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태풍 덕분에 한발 내딛게 됐습니다    

             ― 다양함을 접목 시키기 위해 
 

“불규칙 활용 스페셜”이라는 일회성 

강좌를 7월28일 밤 미래 동경학원(도

쿄역 근처)에서 열렸습니다. 태풍 12

호 ‘종다리’가 도쿄에 근접하는 바로 

그 시간대에 여러 명의 참가자들로부

터 수업 참가가 어렵다는 연락이 있 

었습니다.서둘러 온라인으로 참가할 수 있도록 준비를 하여, 네 

분이  온라인을 통해 수업에 참가하게 되었습니다. 통상적으로 

수업을 하면서 온라인으로도 참가 하는 형식을 취할 수 있게 

된 것은 이번이 처음이었습니다. 온라인으로 수강을 하시는 분

들에게는 수업 때 나누어주는 프린트를 메일로 첨부하여 보내 

드리고 각자 프린트를 하시도록 하였습니다. 다소 불편한 점은 

있었지만 거의 수업 내용은 이해가 되었다고 생각합니다. 

앞으로는 이러한 형태의 수업을 늘려가려고 합니다. 교실에서 

수업을 통상적으로 실시하면서 그것을 그대로 라이브로 발송하

는 방식입니다. 이전에도 실행 가능한 일이었는데 해 본 적이 

없었던 것입니다. 이번에 태풍으로 결석할 뻔한 학생들이 있었

기 때문에 급하게 조치를 취한 것이 더 나은 방향으로 한 발 

크게 딛게 된 듯합니다. 

일주일에 한 번 정해진 요일에 교실에 다니는 형태가 힘들게 

느껴지는 시대가 되었습니다. 주부 여러분의 업무 시프트가 요

일제가 아닌 경우가 많아지고 있는지도 모르겠습니다. 자주 “시

프트가 일정하지 않아서 지정된 요일에 다니는 것이 어려워요”

라는 상담을 받습니다. (그런 경우에는 융통성 있게 요일. 시간

을 변경할 수 있는 ‘개인 레슨’을 추천하고 있습니다.) 3개월 또

는 6개월 등의 긴 기간으로 묶는 것 보다 변경이 가능하고 시

간을 조절할 수 있는 개인레슨도 인기가 있고, 일회성이나 여러 

번의 시리즈로 된 구속력이 약한 것, 또는 티켓제 등, 보다 자

유로운 형태로 수강생에게 있어서 부담이 적은 것도 많이 선호 

하시는 편입니다. 

또한 온라인 수업의 문턱도 올 1년 사이에 많이 낮아진 것 

같습니다. 스마트폰으로도 편리하게 온라인 수업에 참가할 수 

있게 되었습니다. 학습자가 다양해지고 학습 형태도 다채로워지

고 있습니다. 교실에서 함께 수업을 하는 것도 중요하지만, 그 

것 뿐만 아니라, 한국어를 학습하고 싶어하는 다양한 학습자 분

들에게 조금이라도 많은 학습의 기회를 제공할 수 있도록 계속

해서 방법을 모색해 나가야 하겠습니다. 

 

台風のおかげで一歩踏み出せました  

― 多様性に応えるために 

「変則活用スペシャル」という単発の講座

を、7 月 28 日夜、ミレ東京校（東京駅近隣）で

行いました。ちょうど台風 12 号が東京に最も

近づく時間帯で、数人の方から参加できない

という連絡が入りました。急遽、オンラインで

参加できるようにし、4 人の方がオンラインで

授業に参加しました。通常の授業を行い、それ

をオンラインでも参加できる形にしたのは、今

回が初めてです。オンラインで受講する方に

は、授業で配るプリント類を、メール添付で送

付しプリントアウトしておいてもらいました。多

少の不便があったにしても、ほぼ授業の内容

は理解できたのではないかと思います。 

今後はこういう形の授業を増やしていきた

いと思います。教室授業を通常通り実施し、そ

れをそのままライブで配信するというスタイ

ルです。今までもできたはずですが、実行で

きていませんでした。今回、台風で参加できな

い人が出てきたために急遽取った措置でした

が、次につながる大きな一歩になったように

感じています。 

週に 1回、決められた曜日に教室に通うと

いう形態が、窮屈に感じられる時代になって

きました。主婦の方の仕事のシフトが曜日制で

ないことが多くなってきているのかもしれま

せん。よく、「シフトが一定しないので、決めら

れた曜日に通うのが難しい」という相談を受

けます。（そういう場合はフレキシブルに曜日・

時間を変更できる「プライベートレッスン」を

おすすめしています。）3 か月や半年などの長

いタームの縛りではなく、フレキシブルに時間

を調整できるプライベートレッスンが好まれ、

単発や、数回のシリーズの拘束が緩いもの、

またはチケット制などのより自由な形態など、

受講生にとって負担感の少ないものも好まれ

てきています。 

また、オンライン授業の敷居も、この 1年で

ずいぶんと下がってきているように思いま

す。スマートフォンホでもかなり安定してオン

ライン授業に参加できるようになってきまし

た。学習者が多様化し、学習の形態も多様化

してきています。教室での一斉授業も大事で

すが、そればかりではなく、韓国語の学習をし

たいと思っているさまざまな方たちに、少し

でも多くの学習の機会を提供できるよう、工

夫していかなければなりません。 
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メアリの会 7 月 22日 

漢字語の推測の仕方 
竹多講師 

中上級になると漢字語がグッと増えてきます。推測

することで漢字語に強くなり、TOPIK などにも役立

ちます。ご参加いただいた受講生の中にはたくさん

勉強していらっしゃる方もいらっしゃいました。 

朝鮮通信使は日本の歴史と密接に 

関わってていることがよくわかりました。

歴史の勉強にもなり、釜山の観光にもな

り、楽しく勉強になるお話でした。 

ノートパソコンにオンラインで参

加した方のお顔が映っています。 
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みなさんの 

投稿をお待ち

しています！ 

 

★今月のピカイチ 

★今月のピカイチ 

☆変則活用のポイントがまとまっていたのでよかったです。  ☆音読が楽しかったです。 

☆これまで難しく考えていましたが、典型を覚えてしまえばとても簡単だということが分りました。 

☆家での勉強は声を出すことがなかったので、今日から音読をしながら問題を解こうと思いました。 

☆前田先生のパワーを感じた、アッという間の２時間でした。 

☆今までバラバラに覚えていた活用が少し整理されました。 
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■ミレ多読の会 韓国語の書籍を読もう！貸出 OK♪ 

第 35 回 2018 年 9 月 9 日（日）17：30～19：00 

■メアリの会 韓国語講師の学習会 

  2018 年８月 26 日（日）17：30～ 前田学院長 

2018 年９月 30 日（日）17：30～ 坂本講師 

■会話サロン ワンコインで４５分間の自由会話！ 

スタッフと楽しく韓国語会話！参加費：500 円（要予約） 

■有料版・無料版ミレマガ 毎朝 7 時に配信中。 

 

 

TOPIKⅠに挑戦！ 全 30 回  

TOPIKⅡ対策 聞き取り・読解 3・4 級Ⅰ,Ⅱ/ 5・６級Ⅰ,Ⅱ各期 20 回 

３・４級合格のための TOPIKⅡ作文対策講座 全１０回 タイプ１，２に特化！ 

書けない人のための TOPIK 作文講座 提出１０回/期限６ヶ月  

前田本と HOT 本のおいしいとこ取り！ 毎回タイプ１・２・３すべてあり。 

はじめての TOPIKⅡ講座 TOPIK３，４級を狙うあなたへ。 

TOPIK の試験問題に慣れて、次の試験で合格をつかもう！  

TOPIK12 級／TOPIK34 級／TOPIK56 級合格講座 

 レベルに合わせて受講できます。 

 

                          「伝える」活動で会話にもつながります。 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 書籍の購入やミレのドリル・下敷き      

 
 

〒530-0001 大阪市北区梅田 1-11-4（大阪駅前第 4 ビル）6 階 5-1 TEL：06-6344-8996(ﾊﾟﾙｸﾞﾝｸﾑ,明るい夢)  FAX： 06-6344-8997       
http://mire-k.jp/  http://www.facebook.com/mirekankokugo   E-mail:info@mire-k.jp   第１０3 号は 2018 年 9 月 1 日発行予定です。 

ミレマガ 1000 号記念対訳集『ミレへ至る道』540 円 『上級演習ノート』学習エッセイ対訳集 MP3 CD-ROM付 2,160 円  

変則活用ドリル 添削あり 3,240 円 添削なし 540 円 前中短作ドリル メール音声送信 1,620 円 USB音声送信 2,120 円 

前単ドリル① 540 円 

漢字語・外来語編 

前単ドリル③ 648 円 

擬声語・擬態語・聞き取りにくい単語編 

ミレオリジナル格言クリアファイル 216円/枚 

全４色（ローズ、イエロー、グリーン、ライトブルー） 

前単ドリル② 540 円 

ことわざ・慣用句編 

ミレオリジナル下敷 324 円 

発音変化・変則活用・数詞も眺めてバッチリ♪ 

口腔図で発音変化も OK  

赤・青 各 324 円 

教材作成 

事務 

坂本桃恵 伊藤啓 

竹多章子 前田真彦 

添削 

指導 

山田奈菜子 林和子 徐東華 三宅香代子 尹明淳 奇炫珠 堤瑞枝 

松本百世 白珍叔 野澤みさを 李昇姫 李河恩 池玉姫 飯田華子 

中村あずさ 金鍛兒 李性林 相場友了 森石紗嵐 中村佳奈 

 
講座の申し込み、単発の音読・発音クリニックなど申し込み可能です。カード決済可能です。 

各講座の内容も見やすくなりました。http://www.emire.jp/ 

 

 

クリックすると開きます！ 

ミレショップ 
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