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①「初級突破４BD＆音読講座」   

４BD をもっと易しく。初級の仕上げ、中級の聞き取り力強化に。 

②「発音変化完全マスタ―講座」  

新刊書籍に準拠した講座。発音変化にだけ特化した講座。 

③「書けない人のための TOPIK 作文講座」（中級編・高級編） 

前田の書籍に準拠、完全にマスターしていきます。 

作文の書けない人向き。日本人スタッフとネイティブスタッフの２人がかりで添削します。 

マンネリ化打破のために 

語学学習は長期戦です。習慣化が必要です。

しかし、習慣化は、マンネリ化と紙一重です。

マンネリ化に陥らないために、どのような工

夫が必要か、考えてみましょう。 

１、習慣化する前にマンネリ化している場合 

モチベーションや目標の見直しが必要です。

また、生活習慣の中にどのように学習を組み

込んでいけるのか工夫が必要です。刺激を与

えてくれるプラスの人間関係が必要です。ミ

レマガを読むことで習慣化のきっかけを作っ

てください。 

２、習慣化できているが、完全に

マンネリ化し刺激に欠ける 

習慣化の価値の見直しが必要です。当たり前

と思っている習慣がどのような価値があるの

か見直し、毎日のルーティンをより意義深く

こなしましょう。歯磨きは当たり前で刺激は

ありませんが、歯磨きの役割や価値を考え、

毎日より丁寧に磨こうと心がけることが必要

ですね。僕は歯磨き粉も歯ブラシも 5種類を

気分によって使い分け変化を持たせていま

す。ミレマガも全く同じ。ミレマガの価値を

見直し、どう利用するのがより効果的なのか

を考え直してみてください。10月 1日からミ

レマガ・ミレ動画を有料化します。詳しくは

ＨＰなどで順次発表していきます。 

 

매너리즘을 극복하기 위해 
어학 학습은 장기전입니다. 습관화가 필요합니

다. 그러나 습관화와 매너리즘과는 종이 한 장 

차이입니다. 매너리즘에 빠지지 않기 위해 어떠

한 노력들이 필요한지 생각해 봅시다. 

1. 습관화되기도 전에 매너리즘에 빠져 있는 경우 

학습 동기와 목표를 재검토할 필요가 있습니다. 또 생활 

습관 속에 어떠한 방법으로 한국어 학습을 포함시켜 나갈 

것인지 생각해 볼 필요가 있습니다. 학습 의욕을 불러일으

키고 도움을 줄 수 있는 인간관계도 필요합니다. 미래 매

거진을 꾸준히 읽음으로써 학습 습관을 가질 수 있도록 해 

보십시오.   

2. 습관화는 되어 있으나, 매너리즘에 

빠져 의욕이 결여되어 있는 경우 

습관화의 가치를 한번 더 점검해 볼 필요가 있습니다. 당

연시 여기며 해오던 학습들이 어떠한 의미가 있는지 다시 

한번 생각해 보고 하루의 일과를 보다 심도있게 수행하도

록 합시다. 이를 닦는 것은 매일 당연히 해야하는 것으로 

아무런 자극도 없지만, 이닦기의 역할과 가치를 생각해 보

고, 더 꼼꼼히 이를 닦아야 하겠다는 마음가짐이 중요합니

다. 저는 다섯 종류의 치약과 칫솔 중에서 그날그날 기분

에 따라 치약과 칫솔을 골라 씁니다. 미래 매거진도 이와 

같습니다. 미래 매거진에 어떤 가치가 있는지, 어떻게 이용

하는 것이 더욱 효율적일지 다시 한번 생각해 보시기 바랍

니다. 10월 1일부터 미래 매거진과 미래 동영상이 유료화

됩니다. 자세한 사항은 홈페이지 등을 통해 계속해서 알려 

드리도록 하겠습니다.  
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作文ではペアで賛成反対意見を言い合い、瞬時に考え

る練習をたくさんしました。発音変化マスターはテキ

ストを解説しながら音変化のルールを確認。発音変化

が分かるようになったと好評でした。 

受講生のみなさん、안녕하세요！5 月からミレでお世話になっております、中村と申します。大学の第二外国語とし

て韓国語を学び始め、韓国語の音がすごく好きでこれまで学習を続けてきました。全国から送られてくる皆さんの課

題を添削していると、どの課題も一生懸命取り組まれていて、皆さんの韓国語に対する情熱が伝わってきます！皆さ

んの気持ちがこもった課題を私も気持ちを込めて、添削するよう心掛けています。韓国語って楽しい、韓国語をもっ

とやってみたいという気持ちに寄り添いながら、これからも頑張りたいと思います。どうぞよろしくお願いします！ 

 

토끼와 거북이 

거북이가 이길 수밖에 없는 이유는 토끼는 경쟁 생대를 보고 달리

기 경주를 시작했지만 거북이는 목표를 향해 달렸기 때문이지요. 많

은 사람이 경쟁을 위한 싸움을 해요.“얘보다는 더 잘해 야지.”문제

는 목표를 보지 않고 경쟁 상대를 신경 쓰기 바빠요. 경쟁 상대를 

정하지 마세요. 정해져 있잖아요? 바로‘나 자신’이에요. 남하고 경

쟁하려 하지 마세요. 경쟁 상대를 정하는 순간 불행해지기 시작합니

다. 과거의 나보다 더 성장한 나를 만들려고 하세요. 

ウサギとカメ 

カメが勝つしかない理由はウサギは競争相手を見てかけ

っこを走り始めましたが、カメは目標に向かって走ったか

らなんですよね。多くの人々は競争のための戦いをしま

す。「あの子よりももっとうまくやらなきゃ」問題は目標

を見ないで、競争相手を気にすることに忙しいことです。 

争相手を決めないでください。決められているじゃないですか？そう、「私

自身」です。他の人と競争しようとしないでください。競争相手を決めた

瞬間不幸になり始めます。過去の自分より成長した私を作ろうとなさって

ください。                     （竹多 試訳） 

 

毎月第 2，4 日曜に活動をしているグル

ープです。TOPIK6 級合格者という条件

で翻訳を中心に活動しています。昨年第

2 作目の出版にこぎつけました。『KBS

の韓国語 正しい言葉美しい言葉』で

す。間違いやすい単語 

や発音など、学習にも

役立つ内容が対訳に

なって紹介されてい

ます。ミレでは特価で

販売していますので、

ご連絡ください。 

ところで、入会を目標 

にしている方も多いのでは？ちょっと試

にやってみました。 

こんな風にお気に入りの本で自分で架け

橋人の会をしてみるのはいかがですか？ 

 

수강생 여러분, 안녕하세요! 5월부터 미래 한국어 학원에서 일하게 된 나카무라 아즈사입

니다.저는 대학교 때 제 2외국어로 한국어를 배우기 시작했고 한국어의 발음이 재미있어

서 지금까지 공부를 해 왔습니다. 전국 각지에서 여러분께서 보내 주신 과제를 첨삭하면

서 모든 과제에 열심히 임하고 계시는 여러분의 한국어에 대한 열정을 느끼고 있습니다. 

여러분의 마음이 담겨 있는 과제를 저도 마음을 담아서 첨삭하고 있습니다.‘한국어는 재

미있다!’,‘한국어 공부를 더 해 보고 싶다!’라는 마음과 함께 앞으로도 열심히 하겠습니

다. 잘 부탁드리겠습니다. 
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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 
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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 19 回 9 月 18 日（日）17：30～19：00    

■名古屋セミナー9 月 17 日（土）①11:00～13:30②15:00～17:00 

 ①TOPIK 作文対策～50 のテーマで頭をほぐす～ 

 あなたの主張は何!?頭をほぐして構成力を付けよう！ 

 ②発音変化完全マスター～HANA 最新刊出版記念～ 

 音変化に強くなれば発音も上達。聞き取り力もアップ！ 

■オープンスクール ミレの授業を無料で体験！（45 分） 

 9 月 22 日（木祝）個別発クリはお電話でお申込みを！ 

①13：00～入門 ②14：00～初級突破４BD ③15：00～能力高級 

■会話サロン ワンコインで４５分間の自由会話！ ※ミレ会員のみ 

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。 
 

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 80号は 2016年 10月 1日発行予定です。 

教材作成 

事務 

飯田華子 宮崎悠  

中村あずさ 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  

ミレショップ 

事務局から 

★今月のピカイチ 


