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새로운 목표와 새로운 꿈을            学院長 前田 真彦 

여러분, 요즘 공부 진행 상황은 어떻습니까? 조금 전까지만 해

도 ‘5월병’이라는 말이 유행했었는데 언제부터인가 그 말을 별

로 쓰지 않게 되었습니다. 그래도 ‘5월병’은 지금도 확실히 있

습니다. 

배우는 자도 가르치는 자도 마찬가지로 같은 것을 계속하고 있

으면 만성화가 되기 쉽습니다. 열심히 하려고 하면 그에 대해 그

만큼 반동도 클 것입니다.  

 저는 4월 초순에 아오모리（青森）에서 출장 강좌를 했습니다. 아오모리에서 학습자 여러분들

의 신선한 반응을 보고 제 자신도 큰 자극을 받았습니다. 앞으로도 일본 전국 곳곳에서 출장 

강좌를 실시하고 새로운 만남을 가지고 싶습니다. 

그리고 영상자막 번역 강좌（映像字幕翻訳講座）를 채나미 선생님과 함께 준비하면서 많은 것

을 배웠습니다. 왜냐하면 그것이 저에게는 지금까지 전혀 모르는 세계였기 때문입니다. 스킬

업 강좌（スキルアップ講座）와 프티 합숙（ぷち合宿）도 기획했습니다. 저는 학습자 분들은 어

떤 것을 원하시는지 또한 어떤 학습이 지금 그 분들에게 필요한지에 대해 많은 생각을 하는데 

그 시간이 저에게는 참 재미있고 즐겁습니다. 우리 미래 스태프들이 지혜를 모아서 재미있게 

준비를 하고 있으니 기대해 주십시오. 

여러분도 뭔가 새로운 목표를 가지고 새로운 꿈을 가지고 신선한 마음으로 공부를 다시 한  

번 시작해 보시는 것은 어떻겠습니까?  

 

 

オープンスクール in ミレ 

４月３日のオープンスクール、今回は初級・中級

コースのみだったのですが、非会員の方だけでなく、

通信生の方も参加されました。初級では、助詞の使

い方を学習する時に重要になってくる「パッチムの

あるなし」を、カードを使って楽しく学習し、最後は参加者同士韓国語で自己紹介を

しました。中級は、能力試験の問題を中心に聞き取りやシャドーイング・能力試験の

解き方など、教室で実際している授業を体験していただき、最後には受講生のみなさんの質問にもお答えしまし

た。オープンスクールに参加なさった方の大部分が、ミレに入会してくださいました。 
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“ 미래에서 기다릴게요 ”                   정 리화 

첨삭 스태프인 정 리화입니다. 저는 취미로 펜서예를 배우고 있는데요. 잘 못 

써서 엄하게 지도를 받는 경우도 있고 제출 기한을 안 지키거나 해서 선생님

을 곤란하게 합니다. 이렇게나 집안일, 직장일로 날마다 바쁜데 왜 계속하고 있는 것일까? 라고 가끔 

제 자신을 알 수 없습니다. 그러나 좋은 작품을 썼을 때 학원 친구나 선생님이 함께 기뻐해 주기 때문

에 계속할 수 있을 것 같습니다. 저도 여러분의 성장을 함께 기뻐할 수 있는 첨삭 스태프가 되고 싶습

니다. 여러분을 미래에서 기다릴게요. 

添削の丁(チョン)です！！実は私、趣味でペン習字学校に通っています。上手く書けなくて厳しく指導されたり、

提出期限を守れなかったり…そこでは、先生を困らせているのです(^^;) 

こんなに家事や仕事で忙しい毎日なのに何故続けるんだろう!?と、時々自分でもわからなくなるのですが、やっ

ぱりいい作品が書けた時は、教室の仲間や先生が一緒に喜んでくれるんですよね(^_^) 

きっとこれが続けられる理由じゃないかと思います。私もみなさんの成長を一緒に喜べる添削指導者でありたい

です！みなさん、ミレでお待ちしていますね(^o^) 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  みなさまの投稿から・・・ //////// 

・最近、気が付いたのですが韓国語をいつもより集中して聞いたり、韓国語の中で数時間過ごした日 
 の翌日は“耳”が違います。なんだかす～っと韓国語が聞き取れるのです。数回そんなことを味わい 
 今まで、最後まで避けていた課題のテープ起こしが楽しくなってきて、もっとやりたいなとさえ思えるよ 
 うになってきました。続けているとこんなこともあるからやめられません。（広島県 Apfelstrudel） 

 

・通信添削やっと８回目終了!!毎回大変なのはリスニングマラソンとディクテーション。一番苦手なのでいつも最後になっ
てしまうのですが…。それでも、何とか頑張って送ります。今回、それがなんとすらすらと自分の中に入っていきました。 
偶然なのか?! 後で細かいところもチェックし、文脈の流れから助詞の間違い等もわかりました。慣れてきたのかナ？先
生の言われるところ「고진감래(苦しみが尽きれば喜びが訪れること)」現象でしょうか？(^_^) あと２回、残り
も頑張ります。（兵庫県 cherry） 
・先日の必勝講座で初めて先生方とお会いでき、いろんな方とお話ができて、とても刺激になりました。通信でも一人じゃ 
ないんだなと…ますます意欲がふつふつと湧いてきました。この勢いが消えないうちにがんばります!!（神奈川 Micro） 

스태프를 소개합니다 

“영상자막번역”                  채 나미 

여러분, 안녕하세요? 채나미라고 합니다. 

이달부터 영상을 통해서 핚국어를 배우는 (데모)강좌가 시작됩니다. 핚류드라마가 어느 새 완젂히  정착되었 

는데, 그것에는 “자막”의 역핛이 아주 컸습니다. 자막을 통해서 핚국 드라마의 세계에 들어갈 수 있었죠. 저

도 핚류드라마나 오락프로를 통해 파워를 받을 뿐맊 아니라, 인생공부도 맋이 합니다. 

핚국어를 배우는 “미래”의 여러분, 그 자막이 어떻게 맊들어지는지 궁금하지 않습니까? 또 오래 배워오신 학

습자 여러분도 드라마를 보면서 대사와 자막이 다르다고 생각하신 적이 없습니까? 뒤에는 번역자들의 고민

이 있습니다. 그 고민하고 있는 모습을 조금 상상해보면서, 핚국어자막을 맊들어보는 작업을 경험해보지 않

으시겠습니까? 

********************************************************************************************************************************* 

皆さん、こんにちは。蔡七美と申します。 

今月より映像を通じて韓国語を学ぶという（デモ）講座が始まります。韓流ドラマもいつのまにかすっかり定着しまし

た。その定着に一役買ったのがまさに字幕です。多くの方が字幕を通じて見ることで、韓国ドラマの世界に入ることが

できたわけです。こう書く私もドラマやバラエティからパワーをもらうだけでなく、あるときは人生について教わるこ

とまであります。 

韓国語を学ぶミレの皆さん、その字幕がどう作られるか気になりませんか。また学習を積まれた方は、せりふと字幕が

全然違うと思ったことってありませんか。裏には翻訳者さんたちの苦労があるんですよ。その裏の様子をのぞきながら、

韓国語を訳し、字幕を作ってみる作業を一緒に楽しんでみませんか。 
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■ミレ大阪駅前教室 - 通訳翻訳基礎講座、能力高級合格講座、能力中級合格講座（担当：前田） 

■４月からの新講座 - 作文中級、発音クリニック、上級（担当：姜） 

■韓国語講師研修（大阪韓国文化院主催）  2011年 5月 28，29日   講師：前田真彦 

■映像字幕翻訳デモ授業    2011年６月５日   講師：蔡七美 

■中級学習者のためのスキルアップ講座  

＜4色ボールペンディクテーションとシャドーイングの正しいやり方＞ 

＜個別学習カウンセリング＞ 前田と姜明淑が一人一人直接アドバイスします 
 

2011年 7月 2日（土） 13:00～16:30   会場：大阪駅前第３ビル     講師：前田真彦・姜明淑       

 

 

■ぷち合宿 in ミレ   7月 29～31日（金～日）  25,000円 （会員 20,000円）  （2日目昼食と 3日目昼食代込み） 
韓国に留学したいけれど…、短期留学といっても 1週間も仕事を休み、家を空けるわけには…。そんな方のために、週
末を利用した 2泊 3日の合宿を準備しました。できるだけ 100％韓国語で。スタッフがサポートいたしますので、初級の方
でも大丈夫です。大阪周辺の方は「通い」もOKです。リーガロイヤル堺、アパホテル堺駅前では、ミレ合宿参加者だけの
特別価格を設定してくださいました。3日間参加者優先です。詳細はミレホームページ又はお問い合わせください。 
 
 

■東京必勝講座  8月 28日（日） 上野の貸会議室予約しました。 

■映像字幕翻訳講座    講師：蔡七美  ７月から授業開始予定です。 

 

・『日本語から考える！韓国語の表現』（白水社）1990円  好評発売中！ 
・『韓国語ジャーナル 36号』＜前田式中級脱出パワードリル＞（前田）＜Voice of KJ徹底活用法＞（姜） 

 
＜ミレスタッフ紹介＞ 

教材作成 

姜明淑 蔡七美 金順任  

原康子 趙尚子 内田昌恵 

添削      玉城典子 山田奈菜子 林和子 張裕美 丁理和 和田哲弥  
李振河 夫万季 石垣明子 呉季姫 徐東華 大西瑞季 呉正姫 

その他      竹多章子 前田真彦 

〒590-0950 堺市堺区甲斐町 2-2-27,2F（〒590-8799 堺支店私書箱第 2号） 
TEL:072-224-3095   FAX:072-224-3097  http://mire-k.jp/  E-mail:info@mire-k.jp     第 16号は 2011年 6月 1日発行予定です。 

事務局から 

新刊・連載・コラム案内 

受付スタート!! 

只今、計画中 


