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第 7回必勝講座 4月 1 日（日） 
 

初のミレ本校での必勝講座でした。 

心機一転、これまでよりさらに充実した講座になるように改善しました。 

改善その１ 初めての初級 

 初級からミレの学習法を身に付け、早く確実に実力をつけていただきたいた 

 め、今回初めて初級講座を設けました。作文の書き方などは、能力試験に欠

かせないものですが、ミレで体験していただく

と、本番の試験でも安心して取り組んでいただ

けたのではないでしょうか。 

改善その２ 教材を冊子に 

1日すべての講座を 1冊にまとめ、試験前でも復習しやすいようにしました。 

改善その３ 単語集や動詞の変則活用表を付録に 

試験会場での最終確認にも役立てていただくため、今回の必勝講座で出てきた単

語を集約しました。動詞も再確認すると、試験場で迷うことなく使うことができ

ます。 

このように、効果的な学習法を知っていただいた上で、試験直前対策を意識した改

善です。今後の必勝講座では、さらに、この部分を充実させたいと考えています。 

 

ご参加の皆様、お疲れ様でした。そして、15日の試験はどうでしたか？前回より実

力が付いたとお感じになりましたか？今回それほど、感じられなくても、前田式学

習法を続けていただければ、必ず、上達を感じる時が来ます。これからも、韓国語

の学習をミレと一緒に楽しんでいきましょう。 

미래로통신 
신록의 계절은      ミレ韓国語学院 学院長 前田真彦 

  15 일날 있었던 한국어능력시험은 어떠셨습니까? 실력 향상을 실감하신 분, 사이트에 올라온 시험 문

제 답안을 보고 스스로 채점을 하신 분…이미 합격 여부에 대해 느끼고 있으리라 생각합니다.  

  미래에서는 시험을 전후하여 일주일 정도는 첨삭과제의 반송이 많이 줄었습니다. 시험 전에는 “시험 

준비를 위해 열심히 하시는가 보다!” 라고 스탭들과 이야기를 하면서 시험 후에는 올 것이라고 생각했

는데 일주일 정도 그대로였습니다. 시험이 끝나고 나니 푹 쉬고 싶겠지요… 

  화창한 신록의 계절, 성과가 좋았던 사람도 좋지 않았던 사람도 모두들 각각 다음의 계획을 세우고 

목표를 향하여 출발하기 좋은 계절이군요.  

※ 카세트 테이프는 순차적으로 구입하고 있습니다. 걱정을 끼쳐 드렸습니다. 그리고 협조해 주셔서

감사합니다. 

**************************************************************************************************************** 

15日の韓国語能力試験はどうでしたか？実力の伸びを実感された方、サイトにアップされた試験問題を見て自己採点

した方…すでに、手ごたえを感じていらっしゃるようですね。 

ミレでは試験前後の1週間は、添削課題の返送が、大分減りました。試験前は「試験に向けてがんばっているんや

ね！」とスタッフと話していましたが、試験後はどっさり来るかとおもいきや、１週間ぐらいは少ないままでした。試験が終

わったらほっと一休みしたいですしね…。 

さわやかな新緑の季節、手ごたえのあった人も、なかった人も、みなさんそれぞれ次の目標を立てて、スタートしやすい

季節ですね。 

 ※カセットテープは順次入荷しております。ご心配をおかけいたしました。そしてご協力ありがとうございました。 
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新造語コーナー      채경진  
 

‘옥탑방 왕세자' 박유천이 카페 훈남으로 등장 

 

위의 문장은 최근 방영되고 있는 드라마 ‘옥탑방 

왕세자’의 주인공 ‘박유천’에 대한 기사의 제목

입니다.  요즘 신문이나 인터넷에서 흔하게 훈남이란 

단어를 볼 수 있는데, 이 훈남이라는 단어는 무슨 

뜻일까요? 훈남은 ‘훈훈한 남자’의 줄임말인데, ‘훈

훈하다’는 ‘마음을 부드럽게 녹여주는 따뜻함이 있

다’는 뜻입니다. 흔히 정말 잘생긴 사람을 미남이라

고 합니다. 훈남은 정말 잘생긴 것까지는 아니지만, 

보고 있으면 정이 가고 마음이 따뜻해지는 남자를 

가리키는 말입니다. 훈남과 비슷한 말로는 ‘훈훈한 

여자’의 줄임말인 훈녀라는 말도 있습니다. 요즘은 

기부와 같은 좋은 일을 한 사람에게도 훈남, 훈녀라

고 하는데요. 이처럼 이제는 훈남이라는 단어가 한 

사람의 얼굴뿐만이 아니라 성격이나 행동에 이르기

까지 종합적으로 판단하여 붙이는 말로 변했습니다. 

여러분 주변에는 훈남 또는 훈녀가 있나요? 

「屋根裏部屋の皇太子」パク・ユチョンが 

カフェの‘フンナム’として登場 

 

上の文章は最近放送されているドラマ「屋根裏部屋の皇太

子」の主人公「パク・ユチョン」についての記事の見出し

です。最近新聞やインターネットで、훈남という単語をよ

く見かけるのですが、この훈남という単語は何を意味する

のでしょうか？훈남は‘훈훈한 남자（温かい男性）’を縮

めた言葉で、‘훈훈하다’は「心を柔らかく溶かしてくれる

温かみがある」という意味です。本当にハンサムな人をよ

くイケメンといいます。훈남はハンサムとまではいかない

けれど、見ていれば情がわき心が温かくなる男性を指す言

葉です。훈남と似ている言葉には‘훈훈한 여자（温かい女

性）’を縮めた훈녀という言葉もあります。最近は、寄付の

ようなよいことをする人にも훈남、훈녀というんですよ。

このように今は훈남という単語が、その人の顔だけではな

く性格や行動に至るまで総合的に判断して付ける言葉にな

りました。皆さんの周辺には훈남または훈녀がいますか？ 

 

  스태프 소개                  윤 명순    

안녕하세요? 반가워요. 윤 명순입니다. 얼마 전까지만 해도 추웠던 날씨가 따뜻해지는가 싶더니  

이제는 덥기까지 합니다. 봄이 참 짧다는 생각을 새삼 해 보며 시간의 흐름이 너무도 빠르다는 걸  

다시 한번 느낍니다. 

제가 처음 일본에 왔을 때가 기억이 나네요. 일주일을 보내고 한국으로 돌아가기 하루 전날 밤 생전 처음으

로 대 지진을 경험하게 되었습니다. 고베 지진이었는데 한국으로 돌아가지도 못하고 무서워서 꼼짝도 못한 

채 방안에 갇힌 신세가 되었었던 일이 떠오릅니다. 

그리 먼 일 같지 않은데 18 년이라는 세월이 흘러갔습니다. 시간은 계속해서 흘러가고 있기 때문에  흘러가

는 시간을 멈추게 할 수는 없지만 잘 활용하여 정말 좋은 인생을 살아가는 것도 멋진 일이 아닐까 싶습니

다. 

저도 쓸데없는 시간을 보냈던 적도 많았지만 배우는 것에 시간을 내어 지금 이곳 미래에서 여러분과 

만날 수 있게 되었다는 것이 바로 멋진 시간을 보낸 대가가 아닐까 싶습니다. 

앞으로도 멋지고 아름다운 시간을 보낼 수 있도록, 나쁜 것으로 시간을 허비하지 않도록 최선을 다할 

것입니다 . 미래의 여러분들도 정말 멋진 시간, 최선을 다하는 시간, 아름다운 시간을 보내고 계실  

  것이라 생각합니다. 
 

강좌 소개    上級への鍵が見つかる講座「上級トレーニング講座」 

 

能中→パワ中を経て、昨年の 12月から上トレを受講しています。最初にテキスト（緑本）

を見た時は、不安もありました。いざ受講してみると、韓→日、日→韓の表現の違いや

ずれをたくさん学ぶことができ、難しいと思っていた新聞用語もだんだん予想ができる

ようになってきました。上トレの良いところは、こういった表現を毎回繰り返し学習で

きる点です。また、1つのスクリプトを予習（調べる）→授業（納得）→宿題（覚える）

という学習方式になっていて、やりっぱなしにはならないところも魅力の 1 つだと思い

ます。3 回同じスクリプトを見ることによって頭に残りやすくなります。上トレを受講

し、改めて繰り返し学習することが大切だと気付かされました。音読する時は授業で前

田先生が幾度となく書いてくださる「口の絵」を頭に浮かべながら、まず読んでみるよ

うにしています。その後、CD を聞いて自分で発音をチェックしています。（この「口の

絵」は大切な鍵です！）上トレは大変ですが、上級への鍵と前田先生の情熱が詰まった

やりがいのある講座です“하다”と“되다”で悩んでいる方、鼻音化に自信のない方に

はお勧めの講座です。                  受講生하늘さん 

 
 ㅅㅈ 

  ㅂ   ㅊㄷ    ㄱ 

 

 

  

  ㅁ    ㄴ      ㅇ 

「口の絵」 
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今月のピカイチ★ 
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※今月のピカイチ★に選ばれた方にはクリアファイルを１枚差し上げます！ 

 

 

■第２回 オール前田の特別講座「発音クリニック基礎」 ～初級を終えた方から 原理と実践～ 

原理を理解して、ポイントレッスンすれば必ず改善がみられます。 

1,原理 2,母音 3,子音 4,イントネーション  ※ 個別発音クリニックあり！（先着 10 名様のみ） 

日 時：6月 30 日（土）13:00～16:30     場 所：ミレ本校（大阪駅前第 4ビル） 

参加費：一般 10,000 円 会員 7,000 円 限定 20 名 

■第２回 ぷち合宿 in ミレ 

好評につき、昨年に引き続き、ミレ合宿を計画しています。100％韓国語の 2 日間をみんなで楽しみまし

ょう。留学するには時間がない！という方に最適です。今回はミレでの宿泊は出来ませんが、韓国語学習

者同士、楽しい 2 日間にしましょう。 

日 時：7月 21 日（土）9:00 ～ 22 日（日）17:00 まで  場 所：ミレ本校および大阪駅前ビル 

参加費：20,000円（会員 16,000 円） 

 ※ 宿泊は各自でお願いします。ミレでは宿泊できません。 

※ 詳しいことは未定です。決まり次第お知らせいたします。 
 

 

〒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28号は2012年6月1日発行予定です。 

教材作成 

事務 

姜明淑 趙尚子   

内田昌恵 原康子 

竹多章子 前田真彦 

添削 

玉城典子 山田奈菜子 林和子 夫万季 丁理和 徐東華 和田哲弥 

大西瑞季 清水正樹 柳美利 全ウンフィ 鄭禎潤 高橋詞子  

三宅香代子 崔ウニョン 尹明淳 呉民淑 方慧美 蔡敬瞋 朴コウン 

事務局から 

今月のピカイチ★ 

 


