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ミレマガを通して交流を～ぶっちゃけトークライブ～ 
YouTube やインスタグラムでライブなどやっているのを見て、自分もやりたいと思っていました。しかし、

一方的に見てもらうのなら、そんなにメリットもないのかな、と迷っていました。「そうだ、ミレにはオンラ 

インがあるじゃないか」と思い、一度オンラインでライブのおしゃべり会をしてみようと、思い立ちました。木曜の

夜第 1 回ライブを実施してみました。結果 9 人の方が参加なさって、本当にいろんなお話が飛び出して、楽しかった

です。一応テーマは「断酒」としていましたが、話が、習慣化、健康管理、時間管理、整理整頓…みなさん、勉強し

ながら色んなことを感じたり考えたりしているから、それぞれユニークで説得力があり楽しかったです。「そうか、

こういう交流をしていかないといけないな」、とつくづく思った次第です。ミレマガにもみなさんの感想を掲載した

りもしますが、今後もっとミレマガを通した交流があればいいと思いました。ミレマガを通して、日々の学習をし、

学習者同士が繫がり、励まし合い、たまに、「ぶっちゃけトーク」に参加して感想を交流し合う――こういうパター

ンがいいのではないでしょうか？一方通行のミレマガではなく、受講生同士が交流したり、みなんからも発信したり

できるミレマガにしていきます。ぶっちゃけトークは、週に 1 回ぐらいの割合で、事前予告をする回もあり、ゲリラ

的にする回も混ぜて、いろんな方とおしゃべりできればいいですね。そしてホストも僕ばかりではなく、ミレスタッ

フにもなってもらおうと思います。これからの展開が楽しみです。  

미래 매거진을 통한 교류～툭 터놓고 이야기하는 라이브～ 

유튜브나 인스터그램을 통해 라이브를 진행하는 것을 보고 저도 해보고 싶었습니다. 그러나 

일방적으로 방송만 하면 메리트가 별로 없겠다 싶어서 고민해왔는데 ‘맞아 미래에는 온라인

이 있지!’라는 생가에 온라인으로 한번 라이브 토크 시간을 가져 봐야겠다고 결심했습니다.  

그래서 목요일 저녁에 제 1 회 라이브 토크회를 가져 보았습니다. 결과, 아홉 분이 참가해주셨고 정말 많은 이야

기들이 쏟아져 나와 즐거운 시간을 보낼 수 이었습니다. 일단 테마는 ‘금주(断酒)’로 정하긴 했지만, 이야기가 

그 외에도 습관화, 건강 관리, 시간 관리, 정리정돈 등 … 여러분들이 공부하면서 느끼거나 생각한 많은 것들이 

하나 하나 독특하고 설득력이 있어 재미있었습니다. ‘그래, 이런 식으로 교류를 해나가야겠구나’하고 절실히 느

끼게 되었습니다. 미래 매거진에도 여러분의 느낀 것을 싣기도 하지만 앞으로는 미래 매거진을 통한 교류가 많아

지면 좋겠다고 생각했습니다. 미래 매거진을 통해 날마다 공부를 하고 학습자들끼리 소통을 하고 서로 격려해주

고, 가끔은 ‘터놓고 얘기합시다’에 참가하여 서로 교류를 나누는—이런 식으로 하는 건 어떨까요? 일방통행하

는 미래 매거진이 아니라 수강생들이 서로 교류하고 여러분들도 글을 게재할 수 있는 미래 매거진을 만들어 나

가겠습니다. ‘터놓고 이야기합시다’시간은 일주일에 한 번 정도로 미리 고지를 하는 경우나, 갑작스럽게 하는 

경우도 섞어 가면서 많은 분들과 이야기하는 시간을 가질 수 있었으면 합니다. 그리고 호스트도 저 혼자만이 아

니라 미래 스태프들도 참가할 수 있도록 하겠습니다. 앞으로가 기대되네요. 

 

 

 

 

 

 

お知らせ 
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大阪本校 9月 16日（月祝） 

時間帯  講義/内容               講師 

11:30   初級                  前田 

12:30    中級パワーアップ         竹多 

13:30 通訳メソッドできたえる中級韓国語  中村 

14:30  通訳翻訳演習             前田 

 

東京校 9月 22（日） 

時間帯  講義/内容     講師 

11:30   入門        速水 

12:30   初級会話     鷹野 

13:30 中級パワーアップ  速水 

14:30  中級会話      鷹野 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

이달의 발음변화  

＊解答＊1.태운  2.싣는  3.올려   4.실을   5.앉혔다 

オンラインフェスタ  

9月 24日（火）～26日（木） 

＜受け付け開始＞ 
10 月 20 日（日）17 時～大阪  

ミュージカル曲を歌って韓国語を学ぼう  

特別編 

キム・グァンソクで学ぶ韓国語 

（日下隆博先生とのコラボ）  

24（火）12時～ 復習初中級会話（鷹野）

24（火）18時～ エッセイを読む（中村）                      

24（火）20時～ 上級への扉（速水） 

   

ほか多数行われます 

 

 

종류[종뉴] 

(種類)鼻音化 

 

今月はㄹの鼻音化です。 

忘れがちですので確認しておきましょう！ 
 

ㅂ,ㅁ の音 ＋ ㄹ → ㅁ ＋ ㄴ  

ㄷ,  の音 ＋ ㄹ → ㄴ ＋ ㄴ 

ㄱ,ㅇ の音 ＋ ㄹ → ㅇ ＋ ㄴ 
 

https://mire-k.jp/20191103/
https://mire-k.jp/20191020/
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特別講座ありがとうございました。資料、録画の送付、ありがとうございます。これから見直して楽しみたいです。アップテンポで

可愛らしい曲、歌えるようになったらかっこいいですよね。カラオケ、行ってみたくなりました。今日はついていけませんでしたが、

YouTube なら再生速度を落とすこともできるのでゆっくりめから練習してみます。その前にたくさん聞いた方がいいかもしれませ

ん。わたしには愛がたりない！録画は見る勇気が必要です。ヨレヨレでみっともない自分、見たくないなー。でも、見ます。次回ま

た同じような企画がありましたら、もっと準備してのぞみたいです。楽譜がない初見は厳しいです。もっと早めに曲目をお聞きし

ておけばよかったと思いました。なんだか反省文みたいになってしまいました。お恥ずかしい！ 

とりとめもないまま失礼いたします。ありがとうございました。 ＹＴ 

＊サランバンからつながって＊今回高松出張のためにサランバンで高松観光を募集させて頂いた sungsikyunsalanghe です。 

ぎりぎりまで応募が無く、今回は一人で観光かなと思っていたところ、徳島の Eさんが応募してくださりご一緒することが出来ま

した。高松で見どころがよくわからず、うどんを食べて玉藻公園(高松城址)と港は行きましたが、どこへ行きたいですかと聞かれ

て検索して栗林公園というところが真っ先にでてきたのでそこに行くことにしました。もともと私のペンネームに「ん?」と思って

いただいてたとのことだったので、同好の士だということで二人でソンシギョンの話、彼の出ていたバラエティの話に盛り上がり

ました。美しい日本庭園の景色と同じ趣味の話をしながらたのしいひとときを過ごし、次は是非一緒にミレのイベントかソンシギョ

ンのコンサートに行きたいねと話して空港へのバスへと乗り込みました。 サランバンシステムすごくいいです。これからもなにか

あったらミレの仲間などに出会えるよう利用させていただきたいとおもいます。 

ミレに集う人々 

メールマガ感想より 
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                     태우다,싣다, 앉히다 

     올리다/올려 놓다/올려 두다 

1.이미 손님을 (        ) 택시가 많았다. 

  すでにお客さんを乗せといるタクシーが多かった。 

2.캐리어는 트렁크에 (      ) 게 좋을 거 같아요.   

キャリーバッグはトランクに乗せた方がいいと思います。 

3.이 짐은 선반 위에 (     ) 놓아 주세요. この荷物は、棚の上に載せておいてください。 

4.신문에 이 기사를 (      ) 거예요? 新聞にこの記事を載せるつもりですか？ 

5.조카를 무릎 위에 (     ). おいっ子を膝の上に乗せた。 

 

 

 

ミレ多読の会 韓国語の書籍を読もう！貸出 OK♪ 

第 4３回 2019 年９月 2９日（日）17：30～ 

第 4４回 2019 年 10 月 27 日（日）17：30～ 

メアリの会 韓国語講師の学習会  

2019 年９月９日（日）17：30～  中村担当 

2019 年 10 月 13 日（日）17：30～ 前田、竹多担当 

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 116 号は 2019 年 10 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  

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/ 

 

ミレショップ 

のせる 

解答は２ページへ 

 
事務局から 

単語の使い分け 
ｈａｎａから 

 

≪予告≫スピーチ大会 
イム・チュヒさんを審査委員長にお迎えして 

12月 21日（土）大阪 

    22日（日）東京 

今年も開催します！ 

実力 UP！発音上達！ 

みんなで参加しよう！！ 

次学期 

（2019年 10～12月）は 

9月 29日スタートです。 

ご注意ください！！ 

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
http://mire-k.jp/TOPIKsakubunnkouza.htm
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