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二日間韓国語だけで過ごしましょう。今回は初めて韓紙工芸で 

自分の個性を生かせた世界にたった一つだけの筆筒を作ります。 

そして、鶴橋など大阪市内をミレの先生たちと韓国語で楽しく 

ツアーガイドしてみましょう！ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お知らせ 

交流会で元気をもらう 

東京で速水講師が食事会を立ち上げました。反応は上々で、大阪でもしようということになりました。

こちらも楽しくできました。受講生にみなさんにとっては、授業も大事です。 

オンラインでも以前一度懇親会をしたことがありますが、ノウハウをよく知らず、ただの一方的な 

おしゃべりになってしまいました。通常の交流会では、隣の方とおしゃべりをして、小グループで 

個人的な話ができますが、オンラインの場合は、全体で誰かの話を聞くという形になってしまいます。

ですから、司会進行が大事になってきます。今回は比較的うまくできました。 

これからもレベル別の「オンラインおしゃべり会」など、こまめに開催していきます！！ 

교류회를 통해 힘을 얻자 

얼마 전에 도쿄에서 速水강사가 기획한 오프라인 회식을 가졌습니다. 반응이 아주 좋아서 

오사카에서도 하기로 결정되었습니다. 회식은 아주 즐거운 분위기에서 잘 진행되었습니다. 

수강생들에게는 수업도 중요합니다. 온라인에서도 이전에 간담회를 가진 적이 있지만 노하우를  

잘 모르는 상태로 진행했기 때문에 그저 저희 쪽의 일방적인 수다에 그치고 말았습니다.  

다른 교류회에서는 소그룹 단위로 옆사람과 개인적인 이야기를 할 수 있지만, 온라인의 경우 

전체가 누군가의 이야기를 듣는 형태가 되고 맙니다. 그래서, 사회자의 진행이 중요합니다. 

이번에는 비교적 잘 한 것 같습니다.    앞으로 레벨별 ‘온라인 토크회’ 등을 자주 개최하도록 

하겠습니다！！ 

＊解答＊1.판다 2.뚫을 3.캐고,캤어요 4.새기고 5.조각하는 

https://mire-k.jp/petit9/
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スマ韓で韓国の歴史と人物について楽

しく勉強し、韓国に関しての教養をより

高めましょう。 

入門から通訳クラスまで、教室レッスンと変わらない質でレ

ッスンが可能です。ミレでは現在、日本の各地のみならず、

韓国やアメリカなどの受講生ともオンラインレッスンを実施

中です。通常の授業は 80分ですが、気軽に取り組めるよ

う、この度オンラインハープを準備しました。会話はもちろ

ん、聞き取りや発音矯正、初級中級などテキストを使用した

授業まで、あらゆるご要望に対応できます。 

ミレに集う人々 

スマ韓 

ハングル検定 4 級対策 

基礎固めに最適 

で～す！！！ 

이달의 발음변화  
뚫다 [뚤타](掘る)激音化 

朝から夕方までびっしり 

韓国語の授業。 

쉬는 시간에도 호텔에서도  

온통 한국어로만 보내는 4일 간 !! 

https://mire-k.jp/jinbutsushi/
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안녕하세요.  

今日は竹多先生の韓国語学習についての講演を聴かせて頂きました。今まで何度か先生のお話をお

聞きしたことありますが、今日は今までと違うポイントに私の心が響きました。 

今までは どうすれば単語を覚えられるのか？どうすればうまく音読できるのか？どうすれば作文

が書けるのか？などの方法論ばかり集中して聞いていました。  

しかし 今日は「内容を理解しながら 全てを楽しむことが大切である。」と言われた言葉に心が響

きました。確かに一日も早く、読めて・聞き取れて・文章を書きたいです。が、その希望が叶うま

での道のりを楽しめなければ韓国語学習は辛く苦しいものになってしまいます。そうならないため

にもこの先ずっと続けていく韓国語学習をあらゆる角度から見て感じて、瞬間瞬間を楽しみたい。

と思いました。私も、竹多先生の様に楽しそうに韓国語についての話が出来るようになりたいです。 

今日は大切な事を気付かせて頂き本当にありがとうございました。 

追伸: チャンスがあれば他の先生方のお話もお聞きしたいです。 

韓国語学習を楽しみたい O より 
 

 

 

 

４BDのオンライン、ついに申し込みしました！ついに、というのは… 

実は発表されてからずっと迷っていて何回も HP を見ては閉じ、ミレショップに入力しては決済せ

ず。こんなこと前田先生に言うのは憚られるのですが、私、４BDが苦手過ぎてイヤ過ぎて 

(だって本当に聞き取れないんですもん)今まで受けた通信では必ず最後に聞き取り問題があって 

正直それが苦痛で苦痛で。(だって本当に聞き取れないんですもん) 

４BDの 4回どころか何十回と聞いてもわからず予想つけて辞書で探ったり… 

(聞き取れた時は達成感と充実感もありますが)そんな苦い思い出の４BDですが 

克服しなくちゃ！とは思ってるんです。そもそも聞き取りって私がいちばん習得したい事です。 

推しの言葉や歌を聞き取れるようになりたい、っていうのが韓国語を勉強していくモチベーション

です。だから苦手だイヤだなんて言ってる場合じゃないんですよね(;^_^A 

と思って、ついについにポチッと最後まで押しました。初級突破はまだ出来そうにないですが 

雨垂れ石を穿つの気持ちで頑張ります。  OM 
 

 

 

 
 

뚫다,캐다,파다 

조각하다,새기다 

1.개가 앞발로 자꾸 구멍을 (       ).  

犬が前足でしきりに穴を掘っている。 

2.새 터널을 (     ) 계획이라고 한다.   

新しいトンネルを掘る計画だそうだ。 

3.감자도 (    ) 도라지도 (      ). ジャガイモも掘って、キキョウも掘りました。 

4.이 이름으로 도장을 (     ) 싶어요. この名前で、名前を掘りたいです。 

5.불상을 (     ) 일을 하고 싶어요. 仏像を掘る仕事をしています。 

掘る 

ｈａｎａから 

解答は１ページへ 

メールマガ感想より 

単語の使い分け 
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ミレ多読の会 韓国語の書籍を読もう！貸出 OK♪ 

第 41 回 2019 年７月 2８日（日）17：30～ 

第 4２回 2019 年８月 2５日（日）17：30～ 

メアリの会 韓国語講師の学習会  

2019 年７月１４日（日）17：30～ 速水担当 

2019 年８月 1１日（日）17：30～  鷹野担当 

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 TOPIK Ⅱ 作文対策講座 全 10 回 

 TOPIKⅡ対策 聞き取り・読解 3・4 級Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ/ 5・６級Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ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。 

TOPIK12 級／TOPIK34 級／TOPIK56 級合格講座 

 レベルに合わせて受講できます。                                                 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 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 11４号は 2019 年８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 飯田華子 中村佳奈   

鷹野杏菜 速水法子 藪須麻子  

成川淳子 竹多章子 前田真彦 

添削 

指導 

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 池玉姫 金鍛兒 李性林 相場友了  

日野千明 

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/ 

 

TOPIK に向けて今から備えよう！ 

スマ韓 

通信添削 

教室 

通信添削 

ｵﾝﾗｲﾝ 

ミレショップ 

事務局から 

スタッフ紹介 

http://www.emire.jp/
http://mire-k.jp/tadoku.htm
http://mire-k.jp/mearinokai.htm
http://mire-k.jp/maedata/post_lp/lp05/
https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=UlwbfA
http://mire-k.jp/maedata/post_lp/topik1challenge/
http://mire-k.jp/maedata/post_lp/sma-topik-sakubun/
http://mire-k.jp/maedata/post_lp/topik34/
http://mire-k.jp/maedata/post_lp/topik56/
http://mire-k.jp/course_a_23.html
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