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オンライン教室を始めて、「オンライン教室を知る」という7回シリーズで動画をアップしました。またオンライン専
用のHPも作りました。ご覧ください。⇒ http://mireonline.wp-x.jp/ 
ステップ動画7回シリーズ ⇒ https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=HSubvDpwa 
オンラインでも教室授業に近い内容の活動ができることが良くわかっていただけたと思います。受講生同士の横のつ

ながりもできます。そして全国の同志とつながって学習している喜びを得ることができます。「教室授業」も頑張って
います。ミニ先生や、グループ音読は教室ならではの良さですね。東京教室の授業中の様子をアップしました。一方、
「通信添削の良さ」は自分のペースでできること。自力で取り組む良さがあります。それを動画で語りました。 
⇒ https://youtu.be/JbgHs0M8_nI 
学び方が多様化しています。地域に通える適切な教室がないとか、時間がないとか、いろんな「できない」理由を解

決する方法を見つけてください。「ミレマガ」や「ミレロ」でつながって、励まし合って、楽しく学び合いましょう。 
それぞれ、良さを理解し、マイナスを補って取り組むと学習効果が上がります。 
オンライン 
通わなくても自宅で授業を受けることができる（物理的に大変便利） 
教室授業 
グループ活動など臨機応変のスタイル。個人指導もその場で 
直に受けることができる、ライブでないとわからない良さがある。 
通信添削 
自分の好きな時間に取り組むことができる。自分のペースで、自分のやり方で。 

3 本柱、それぞれの良さ 

スマホで簡単に毎日少しずつの韓国語学習☆ 
布団の中で、通勤中、お料理やお化粧をしながら、入浴中…等、ちょっとした隙間時間に！！ 

生のような授業を何度も繰り返し観れることも、動画ならではの長所です★ 

 

 

 

※講座内容や金額などにつきましては、詳しくはホームページをご覧ください。 

中級 

ⅠⅡⅢ期 

TOPIKⅡ 

３・４級対策 

初級 

ⅠⅡⅢ期 

TOPIKⅡ 

５・６級対策 
発音変化 

マスター 

온라인 교실을 시작함에 있어, ‘온라인 교실에 대해’ 7회 시리즈 동영상을 올렸습니다. 그리고 온라인 전용 

홈페이지도 만들었습니다. 한번 들어가 봐주셨으면 합니다. 온라인 수업이지만, 교실 수업과 거의 비슷한 방식

으로 수강이 가능하다는 점을 이해해 주셨으면 합니다. 여러 수강생과 함께 하실 수 있으며, 전국의 동기 분들

과 함께 학습할 수 있는 기쁨도 느낄 수 있습니다. ‘교실수업’도 충실하게 하고 있습니다. MINI 선생님과 그룹 

음독은 교실만의 장점입니다. 동경 교실에서 수업하는 모습을 올렸습니다. 또한 ‘통신 첨삭의 장점’은 자신의 

페이스로 학습이 가능하다는 점과, 자신만의 힘으로 열심히 할 수 있다는 점입니다. 그러한 점을 동영상에서 

설명해 드렸습니다. 

배우는 방법이 다양해지고 있습니다. 지역에 따라 교실이 없어서 공부를 하지 못하거나, 시간이 없어서 공부

를 하지 못하는, ‘여러가지 이유’를 해결할 수 있도록 방법을 찾아 보세요. ‘미래 마가’와’ ‘미래로’를 통해 정보

를 교환하고 서로를 격려하면서 열심히, 즐겁게 배워 봅시다. 각각의 장점을 살려, 단점을 보충하면서 열심히 

해 나가신다면, 학습효과를 높일 수 있습니다. 

온라인 

 학원에 오지 않아도, 자택에서 수업을 받으실 수 있습니다. (물리적인 편리) 

교실수업 

 그룹 활동 등 임기응변의 스타일. 개인지도도 바로 그 장소에서 

 할 수 있으며, 실시간만의 현장감 있다는 장점이 있다. 

통신첨삭 

 자신에게 맞는 시간에 공부할 수 있으며, 자신만의 페이스로, 자신만의 방법으로. 

 

3 박자, 각각의 장점 

 

http://mireonline.wp-x.jp/
https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=HSubvDpwa
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みなさん、こんにちは！ 坂本桃恵と申します。今年４月からミレで働いていて、初級Ⅱの授業と添削を受け持っていま

す。通信やオンラインで勉強されている方々とは、直接お会いする機会がほとんどありませんが、添削しながらどんな方

なのか、どのように勉強されているのか、想像しながら添削しています。 

私は、職場の先輩と一緒にソウル旅行に行ったのを機会に韓国語の勉強を始めました。仕事しながら独学で勉強したり、

教室に通ったりしましたが、６年前に一大決心して語学留学に行きました。韓国に行ってすぐの頃は、発音のせいで通じ

なかったことも多く、自分なりに練習したり研究したりしました。ですので、ミレで働き始めて驚いたことは、初級にも

関わらず発音が良い方が多かったことです。私も早くミレに出会えていたら！と思います。ですが、今まで韓国語学習を

続けたからこそ、ミレで働けることになり、みなさんに会えたと思っています。勉強を通して、たくさんのことを得るこ

とができますが、その中でも一番良いのは、まさに縁ではないかと思います。少しずつでも、休みながらでも続けること

が重要であることを改めて感じています。私もまだ勉強中ですが、みなさんがもっと上達できるよう、楽しく勉強できる

よう、また、良い出会いがあることを願いながら、努力していきます。これからもよろしくお願い致します^^ 

여러분 안녕하세요! 저는 사카모토 모모에라고 합니다. 올해 4 월부터 미래에서 일하고 있고, 초급 2 수업과 첨삭

을 맡고 있습니다. 통신이나 온라인으로 공부하시는 분들과는 직접 얼굴을 볼 기회가 거의 없지만 첨삭하면서 어떤 

분이신지, 어떻게 공부하고 계시는지 상상하면서 첨삭하고 있습니다. 저는 직장 선배와 같이 서울 여행을 간 것이 

계기가 돼서 한국어 공부를 시작했습니다. 일하면서 독학으로 공부하거나 학원에 다니거나 했지만, ６년전에 큰 마

음을 먹고 어학유학을 갔습니다. 한국에 간지 얼마 되지 않았었을 때는 발음 때문에 통하지 않는 경우가 많아서 제 

나름대로 연습하거나 연구했습니다. 그래서 제가 미래에서 일하기 시작해서 놀란 것은 초급에도 불구하고 발음이 

좋으신 분이 많다는 것이었습니다. 저도 더 빨리 미래를 만났더라면 얼마나 좋았을까 싶습니다ㅜㅜ 그런데 지금까

지 한국어 학습을 계속하기 때문에 미래에서 일할 수 있게 되고, 여러분을 만날 수 있었다고 생각합니다. 공부를 

통해 많은 것을 얻을 수 있지만, 그 중에서 제일 좋은 것이 바로 인연이 아닐까 싶습니다. 조금씩이라도 쉬어 가면

서라도 계속하는 것이 중요한 것을 새삼스럽게 느끼고 있습니다. 저도 아직 공부중이지만, 열심히 공부하시는 여러

분들이 더 잘할 수 있도록, 더 재미있게 공부할 수 있도록, 또 좋은 만남이 있기를 기원하면서 노력하겠습니다. 앞

으로도 잘 부탁드리겠습니다. 

スタッフ紹介 坂本桃恵 

メアリの会 

毎月第 4 日曜日 

韓国語講師の学習会を開いています！！ 

2017.7.23(SUN) 音声添削実習 ↓ 

多読の会 

実際に一緒に音声を聞いてみて、その場で音声

添削をしながら添削方法・ポイントの指導方法

などについて話し合いました！ 

とても勉強になりました☆ 

次回は 8 月 27 日 詳しくは HP を♪ 

毎月第２日曜日 

２時間韓国語の本を読んで、一緒にお話しましょう！ 

様々な楽しい企画も☆いろんなお話が聞ける会です！ 

2017.7.9(SUN) 

お話「韓国の情報の調べ方」 

韓国語を学習している私たち

にとって、とても役立つお話

を聞かせて頂きました☆ 

次回は８月２０日♪ 

ミレぷち合宿 

一年に一度夏の韓国語合宿！ 
2017.8.11(祝金)12(土) 

日本語禁止！！！韓国語 ONLY！！！の２日間 

日本にいながら留学を体験できるミレのぷち合宿です！ 

素敵な企画をたくさんご用意してお待ちしております★ 

楽しい様子は来月号で♪ ※参加ご希望の方はお問い合わせください。 
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皆様からの 

ご投稿お待ち 

しております！ 

 

★今月の 

ピカイチ 

★今月の 

ピカイチ 

★今月のピカイチ 
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■ミレ多読の会 興味のある韓国語の書籍を読んで語彙・表現を豊かにしましょう。書籍の貸し出しも可♪ 

第 25 回 2017 年 8 月 20 日（日）17：30～19：00 参加費無料！ 

第 26 回 2017 年 9 月 10 日（日）17：30～19：00  ※定員 12 名とさせていただきます。 

■メアリの会 韓国語講師の学習会 

 2017 年 8 月 27 日（日）17：30～ 

 2017 年 9 月 24 日（日）17：30～ 

■第 7 回ぷち合宿 in ミレ 2017 年 8 月 11（金）12 日（土） 

今年も楽しく、韓国語 100％で！！ご参加希望の方はお問い合わせください。 

■日本人による日本人のための「発音変化完全マスター」 9 月 16 日(土) 

現地在住の日本人留学生対象に実施するセミナーです。 

参加費用：２０，０００ウォン （ミレまでお問い合わせください。） 

■書けない人のための TOPIK 作文講座 提出１０回/期限６ヶ月  受講料 54,000 円 

入会金不要！韓国語ネイティブ・日本語ネイティブ両方がチェックします！ 

前田本と HOT 本のおいしいとこ取りをしました。絶対に書けるようになります！ 

毎回タイプ１・２・３のすべてを提出していただきます。   

■はじめての TOPIKⅡ講座 

TOPIK３，４級を狙うあなたへ。この講座で次の試験で合格をつかもう！ 通信添削あり。 

 次の TOPIK では一緒に合格を!! 仲間がいると心強い!!!  

■会話サロン ワンコインで４５分間の自由会話！ ※ミレ会員のみ 

スタッフと４５分間韓国語会話を楽しんでください。 参加費：500 円（必ずお電話で事前にご予約ください。） 

■有料版・無料版ミレマガ 毎朝 8 時に配信中。習慣化の最強アイテム!! 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 書籍の購入やミレのドリル・下敷き      

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 

勉強のお供に！眺めてバッチリ♪ 

口腔図で発音変化も OK  

赤・青 各 324 円 

 
 

〒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 91 号は 2017 年 9 月 1 日発行予定です。 

教材作成 

事務 

飯田華子 宮崎悠  

竹多章子 前田真彦 
添削 

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 中西美絵 李河恩 池玉姫  

中村あずさ 金鍛兒 伊藤啓 坂本桃恵 李性林 相場友了 森石紗嵐 

事務局から 

2016.9 超短期韓国語研修の様子 

ミレショップ  
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/ 

 


