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ご参加いただいた皆様、ありがとうございました！ 
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합숙을 마치고…     

올해 합숙도 즐거웠습니다. 올해의 새로운 맛뵈기는 [토론형식의대화] 입니다. 토론식 대화란 하나의 토

론 주제를 놓고 찬성・반대로 갈라져, 의견을 주고 받는 토론 게임입니다. 자기도 모르게 열중하여 열별

을 토하고 싶어진다라는 것이 특징입니다.  

이번 합숙에서는 ①k-pop은 일본어로 노래하는 것이 좋다, 한국어로 노래하는 것이 좋다 ②중학교는 교

복을 입는 것이 좋다, 사복이 좋다 ③고등학교의 수학여행은 해외가 좋다, 국내가 좋다 ④토픽 시험은 

보는 것이 좋다, 안 보는 것이 좋다라는 토론주제였습니다. 

여러분은 어떻게 생각하십니까? 한국어로 생각해 봅시다. 

 

今年の合宿も楽しかったです。今年の新味は「ディベート会話」です。ディベートとは、一つの論題に対して

賛成・反対に分かれ、意見を言い合う討論ゲームです。ついつい夢中になって自分の意見を言いたくなるのが

特徴です。今回は、①「K-pop は日本語で歌うのが良い、韓国語で歌うのが良い」 ②「中学校は制服が良い、

私服が良い」 ③「高校の修学旅行は海外がよい、国内がよい」 ④「TOPIK は受けたほうがよい、受けな

いほうがよい」という論題でした。みなさんはどう思いますか？ 韓国語で考えてみてください。 

요가에서는 여러분이 적극적으로 몸을 움직여 주신 것이 아주 

좋았습니다. 간단한 동작에도, 전신의 근육을 늘리고, 심호흡을 

하면 머리도 몸도 가벼워집니다. 한국어로 요가를 하면서 신체 

부위의 명칭이나 동작을 어떻게 한국어로 표현하는지도 이해하

게 되고 일석이조가 되네요. 요가외에도 자신의 취미를 한국어

로 말하면서 실행에 옮기면 즐겁게 적극적으로 단어를 외울 수 

있을 거라는 생각이 듭니다. 꼭 해 보시기 바랍니다. 

 

 

ヨガではみなさんが積極的に身体を動かしてくださったのがとて

も嬉しかったです。簡単な動作でも、身体の筋を伸ばして、深い

呼吸をすると頭も身体もスッキリします。韓国語でヨガをするこ

とで身体の部位の名前や、動作をどのように韓国語で表現するの

かも理解でき一石二鳥ですね。ヨガ以外でも自分の趣味を韓国語

で行えば楽しく積極的に言葉を覚えることができると思いますの

でお勧めです。＾＾ 

토론식대화에서는 테마에 대해 근거를 

가지고 의견을 말하는 연습을 했습니

다. 반대의견을 생각해서 상대를 설득

한다는 것은 매사에 깊이 생각 할 수 

있는 계기가 된 것 같고 여러분들이 논

파하려고 하는 모습이 즐거워 보였습니

다. 이것은 토픽작문에도 효과가 있을 

것 같습니다. 

 

ディベート会話ではテーマについて根拠

をもって意見を話す練習をしました。反

対意見を考え、相手を説得するというこ

とは物事を深く考えるきっかけとなった

ようで、皆さん楽しそうに論破しようと

されていました。これは TOPIK の作文

にも効果がありそうです。 

参加前は不安で、参加中は必死でした。参加後は無意

識に韓国語で独り言を考えていて、そんな自分に驚い

ています。苦手で避けてきた(笑)短作文も、毎日楽し

くやるようになりました。やはり、韓国語オンリーの

特別な 2 日間を過ごしたからこそだと思います。勉強

に対して加速がついたような気がします。上級を目指

して頑張ります。【MTさん】 

参加者の声 
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東京/大阪教室 前田スペシャル各回4,320円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8/7（東）・9（大） 8/21（東）・23（大） 8/28（東）・30（大） 9/4（東）・6（大） 9/11（東）・13（大） 9/25（東）・27（大） 

（東）第 2 回メアリ

の会/（大）まるご

と hana8 

４BD の正しいやり方 

（東）ゲスト：hime さん   

（大）アシスタント：竹多 

「KBS の韓国語 対訳  

正しい言葉、美しい言

葉」 

を読む 

個別発音クリニック 

10名限定 

TOPIK 

作文の書き方 

中級 

TOPIK 

作文の書き方  

高級 

今月のピカイチ★ 

 ミレに集う人々 

 

今月のピカイチ★ 
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■TOPIK 合格作文対策講座 新体制版② 中級高級統合版 10 月の準備に向けて。 

作文対策は一人では難しいです。ミレの添削で自然な韓国語表現、作文の構成の作り方を学びましょう。 

3 回提出：期限 2 か月 16,200 円 

■메아리の会 より良い授業を目指して！    東京 ４,３２０円 大阪 ３,２４０円 

第 2 回（東京）：８月 7 日（金）２０：０５～２１：３５ 模擬授業 「一人でできる会話練習」 石原恵子さん 

第 14 回（大阪）：9 月 6 日（日）１６：００～１７：３０ 模擬授業 飯田華子さん 

■金沢スペシャル講座 「4 色ボールペンディクテーションの正しいやり方と音読のツボ」 

「ハングルの読み方入門」も同時開催！ 懇親会あります♪ 

８月１６（日）13：00～16：30 金沢市文化ホール（第 5、6 会議室） 

受講料：4,320 円（入門編は 2,160 円） 

■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 7 回 8 月 30（日）1６：００～１８：００ 参加費：１,０８０円 

■TOPIK 必勝講座 作文 点数アップ間違い無し！作文への苦手意識を払拭しましょう！ 

 TOPIK 作文を苦手としている方が多いです。それは「日本語でも意見文が書けないから」。 

 まず日本語で意見文を書いて、それを自然な韓国語で作文していきます。二段階で書くと書きやすくなります。 

飛躍のチャンスをお見逃しなく！  

【名古屋】10 月 2 日（金）１８：００～２１：００  【横  浜】10 月 3 日（土）１０：００～１３：００ 

 【東  京】10 月 3 日（土）１５：００～１８：００  【大  阪】10 月 4 日（土）１７：００～２０：００ 

  中高級合同 受講料：8,640 円 
 

書籍の購入やミレのドリル・下敷き 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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/ 

 

 

〒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 67 号は 2015 年 9 月 1 日発行予定です。 

教材作成 

事務 

岡田裕子 飯田華子  

竹多章子 前田真彦 

福元麻希子 

添削 

山田奈菜子 林和子 徐東華 大西瑞季 三宅香代子 尹明淳 奇炫珠  

堤瑞枝 松本百世 朴コウン 関根摩耶 白珍叔 野澤みさを 李昇姫 金香娥  

中西美絵 李河恩 池玉姫 

今月のピカイチ★ 

 
今月のピカイチ★ 

 

今月のピカイチ★ 

ミレショップ 

前中短作ドリル メール音声送信 1,620 円 USB 音声送付 2,120円 

DVD1 「前田式」で中級を一気に駆け抜けろ！ 

小冊子付 3,240 円 
『上級演習ノート』学習エッセイ対訳集 

MP3 CD-ROM付き 2,160円 

前単ドリル①  

漢字語・外来語編 540円 

ミレオリジナル下敷 勉強のお供に！眺めてバッチリ♪ 324円 

変則用言活用ドリル 添削あり 3,240 円 添削なし 540円  

前単ドリル②  

ことわざ・慣用句編 540円 

前単ドリル③  

擬声語擬態語・聞き取りにくい単語編 648円 

デコ 4 色ボールペン 楽しく４BD!! 756 円 

前中短作ドリル メール音声送信 1,620 円 USB 音声送付 2,120 円 

ミレマガ 1000号記念対訳集 

540 円 


