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   합숙은 특별한 환경 

 한국에 가도 한국어는 별로 쓰지 않습니다. 어학연수에 참가해도 수업이 끝난 후에는 온통 일본어로만 이야기

를 합니다. 나 혼자 마지막까지 한국어를 쓰자고 시종일관 밀어부쳐 보지만 모두들 내켜하지 않습니다. 이처럼

 한국말만 말하면서  1박2일을 보내는 것은 말처럼 쉬운 일이 아닙니다. 일본어를 전혀 모르는 한국의 시골 대

학교의 어학연수 프로그램에 참가하여 홈스테이라도 하지 않는 이상은 말입니다.  

 ‘미래’는 이러한 현실을 너무나 잘 알고 있으므로 ‘미래 합숙’이라는 프로그램을 통해 일본에서, 일본 사람끼리

 한국어로 이야기 할 수 있는 환경을 마련하고자 합니다.  

 ‘가이드 체험, 한국어로 하는 요가, 속담 시나리오 만들기’ 등 다양한 프로그램이 있습니다. 한국어를 쓸 수 밖

에 없는 상황에서 서투르더라도 한국어로 커뮤니케이션을 했다는 기쁨을 맛보실 수 있을 겁니다. 

  合宿は特別な環境 

韓国に行っても韓国語をあまり使いません。語学研修に参加しても、授業後は日本語の世界になってしまいます。

自分一人だけ韓国語で押し通そうとしても、嫌がられます。このように韓国語だけで２日間を過ごすのは実は大変

なことなのです。日本語のできる人のいない韓国の田舎の大学の語学研修プログラムに参加しホームステイでもし

ない限りは。 

 ミレ合宿は、そんな現状をよくわかって、日本にいながら、日本人同士でも韓国語で話す環境を作っていきます。

ガイド体験・韓国語でヨガ・ことわざシナリオを作ってみよう、など、盛りだくさんです。 

 韓国語を使わざるをえない環境に思い切って身を置くことによって、たどたどしくても韓国語でお互いコミュニ

ケーションが取れたという喜びが味わえます。 

 ４月３０日（土）、５月１日（日）は、韓国の建国大学の손재은先生と、韓国語漬

けの２日間を過ごしました。グループ活動や発表など、たくさんの活動で楽しい２日間となりました☆☆☆

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KBS の韓国語対訳正しい言葉、美しい言葉 

       税込みで 2,484 円のところ、特別割引 

       で 2,160円にて。大阪名古屋東京教室 

       で受け取る方以外は 100 円送料が必 

       要です。数量限定なのでお早目にお求 

       めください。 

ミレオリジナル下敷き 

      音変化や変則活用などが載っているミレ 

      のオリジナル下敷き！眺めていると自然 

      に覚えてしまうかも。学習のお供にぜひ 

      ♪モチベーションも上がりますよ！ 

売れてます！ 

   

先生に会えたこともそうですが、たく

さんの人たちと会うことができて、私

もあきらめず頑張ろうと思いました☆ 

 

韓国語だけの授業だったので、よい

刺激になりました。今後のやらなけ

ればいけないこともできました♪ 

 

全員に話す機会がくるようにして

下さって、一日中韓国語漬けにな

り、よかったと思います＾＾！！ 

 



당신의 미래로 이어지는 미래로통신 제76호 2016년 6월 1일 발행 

― 한국어 음독 미인이 되자  ― 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 月４日（祝水）

発音！音読！わいわいとても楽しいスペシャル講座になりました☆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

音変化完全マスター仙台リベンジ 

              ６月２５日（土） 

           先月、悪天候により中止にな 

           ってしまった仙台音変化完全 

           マスターのスペシャル講座を 

           リベンジ！前回お申込みを逃 

受講料：       してしまった方も、今回はぜ 

  6,480 円(税込)  ひ、ご参加ください☆音変化 

対象：初級後半    をマスターして、味方につけ 

 12:00～16:00   ましょう！！ 

オープンスクール 

           ６月２５日（土） 

           ミレの授業が 

           無料で体験できるチャンス！ 

           11：00～パワーアップ中級 

           12：00～入門 

           14：00～上級トレーニング 

           個別発音クリニック(２０分) 

           ※人数に限りがございます。 

           お電話でご予約ください！！ 

注目イベント 

音変化の原理原則をしっかりまと

めていただき、迷ったときに戻れ

ば良いよりどころができました！ 

                    こんにちは。4 月からミレスタッフになりました加藤と申します^^ 私は 2012 年から韓国語 

                    の勉強を始め、2014 年に成均館大学の語学堂に留学し、6 級過程を修了しました。大学では

英文学を専攻し、日本語教師の養成課程を修了しました。語学に興味があり、何気なく始めた韓国語でしたが、今で

は私にとって欠かせないものとなりました。韓国語を学ぶ過程でたくさんの人と出会い、言葉以外のものもたくさん

学びました。社会人になってからでも、自分がこれだけ夢中になれるものに出会えたということをとてもうれしく思

っています。仕事と家事をしながら勉強を続けるということは決して楽なことではありませんが、それでも勉強でき

ているという今の環境に感謝し、これからも成長し続けたいと思います。ミレは意識が高く、プラスの方向に導いて

くれるエネルギッシュなスタッフばかりです。自分もその一員となれたことをとてもうれしく思いますし、学習者の

立場に立って、皆さんをサポートできるようがんばります！一緒に楽しく韓国語を勉強しましょう^^ 

 

あいまいに理解していた部分をき

ちんと整理でき、とてもわかりや

すくて、音変化に対しての苦手意

識が少しなくなりました☆ 

안녕하세요. 올 4월부터 미래 한국어 학원에서 일하게 된 가토라고 합니다^^ 저는 2012년부터 한국어 공부를 시작

했습니다. 2014년에 성균관대학교 어학당에서 한국어 6급과정을 수료했습니다. 대학에서는 영문학을 전공했고, 일

본어 교사 양성 과정도 수료했습니다. 원래 외국어에 관심이 많아서 가벼운 마음으로 한국어 공부를 시작했는데 이

제는 한국어는 저에게 없어서는 안될 존재가 되었습니다. 한국어를 배우면서 많은 사람들을 만나게 되었고, 덕분에 

언어뿐만 아니라 많은 것들을 배웠습니다. 사회인이 되고 나서도 이만큼 열심히 할 수 있는 것을 만나게 되어 정말 

기쁩니다.  일하고 집안일을 하면서 외국어를 공부한다는 것은 결코 쉬운 일이 아니지만 그래도 공부할 수 있는 지

금의 환경에 감사하며 앞으로도 열심히 노력하겠습니다. 미래 한국어 학원에는 프로 의식을 가지고 학생들을 좋은 

방향으로 이끌어 주는 에너지 넘치는 스텝들이 많아서 저도 그 멤버의 한 명으로서 같이 일하게 되어 매우 기쁩니

다. 학습자의 입장에서 생각하면서 여러분들을 도울 수 있도록 

열심히 하겠습니다. 같이 재미있게 공부합시다^^ 잘 부탁 드리겠습니다. 
 

잘 부탁 

드립니다  
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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 16 回 6 月 25 日（日）17：30～19：00   馬場耕造さんに珍しい地図のお話をしていただきます！ 

■スペシャル講座 音変化完全マスター 仙台リベンジです！！！！！ 

 6 月 25 日（土）12：00～16：00  前回お申込みを逃してしまった方もぜひ！音変化を味方につけよう☆ 

■オープンスクール 無料でミレの授業を体験できるチャンス！ ※個別発音クリニックのお申込はお電話で！ 

 6 月 25 日（土）11：00～パワーアップ中級 12：00～入門 14：00～上級トレーニング 

■ミレぷち合宿 今年も盛り沢山の活動を用意しています！韓国語をいっぱい喋りましょう！ 
7 月 17 日（日）10；00～ 18 日（月祝）17：00 まで   参加費：21,600 円（会員 17,280 円） 

留学より濃い、日本語禁止の二日間！たくさん喋って楽しい時間を過ごしましょう。どうぞお楽しみに☆ 

■会話サロン ワンコインで４５分間の自由会話！  ※ミレ会員に限ります。 

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。) 

■TOPIK 作文講座新体制版 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！ 

一番対策が難しい作文は、韓国語以前に作文を書く力が必要です。 

日本語ネイティブスタッフは主に構成をチェックし韓国語ネイティブは自然な表現を指導します。 

提出 3 回/期限 2 ヶ月  受講料  16,200 円  ※非会員の方も受講していただけます。 

■『音変化完全マスター』 （ＨＡＮA） 

今月末刊行予定！音変化をマスターして身につけよう！ 

音変化を理解すれば自信を持って発音できるようになります。聞き取り力もアップ！ 鋭意執筆中。  

 

 

 

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/ 

 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 

      全４色 １枚 216 円 

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♪ 
 

 

 

 〒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 77 号は 2016 年 7 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 
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 

朴コウン 松本百世 白珍叔 野澤みさを 李昇姫 金香娥 中西美絵 

李河恩 池玉姫 康恵淑 宮崎悠 中村あずさ 

事務局から 

ミレショップ 


