당신의 미래로 이어지는 미래로통신 제33호 2012년 11월 1일 발행

「夢はますますふくらんで」

ミレ韓国語学院 学院長 前田真彦

ＴＯＰＩＫはいかがでしたか？作文講座（10月6日実施）では「日本語で構成を考え、日本語的
表現にならないように書く」という練習をしましたが、成果があったでしょうか。ＤＶＤ『前田
式で中級を一気に駆け抜けろ』はもう見ていただけたでしょうか？学習のポイントが14も取り
上げられています。高級の人にも基礎の振り返りにもなり、
「教え方の参考になった」という感
想もいただいております。
『学習エッセイ対訳集』
（MP3 CD-ROM付）も、発送を始
めました。
『上級演習ノート』
（白帝社赤本）という本の一部ですが、中級学習者にも
十分読んでいただける内容になっています。東京教室も募集が始まりました。夢はま
すますふくらみますね。みんなで楽しいことを考えて、一緒にがんばりましょう。

꿈은 점점 부풀어서
토픽은 어떠셨습니까? 작문강좌(10월6일 실시) 에서 ‘일본어로 구성하고, 일본어식 표현이 되지 않게
쓰기’ 연습을 했습니다만, 성과는 있었는지요? ＤＶＤ『前田式で中級を一気に駆け抜けろ』는 이미
보셨나요? 14가지의 학습 포인트를 예로 들고 있습니다. 고급 학습자분들에게는 기초를 다시 다잡는
계기도 되며, ‘가르치는 데 참고가 되었다’ 라는 의견도 보내주셨습니다.『学習エッセイ対訳集』（MP
3CD-ROM付）도 발송을 시작했습니다. 『上級演習ノート』（白帝社赤本）라는 책의 일부지만,

중급학습자분들도 충분히 읽을 수 있는 내용입니다. 도쿄교실도 모집이 시작되었습니다. 꿈이 점점
커져가는군요. 모두 다 함께 즐거운 일만 생각하며 화이팅합시다.

新造語コーナー
완판녀

정정윤

요즘 거리를 걷다보면 자주 눈에 띄는 패션 아
이템들이 있지요. 패션에 관심이 많은 한국 여성
들 사이에서는 드라마 등 TV 미디어에 등장하는
패션 아이템이 크게 인기를 끄는 경우가 많은데
요, 이처럼 어떤 여자 연예인이 드라마 등을 통해
입었던 옷이나 사용한 악세서리, 사용한 화장품등
이 완전히 히트하여 많이 판매되는 경우, 이 연예
인을 ‘완판녀’라고 합니다. ‘완판녀’라고 불리게 된
연예인이 착용한 패션 아이템은 화제가 되기 때
문에 여러 회사들로부터 협찬을 받게 되는데요,
대표적으로는 배우 김남주, 가수 이효리 등이 있
습니다. 일본에서는 마스와카 츠바사가 대표적이
지요. 남자배우도 완판남이라고 불리는 경우가 있
지만 역시 외모에 대한 관심은 여성들이 높은 만
큼 ‘완판녀’라는 단어가 대중적으로 사용되고 있
습니다.
―

完販女
街を歩いていると時々「最近よく目
にするな」と思うファッションアイテム
がありますよね。ファッションに関心の高い韓国の女
性たちの間では、ドラマなどのテレビ番組に登場する
ファッションアイテムが流行ることが多いです。この
ようにある女性タレントがドラマなどで着ていた服、
付けていたアクセサリー、使っていた化粧品が完全に
ヒットし、沢山販売される場合、このタレントのこと
を「完販女」と言います。
「完販女」と呼ばれるタレン
トが使ったアイテムは話題になるため、様々な会社か
ら服などを提供されることが多いです。代表的には女
優のキム・ナムジュ、歌手のイ・ヒョリなどがいます。
日本では益若つばさが代表的でしょう。男性タレント
も「完販男」と呼ばれることもありますが、やはり見
た目に対する関心は女性の方が高いためなのか、
「完販
女」の方が一般的に使われています。
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스태프 소개

康恵淑

ミレのスタッフになって早くも3ヶ月になります。この間ミレの現場や添削を通して、たく
さんの刺激を受けいろんなことを学ぶ事ができた貴重な3ヶ月でした。私はミレに来る前に
長い間、韓国語を教える事でも学習の面でも壁にぶつかっていました。なかなかその迷路
から抜け出ることができませんでした。ですがミレに来ることで一歩踏み出す事ができた
ような気がします。なによりも日々のスキルアップの大切さや韓国語学習のこれからの方
向性などをつかむ事ができたように思います。＜韓国語は夢を与える言語です。＞この言
葉は私の心に深く響きます。私も韓国語を通して数え切れないほどの出会いや喜び、感動
を経験しました。ミレは私の中での新しい出会いと感動でした。これからもミレの現場で韓国語がもたらしてく
れるいろんな出会いや幸せをみなさんと共有していきたいと思います。そして今、感じている感謝の気持ちを韓
国語学習や添削を通してお返ししていけたらと思っています。 감사합니다.

新講座紹介

会話基礎

姜明淑

初級、中級を学習しているけどうまく会話につながらない、言
いたいことが口から出てこない…こんな風にお悩みの方はいませんか？「会
話基礎講座」では中級程度までの文法を使って基礎的な会話の訓練をします。
テキストは韓国の文化が楽しく学べる『韓国言語文化リスニング集』（白帝
社）。このテキストの音声は全てドラマに出てくるような自然な会話で、今
すぐ使える表現がたくさんあります。テキストの練習にそって事前に話すこ
とを準備していただき、授業ではペアになっ
て声に出す練習を繰り返します。ただの雑談ではない
ので会話が途切れることはありません。短い時間でど
んどん声に出すことで、自然に話すことに慣れていき
ます。初級、中級で学習したことを会話に生かしたい
方、ぜひ受講してください。
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

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

/////

か わいいハンコやシールを貼りまくって励ましてい
ただき、嬉しかったです。これからもよろしくお

途中…何度か期日までに終了でき
ないのでは…と思いながら続け

願いします。夏の合宿はよかったです。毎週梅田まで通
うのは無理ですが、たまにイベントがあれば、頑張って
参加してみたいと思います。（Ｈ．Ｍさん）

てきましたが、何とか最終回を提出し
ます。ＫＢＳのニュースが耳に入って
くるようになったり、韓国の方の言葉
が以前より聞けるようになったり…
効果も実感しています。
（愛知県 수다쟁이さん）

細 かくてわかりやすい説明や例など、具体的に添削
していただいて、脳にも何よりも私の心に響きま

題をやるときは先生のお写真つき名刺をクリッ

した。本当に心のこもった添削に心から感謝しています。
また、基本の基本を指導してもらい、日本語においても
同様で、とても“ハッ”とした気持ちになりましたが、
今気付くことができ感謝しています。（Ｋ．Ｏさん）

プで止めたままにしておいて、いつも見ては気
課
持ちを引き締めたり励まされて取り組んでいます。

い

なっていた講座なので楽しみです。発音をこれ
中
だけしっかり指導してもらえるのはミレだけ。発音を

つも丁寧な添削による指導をありがとうございま
す。通信での学びがこんなにも充実しているとは
思ってもみませんでした！マンツーマンの授
業を受けているようでやる気が出ます。
감사합니다.（Ｎ．Ｔさん）

―

（東京都 まりさん）
級を終え発クリ基礎を始めました。ずっと気に

学ぶことで聞き取りや語彙強化につなげられたらと
思います。
（山梨県 제비さん）
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今月のピカイチ★

今月のピカイチ★

今月のピカイチ★

日

課は朝のシャドーイングやクイックレスポンス。隙間時間の有効活用のため、通勤中にやってます。片手
に小さいテープレコーダーを持ち、一人でブツブツ。周りから見たらただのあやしい人だわ…（宮城県
harudaru さん）
―
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前 田先生のＤＶＤを購入しました。教室に通えない私にとってはとても参考になり、学習法に確信が持てま
した。家が近ければ直接先生の指導を受けてみたいと思ってしまいました。東京にもたくさん来てくださ
い。
（神奈川県 ぴょるさん）

「や らないで後悔するよりやってみよう！」が私のモットーです。ＮＨＫのラジオ講座の広告でミレの事を
知って以来、思い切って「お試し」をやり、そのまま「中級パワーアップ」に入会しました。難しいけ
れど、
「やめて後悔するのはいや。
」と続けて 10 回終了しました。続けてⅡを申し込み、届いた課題を見ると、
「難
しさがパワーアップ！」さすがミレと妙に納得しました。（滋賀県 동방 Kazuko さん）

※今月のピカイチ★に選ばれた方にはクリアファイルを１枚差し上げます！

事務局から
■＜お知らせ＞
メルマガ『元気の出る韓国語学習』を始めました。毎朝 8 時に発行します。日本語韓国語混在ですので、携帯で
は見られない場合もあるようです。ＰＣメールのアドレスを登録してください。ミレＨＰからワンクリックで登
録できます。
・DVD『前田式で一気に中級を駆け抜けろ！！』 好評発売中！！
一般 3､150 円（税込）＋100 円（送料） 会員 2､100 円（税込）＋100 円（送料）
・
『韓国語上級演習ノート学習エッセイ対訳集』（MP3 CD-ROM 付） 好評発売中！！
モチベーションが上がって、聞き取りの力もつく、シャドーイングにも最適。中級からの学習に必携！
一般 2,100 円（税込）＋100 円（送料） 会員 1,575 円（税込）＋100 円（送料）

■スピーチ大会

12 月 22 日（土）14：00～ 大阪駅前第 4 ビルＢ１展示会場

17：00 より懇親会があります。ふるってご参加ください。
（詳細はＨＰ又は、お問い合わせください。
）

■東京教室始めます

2 講座とも講師は前田学院長

・場所：東京駅八重洲口すぐ（中央区八重洲 1-5-10 井門八重洲ビル 301）
・日時：2013 年 1 月 12 日～3 月 16 日（毎週土曜日・全 10 回）
・定員：各 20 名程度

只今受付中！ 定員間近！！

●「中級パワーアップⅠ」13:00～14:30（90 分）42,000 円
●「通訳翻訳演習基礎」15:00～16:30（90 分）52,500 円
教材作成
事務

姜明淑 趙尚子
内田昌恵 原康子
竹多章子 前田真彦

玉 玉城典子 山田奈菜子 林和子 夫万季 丁理和 徐東華 和田哲弥 大西瑞季
添削 清水正樹 柳美利 全ウンフィ 鄭禎潤 高橋詞子 三宅香代子 崔ウニョン
尹明淳 呉民淑 方慧美 朴コウン 奇炫珠 堤瑞枝 孫賢正 康恵淑

〒530-0001 大阪市北区梅田 1-11-4（大阪駅前第 4 ビル）6 階 5-1
http://mire-k.jp/ http://www.facebook.com/mirekankokugo

―

TEL：06-6344-8996(ﾊﾟﾙｸﾞﾝｸﾑ,明るい夢)
FAX： 06-6344-8997
E-mail:info@mire-k.jp
第 34 号は 2012 年 12 月 1 日発行予定です。
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