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中級パワーアップ講座開始！             

『前田式韓国語中級文法トレーニング』 

（アルク）を使ってあなたを鍛えます。 

一気に中級を駆け抜けましょう。 

大阪駅前第 3 ビル 17 階にて、 

7 月 9 日（土）スタート！  

1 期（10 回分）31500 円 

（2 期でこの 1 冊をマスターします） 

通信講座は 7 月半ばより送付開始！ 

 

“마에다식 중급 문법 트레이닝”을 사용하면서 제가 직접 가르쳐 드립니다.  

이 책에 없는 연습문제도 추가됩니다. 수업에서는 섀도잉과 음독을 많이 포함시켜서 확실 

하게 여러분의 실력을 올릴 것입니다. 문법을 즐기면서 확실히 이해할 수 있도록 지도합니 

다. 2기(20회수업)로 이 책을 완전히 마스터하도록 하며，7월 중순부터 교재를 보내드릴 수  

있도록 해서 통신강좌도 시작합니다.  

 

 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

韓国語市民講座講師研修会（世宗学堂主催 大阪韓国文化院）報告     前田 真彦 

시민강좌 강사연수회는 5월 28일 오사카 한국 문화원에서 개최되었습니다. 제가 「楽しく力の付く授業

のために」와 「授業研究の方法」을 1시간씩 강의했습니다. 멀리 구마모토현이나 지바현에서 참석한 선생

님도 계셨다고 들었습니다. 일본 전국에서 56명의 선생님들이 모여 한국어 수업에 대해서 열심히 연수

를 받았습니다. 아래 사진은 板書 방법에 대해 강의할 때에  강명숙 선생님의 수업을 찍은 사진을 가

지고 설명하고 있는 모습입니다. (板書도 알기 쉽게 쓰려면 여러 기술이 필요합니다.)  

 

수강생들의 학습 의욕이나 학습 효율은 지도하는 

선생님이 어떤 수업을 하는가에 따라 크게 달라집니다. 

생각해 보면 무서운 일이기도 합니다. 가르치는 자는 늘 

이러한 것을 잊어서는 안됩니다. 미래한국어학원은 항상  

보다 띄어난 수업을 하기 위해 노력하는 학원이 되어야 

겠다고 저는 강의를 하면서 다시 다짐했습니다.   

 

 

 

 

学院長 前田真彦が 

担当します！！ 

 

簡単な韓国語で書いていますので、

読んでみて下さいネ！ 

http://office.microsoft.com/ja-jp/images/redir/MC900232157.aspx
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7 月の新講座紹介  

 

 

「映像字幕翻訳講座」と「絵本の翻訳講座」   채나미 

 

今回の「映像字幕翻訳講座」の授業は、実際に字幕翻訳者になる前の基礎的な学習がメインで、韓
国ドラマの一部を台本とともに見ながら、生活会話を中心に学びます。聞き取りにくい台
詞が聞き取れるよう耳を慣らし、韓国の一般家庭の様子や文化的背景、生活でよく使うフ
レーズなどを学びながらより内容を深く理解していきます。そして字幕翻訳に必要な技術
的な学習を、そこに組み入れていきます。 

「絵本の翻訳講座」は、短い韓国の絵本を実際に翻訳しますが、辞書に出てくる単語だ
けでなく、さまざまな表現で翻訳できるようお手伝いいたします。１冊の本をご自分の力
で完訳させてください。どちらの講座もこれまでの学習方法とは違いますが、確実に韓国

語の力を伸ばしてくれると思いますよ！ミレでお待ちしています。 

 

 

韓国での素晴らしい出会い       서동화       

안녕하세요? 私は桜とレンギョウの花が満開の４月、友人である韓国料理の先生と生徒さん達

３０人で、韓国縦断グルメツアーに行って参りました。今回訪れた「高麗人参の里」と呼ばれる

忠清南道錦山郡では、韓国で生産される高麗人参の約 8割が錦山で栽培されていて、錦に刺繍を

施したかのような山河という意味の「錦繍江山(금수강산)」を縮めて「錦山(금산)」と呼ばれる

ほど自然が美しい所です。私達が錦山を訪れたということで、10 月に催される錦山高麗人参ま

つりの広報ということもあったのでしょうが、錦山郡守からわざわざ歓迎のご挨拶を頂き、博物

館見学、高麗人参を使った料理教室、高麗人参酒作り等の文化体験までさせていただきました。  

日本に帰って感謝の気持ちを感想文として錦山に送ろうということで、メンバーみんなの感想文に訳をつけて

送ったところ、郡守を初め職員全員がとても感動されて反対に感謝の言葉をいただきました。 

そして先日、錦山郡守から韓国料理の先生の下に、お手紙と「２５通のラブレター」という地元新聞紙の記事

が同封されて送られてきました。本当に心と心が通い合ったと思えたとても嬉しい出来事でした。 

いつか前田先生をはじめミレスタッフと生徒さん達で、こんな素敵な出会いのある旅をしてみたいです！ 

 

 

일본에서 온 25 통의 러브레터  

2 일 금산군에 일본에서 보낸 25 통의 편지가 도착했다. 이들은 일본 가코가와시에서 운영하는 한국요리즐

기기교실 회원들로 지난달 12 일, 1 박 2 일의 일정으로 33 명이 금산을 방문했다.금산군 다락원에서 수삼냉채,

수삼국수, 인삼백설기 등 인삼을 테마로한 다양한 요리체험과 인삼약초상가에서 한국 전통 한약재를 구매하

고, 인삼튀김과 인삼막걸리를 먹어보는 등 한국의 시장문화를 즐기고 돌아갔다. 

  이들은 귀국 후, 금산에서 받은 한류문화 인삼문화에 대한 감동과 감사의 서신 25통을 박동철 금산군수 

앞으로 보내왔다.  

편지에서 오오노 준이치 씨는 “지진과 해일로 인한 고통과 피해를 위로해주시고, 인삼요리와 인삼담금주

만들기 등 금산인삼의 문화를 체험하게 해주신 금산군수님께 감사드린다.”고 표현하고 오는 10월 금산인삼

축제에 회원들과 함께 다시 방문할 것을 약속했다.              （忠南道庁公式ブログより） 

 

 

 

스태프를 소개합니다 
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////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

ミレに集う人々～みなさまからのメッセージ～ 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

・ようやく 10 回目が終わりました。何とか期限に間に合いそうでほっとしています。ここで一休みしたい

ところですが、「継続は力なり」ということでまたよろしくお願いします。毎日少しずつ、こつこつとがん

ばっていきたいです。（山梨県 MK さん） 

・何度もしている録音課題。未だに緊張してしまいますが、最近は練習しているうちに早く評価してもらいたくなり、早く録

音し、提出してしまう傾向にあります。提出後、また評価を目にして後悔してしまうんですけどね。ちなみに、録音する時

はなぜか正座です。（北海道 akob さん） 

・あっという間に 9回目まで来てしまいました。ㄹパッチムの発音、中級にも関わらず、はじめて知りました。もう 1度最初

から復習です。やるべきことが山積みです。（神奈川県 YURI さん） 

・やっと３回目の課題を終え、録音音声評価表での詳しいコメントをいただき気付きました！ちゃんと読んでないから、ス

ペルミスばかりなのですね。ということで、発音クリニックもスタートすることにしました。（大阪府 koionahe） 

・学習が進んでくると、ちょっと難しい文に挑戦したくなるのですが、やはりよくわからないです。地道な基礎固めが一番

大事なんだなと今更ながら思いました。（神奈川県 アキさん） 
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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、中級パワーアップ講座（前田）、能力中級合格講座（趙） 

■７月からの新講座 - 絵本の翻訳講座、映像字幕翻訳講座（蔡） 

■６月のみの特別企画 -ワンコインレッスン ハングルの読み方の基礎、ドラマでまなぶ韓国語 

■映像字幕翻訳デモ授業（蔡） -６月５日（土） 

■中級学習者のためのスキルアップ講座  

    -７月２日（土）会場：大阪駅前第３ビル   

■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…。そんな方は必見！

できるだけ 100％韓国語。初級の方でも大丈夫！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！  ←≪こちらもまだまだ受付中！！ 

■東京必勝講座   8月 28日（日） 上野の会議室 

 

 

 

・『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 17号は 2011年 7月 1日発行予定です。 

事務局から 

新刊・連載・コラム案内 

前田と姜明淑が一人一人直接アドバイスします (^_^)/ 

 


