUIDE MENU 一覧に戻る



Tips on Daily Life

Tips on Daily Life

Tips on Daily Life

Tips on Daily Life

Tips on Daily Life

Tips on Daily Life

Tips on Daily Life

宮城・仙台での

Tips on Daily LifeTips on Daily Life

GUIDE.   4

案内人

江村 玲 ／  Rei EMURA

（文学部4年生）

慣れない土地での新生活では、不便なことや、わ
からないことが出てくると思います。実は私も4年
前に仙台に引っ越してきたので、その気持ちがすご
くわかります。「こうすればもっと便利！」、「これを
知っておけば安心！」という情報が欲しいと思って
いる方も多いのではないでしょうか？
そこで私からは、留学生のみなさんが仙台で暮ら
す上でちょっぴり役立つ情報を紹介します！

長い歴史をもつ「仙台七夕まつり」

SLAラウンジも、勉強場所としておすすめ！
新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては
利用を制限する場合があるのでご注意ください

「SENDAI 光のページェント」

仙台で暮らすには、自転車が1台あるとと
っても便利です。仙台でどこかに移動する
ときは、たいてい自転車で行ける距離で
す。お店や施設の前には駐輪場がある場
合が多いです。ただし、仙台駅前やアーケ
ードの辺りは、道に自転車を止めてはいけ
ません！ たくさん地下駐輪場
があるので、そこに
止めましょう！

クレジットカードや電子マネーを使うため、
現金を持ち歩かない人も多いかもしれま
せん。しかし仙台では、とくにスーパーマ
ーケットや小さなお店では現金しか使えな
い場合もあります！ わたしも、クレジットカ
ードが使えると思ったら現金のみしか使え
なくて、とっても焦った経験があります！現
金は忘れずに持ち歩くようにしましょう。

仙台には南北線・東西線の地下鉄2本と
バスがたくさん通っています。とくにバス
は場所によっては頻繁に来ないので時刻
表を見ておくといいですよ。
地下鉄とバスの時刻表は「せんだい市バ
ス・地下鉄ナビ」で調べられます。「どこバ
ス仙台」というサイトでは、いつバスが来
るのかわかるからとても便利です。
ちなみに、いつもは空いている地下鉄や
バスでも、雨や雪の日は混んでしまうかも
しれないので注意が必要です！

研究室、図書館、カフェ…自分が一番集中
できる勉強する場所を見つけることは、充
実した学生生活を送るために大切なことで
すよね。いろんな場所に言ってみて自分の
お気に入りの場所を見つけてみてください。
わたしが個人的に一番好きな場所は「多
賀城市立図書館」です。少し暗くて静かな
雰囲気も好きですし、電源やwifiが使える
のも嬉しい！ カフェでコーヒーを飲みなが
ら本を読むこともできます。仙台から仙石
線で20分のところにある多賀城駅を降り
てすぐ目の前にあります。ただ、人気な場
所なので土日はとても混んでいて席を使
えないかもしれません。平日に行くのがお
すすめです。

仙台の冬はとても寒いです！ そこで、おす
すめしたいのが「こたつ」です！ わたしは
冬はごはんを食べるときも勉強するときも、
ずっとこたつの中にいます。環境にも優し
いし、冬以外は毛布を外せばテーブルとし
て使えるので、ぜひ使ってみてください。

仙台はイベントがとても多いです。5月は
青葉まつり、8月は七夕まつり、12月は光の
ページェントなど、小さいものから大きい
ものまでたくさんあります。だいたい定禅
寺通りやアーケードなど行きやすいところ
で行われているので、ふらっと立ち寄りや
すいのも魅力の一つです。

仙台だけでなく日本はとても地震が多い
です。小さい地震は日常的に起こります。
小さい地震で怖がりすぎないことも大事
ですが、大きな地震も来るかもしれないの
で、しっかり備えておきましょう。非常食の
用意、避難所の確認などが必要です。
「仙台市災害多言語支援センター」のサイ
トでは、災害に関する情報が中国語や英語
などで書かれています。

雨の日は、

お気に入りの

冬になったら、

を使おう！

を見つけよう！

がおすすめ！
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自転車 があると便利！

現金 を持ち歩こう！

地下鉄 バスや

勉強場所

こたつ

がたくさん！イベント

に注意！地震
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宮城・仙台の

Food CultureFood Culture

GUIDE.   5

案内人

松谷 凌雅 ／  Ryoga MATSUYA

（文学部4年生）

Let's “IMONI-Party“

Let's “IMONI-Party“

I

II

芋煮会前日前日に
すること

芋煮会当日当日に
すること

多くの場合、仙台風と山形風の二種類の
芋煮を準備することになります。それぞれ
の芋煮の具材を事前に調べて人数分用意
します。みやぎ生協や SEIYU、業務スーパ
ーで購入し、皮を剥いたり、食べやすいサ
イズに切ったりして、そのまま鍋に入れら
れる状態にしたら、ジップロックなどの保
存容器に入れておきましょう。

多くの人が広瀬川で芋煮会をします。場
所取りをしないままお昼ごろに広瀬川に集
合するのはオススメできません。広瀬川に
着いた頃にはもう場所がない、なんてこと
もあります。ですので、事前に場所取りを
する人を決めておき、早めに自分たちが芋
煮をするための場所を確保しましょう。大
きめのブルーシートを広げておくのがオス
スメです。

芋煮用の鍋は、八幡町の宮城生協や
SEIYUで貸し出してくれるのでそこで予約
をして借りましょう。みやぎ生協や SEIYU
で薪と着火剤も購入できます。ただし、み
やぎ生協や SEIYUが貸し出す鍋の数には
限りがあるので、タイミングが悪いと鍋が
借りられないこともあります。芋煮の日程
が決まったら早く予約をしにいきましょう。

場所取りが終わったら、芋煮をするための
かまどを作ります。広瀬川の河原に手頃な
石があるので、それを積み上げてかまどを
作ります。最初は慣れないと思うので、東
北大学の学生に手伝ってもらうのがいい
かもしれません。かまどを作り終わったら、
かまどの中に薪を入れ、着火剤に火をつ
けます。うちわで風を送りながら、火を大
きくしていきましょう。

火起こしが終わったら、かまどに鍋を置き、
芋煮を作りはじめましょう。この時、鍋の外
側にクレンザーという洗剤を塗るのがオス
スメです。芋煮に使った鍋はすす（soot）
がついて真っ黒になります。クレンザーを
事前に鍋の外側に塗っておくと、すすが落
ちやすくなります。借りた鍋はきれいに洗
ってから返さないといけないので、少しで
も洗いやすくなるように工夫しましょう。
作り方は簡単です。鍋に水を入れ、水が沸
騰したら、火が通りにくい具材から順番に
入れていきます。具材を入れたら蓋をし、
こまめに中を確認しながら野菜を煮てい
きましょう。最後に、調味料を加えて、味を
調整したら完成です。

里芋、大根、にんじ
ん、板こんにゃく、豆腐、し
めじ、豚肉が入っています。味噌で
味付けをするのが特徴です。似た
ような料理に「豚汁」がありますが、
間違っても仙台市民の前で「豚
汁」と言ってはいけません！ あくま
で「芋煮」でお願いします（笑）

里芋、玉こんにゃく、
長ネギ、ごぼう、しめじ、

牛肉が入っています。醤油で味付
けをするのが特徴です。山形ver.
の芋煮を食べ終わったら、カレー
ルーとうどんを入れてカレーうどん
を作るのが定番です。

芋煮会当日は忙しくなるので、
前日にしっかりと準備することが大切！

いよいよ芋煮会本番です
みんなで協力して作業をしましょう！

1. 1. 「具材購入」と「下準備」「具材購入」と「下準備」

1. 1. 「場所取り」「場所取り」

2. 2. 「鍋の予約」と「薪の購入」「鍋の予約」と「薪の購入」

2. 2. 「かまど作り」と「火起こし」「かまど作り」と「火起こし」

3. 3. 芋煮を作ろう！芋煮を作ろう！

仙台ver.
仙台ver.

山形ver.
山形ver.

芋煮が終わったらかまどの火を消しましょ
う。ゴミはゴミ袋にいれてしっかり持ち帰
りましょう。鍋をきれいに洗い、お店に返
却したら芋煮は終了です。

宮城・仙台には、おいしいものがたくさんあります。 
「牛タン」や「ずんだ餅」などが有名ですよね。も
ちろんおすすめ…なんですが、私が留学生のみな
さんに紹介したいのは、「芋煮」です！
宮城・仙台には、9月末～10月末にかけて、広瀬川
の河川敷で「芋煮会」を行う文化があります。芋煮
会は、東北地方、とりわけ宮城と山形で盛んな風習
で、河原で芋煮を作って食べ語らうという秋の風物
詩です。私たち東北大学の学生も、毎年大勢が参
加しています。
ただおいしいものを食べるのではなく、「みんなで
でワイワイ楽しめる」ことこそ、芋煮会の魅力！ グル
メサイトや旅行ガイドに載っている食べ物に飽きた
ら、ぜひこの食文化を体験してみてください。
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宮城・仙台の

Dialect Dialect && Slang Slang

GUIDE.   6

案内人

鏡 耀子 ／  Yoko KAGAMI

（文学研究科 博士1年）

周りの日本人学生や街の人々の会話に耳を傾ける
と、「勉強してきた日本語と少し違う」、「辞書には載
っていない語彙やイントネーションが使われてい
る」ということに気づくかと思います。実は、宮城・
仙台の日常会話では、いわゆる「共通語」とは違
った「方言（Dialect）」が使われているんです！ ま
た、方言以外に、宮城・仙台ならではの「若者言葉
（Slang）」もたくさん飛び交っていることでしょう。
私からは、 “とんぺー” でときどき使われる（かもし
れない）方言や若者言葉をご紹介します！ 聞いた
ことのない言葉ばかりで “いずい ” と思うかもしれ
ませんが、知っていると会話がもっと楽しくなります
よ！ 一緒に “がんばっぺ !!”

「いずい」の説明で出てきた、長袖がまく
れ上がることを「たごまる」と表現します。
靴下などにも使えます。

まるで太陽が昇ったように、靴下に穴が開
いて親指が出てしまっている状態のことです。
「穴が開いているよ！」と教えるときに「お
はようしているよ！」と言うこともできます。

動詞の後につけることで、推量や勧誘の
意味になります。通常は「べ」ですが、小
さい「っ」や「す」の後は「ぺ」を使います。
2011年の震災の後、「がんばっぺ東北」と
いう言葉が流行りましたが、これは「（一緒
に）がんばりましょう」という意味です。

【  たごまる 】

【  おはよう靴下  】

【  ～べ・～ぺ  】

/ 動詞 /

/ 名詞 /

/ 助詞 /

[ tagomaɾɯβ  ]

[ ohajoː kɯβtsɯβɕita ]

[ be ・ pe ]

意味  着ているものが1カ所に寄ること。

靴下に穴が開いている
状態のこと。意味

～でしょう。～しましょう。意味

コートを着たら、
セーターが中でたごまったたごまった！

靴下がおはようしているよおはようしているよ！

        GOOD

      MORNING

そろそろ授業が始まる時間じゃない？

どうしたの、そんな難しい顔して。

昨日新しい靴を買ったんだけど、
微妙にサイズが合わなくて

いずいいずいんだよね～。

本当だ、
歩いているうちに
おはよう靴下おはよう靴下に

なっちゃったんだね。

あっ本当だ、
急いで教室行くべべ！

うわ、それはいずいね。

最も有名な宮城の方言の一つ。長袖の上
から上着を着たとき、長袖がまくれ上がっ
て不快な思いをしたことはありませんか？
そのような不快な思いを「いずい」と表現し
ます。他にも、上手く言葉で説明できない
けどなんだか不快、という場面で使えます。

【  いずい 】

/ 形容詞 /

[ idzɯβi  ]

意味  なんとなくしっくりこないさま。

使用例

使用例

使用例

使用例

宮城・仙台の方言
MIYAGI・SENDAI  DIALECT

東北大学意味

川内萩ホール意味

「東北」の中国語読みが元になっています。
日本では大学名の頭文字2文字を使って
「○○だい」のように略して呼ぶことが多
いですが、「とうだい」では東京大学と同
じになってしまいます。そこで、「とんぺー」
と呼ぶようになりました。

川内キャンパスにあるホールの名前です。
さまざまなコンサートや、大人数の集会で
使用されています。

【  とんぺー 】

【  萩ホ 】

/ 名詞 /

/ 名詞 /

[ toɴpeː  ]

[ ɰaɡʲiho ]

東北大学関係の言葉
SLANG of SENDAI-2

どこの大学を受験するの？

今日の講演会どこでやるんだっけ？

もちろんとんぺーとんぺーだよ！
勉強がんばる！

萩ホでやるらしいよ。

使用例

使用例

国分町意味

仙台駅2階のステンドグラス意味

広瀬通のディズニーストア意味

仙台ストリートジャズ
フェスティバル意味

SENDAI光のページェント意味

仙台でお酒を飲む場所といえば、まず出て
くるのが国分町です。日常会話では「分町」
のように省略して使われることが多いです。

駅の2階の中央部に、大きなステンドグラ
スがあります。ここは待ち合わせの場所と
して使われることが多く、休日になるとた
くさんの人が立っています。

広瀬通りには2階建ての大きなディズニー
ストアがあり、ステグラと同様に待ち合わ
せの場所としてよく使われます。特に分町
に行くときにはディズストで待ち合わせを
することが多いです。

毎年9月に仙台で開催されるイベントです。
街のあちこちに設置されたステージで、ジ
ャズ、ロック、ゴスペルなど様々な音楽を楽
しむことができます。

毎年12月から1月にかけて前後に開催され
るイベントです。定禅寺通りの木がライト
アップされ、ロマンチックな雰囲気になり
ます。1つだけあるピンクの電球を見つけ
ると幸せになれるといわれています。

【 分町（ぶんちょう） 】

【  ステグラ 】

【  ディズスト 】

【  ジャズフェス 】

【  ヒカペ  】

/ 名詞 /

/ 名詞 /

/ 名詞 /

/ 名詞 /

/ 名詞 /

[ bɯβɴtɕoː  ]

[ sɯβtegɯβɾa ]

[ didzɯβsɯβto  ]

[ dʑadzɯβɸesɯβ ]

[ çikape ]

SLANG of SENDAI-1

今度一緒にお酒を飲みに行こう！

明日どこで何時に待ち合わせにする？

今夜は一緒に分町に行くんだよね？

今年のジャズフェスジャズフェスっていつだっけ？

ヒカペヒカペ見に行きたいなあ。

いいね！一緒に分町分町行こう！

11時にステグラステグラ前にしよう！

うん、19時にディズストディズスト前で会おう！

今週末だよ！楽しみ！

行きたいね！
カップルばっかりで

ちょっと寂しくなるけど…。

使用例

使用例

使用例

使用例

使用例

場所・行事を指す言葉
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