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여러가지 가능성이 널리 확장되고 있습니다

クオン이 주최하는 “일본어로 읽고 싶은 한국소설 번

역 콩쿨 대회” (1 월 15 일 마감일) 에 212 명이 응모를 했다고 합니다. 예전에는 생각도 못했던 일입니다.
학습자의 레벨이 높아지면서 번역에 도전하는 사람들이 늘었다는 것이기도 합니다. 또한, 지난주에 한강네
트 주최로 “시민강좌 수강생과 한국 대학생과의 교류회” 가 열렸습니다만 (도쿄. 요코하마 1 월 25 일) 평일
임에도 불구하고 60 명의 학습자가 모였습니다. (한국인 대학생 70 명) 한국 대학생과 한국어로 소통을 할
수 있는 분이 늘었다는 것입니다.이렇게 한국어 학습자들의 실력이 전체적으로 서서히 좋아지고 있다는 것
을 미래에서 가르치면서도 실감합니다.미래생 여러분! 다음단계를 생각하면서 큰 꿈을 품고 계속 학습에
임하길 바랍니다. 학습자들의 레벨이 쑥쑥 착실하게 향상되면서 다음 단계에는 더 많은 것을 할 수 있는
범위가 넓어지고 있습니다. 일본어금지의 합숙은 당연한 일이 되었고 드라마의 자막을 붙인다던가, 그림책
을 번역한다던가, 의료통역, 한방약선 또는 요가의 자격증을 취득한다던가…… 한국어를 배우면 많은 가능
성들이 여러분 앞에 펼쳐져 있습니다. 힘차게 전진해 나갑시다!
クオン主催の「日本語で読みたい韓国の小説翻訳コンクール」（1 月 15 日締
め切り）に 212 人の応募があったそうです。以前では考えられなかったこと
です。学習者のレベルが上がってきて、翻訳に挑戦する人が増えたということです。また先日ハンガンネット主催の「市民
講座の受講生と韓国の大学生との交流会」が開かれましたが（東京・横浜 1 月 25 日）、平日にもかかわらず 60 人もの学
習者が集まりました（韓国人大学生 70 人）。韓国の大学生と韓国語でコミュニケーションが取れる方が増えたということ
です。このように、韓国語学習者の実力が全体的にじわじわと上がってきているのが、ミレで教えていても実感できます。
ミレ生のみなさん、次のステージを考えて、大きな夢を持って学習を続けてくださいね。学習者のレベルが着実に上がっ
て来て、次にできることの可能性がぐんと広がってきています。日本語禁止の合宿なんか当たり前になってきましたし、ド
ラマに字幕をつけたり、絵本を翻訳したり、医療通訳や、薬膳やホットヨガの資格を取得する・・・韓国語ができることによっ
て多様な可能性がみなさんの前に開けています。ぐいぐい進んでいきましょうね。

多様な可能性が広がっています
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1 月より新学期が始まりました。大阪本校は通常授業とオンライン授業でにぎや
かです。特に水曜日はずっとオンライン教室があって活気にあふれています。ミ
レに来て授業を受ける、家でオンラインで受けると学習の幅が広がりました。
※オンライン教室初回特別割引と、入会金無料キャンペーンは 2018 年
3 月 31 日までで終了させていただきます。ご了承ください。

心機一転、新しい教室で学習も進みますね。今後はもっと授業を増やしていく予定です
です。hime さんの勉強法はとても参考になりました。交流会では hime さんや皆さんと楽
しく、有意義なお話をたくさんお聞きできました。
東京校のピンクの椅子、大阪でも話題になっています！
東京新校 ： 東京都中央区日本橋 3-6-10 くりはらビル５階Ｂ
※地図は HP をご覧ください。

盛りだくさんの授業でしたが、発音変化の仕組みが分かり、今後の音読にも力が入りそうです。楽しかったですね。次
はどこにお邪魔しようかな？全国の皆さん、呼んでくださいね！どこにでも行きますよ～!!

多読の会愛知を主宰している東峰直
子さんのオンライン報告でした。200
冊もの絵本を持ち歩いていることな
ど、熱意と行動力の素晴らしさに感銘
を受けました。ミレ蔵書もせっかくたく
さんあるのでぜひご活用くださいね。
伊藤先生の授業はグイグイ活動しつつ音読も文法
もきっちり学習する好感の持てる授業でした。たく
さんの方にご参加いただき、楽しく有効な学習方法
について話し合いました。より良い授業を目指すた
めに大切な学習会となりました。
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みなさんのご投稿お待ちしています！

★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
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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 30 回 2018 年 2 月 25 日（日）17：30～19：00
第 31 回 2018 年 3 月 11 日（日）17：30～19：00

■メアリの会

※定員 12 名とさせていただきます。
参加費無料！

韓国語講師の学習会

新講座・新スマ韓

2018 年 4 月 29 日（日）17：30～

※2 月はハンセミと合同です。

「ハン検合格講座」
「TOPIKⅠに挑戦！」
…いろいろ企画しています。
お楽しみに！！

■ハンガンネットセミナー＆ハンガンネット懇親会
2 月 11 日（日）13：00～

準備中！

大阪駅前第 4 ビルＢ１Ｆ展示会場

韓国語教師のための学習会。どなたでもご参加いただけます。セミナーのみ有料。

■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。

■有料版・無料版ミレマガ

参加費：500 円（必ずお電話で事前にご予約ください。）

毎朝 8 時に配信中。習慣化の最強アイテム!!

前単ドリル

毎日のメールで単語習得！
前田式 韓国語単語整理術
３・４級合格のための TOPIKⅡ 作文対策講座 全１０回
2,160 円
初めて TOPIK 作文を書く方のためにタイプ１，２に特化！作文基礎力を付けます。 （ﾐﾚﾏﾀﾞﾝ会員 1,080 円）

書けない人のための TOPIK 作文講座

提出１０回/期限６ヶ月

スマ韓

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。
絶対に書けるようになります！

はじめての TOPIKⅡ講座

TOPIK３，４級を狙うあなたへ。

TOPIK の試験問題に慣れて、次の試験で合格をつかもう！

ミレショップ

変則活用徹底ドリル

5 分動画 30 回 5400 円
12 月 1 日より配信開始！
不得意分野を得意分野に♪シン
プルに考え、代表例で覚えます

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

変則活用ドリル 添削あり 3,240 円 添削なし 540 円
前単ドリル①

540 円

前単ドリル③

『上級演習ノート』学習エッセイ対訳集 MP3 CD-ROM 付 2,160 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

648 円

漢字語・外来語編

擬声語・擬態語・聞き取りにくい単語編

前単ドリル②

ミレオリジナル下敷

540 円

ことわざ・慣用句編
教材作成
事務

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）
口腔図で発音変化も OK

324 円

赤・青

発音変化・変則活用・数詞も眺めてバッチリ♪

坂本桃恵 伊藤啓
原田慶子
竹多章子 前田真彦

添削
指導

各 324 円

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
松本百世 白珍叔 野澤みさを 李昇姫 李河恩 池玉姫 飯田華子
中村あずさ 金鍛兒 李性林 相場友了 森石紗嵐

〒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 97 号は 2018 年 3 月 1 日発行予定です。
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