
 

2015 年～4 年目の継続受講。民団の魅力は「韓国語講座以外にも韓日の文化交流

事業があるところです」「韓日を理解するためには相互の歴史を学ぶこと」と謙虚

に語りながらも最近では詩人金起林に魅了され朗読・構成劇「海と蝶~金起林と仙

台」を作・構成された吉野さん。ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄでは劇団でも活躍されて慶尚南道「馬

山国際演劇祭」に 3 回も劇団員の一人として出場されるなど韓国にご縁も深い。

「このような時期だからこそ地道に韓日の架け橋的な活動している方に目をむけてもらいたい」

と語られていました。 

 

「今は韓国伝統衣装創作折り紙にはまっています」と可愛い折り紙の作品を手に

キラキラした瞳で事務局にいらっしゃいました。ドラマなど見てこの衣装を作っ

てみたいと思ったら折り紙に集中するそうです。2011 年～民団に登録してから 8

年目となる野口さん。「韓国には旅行やファンミ－ティングなども含めこの 10 年

で 25 回行き、日本は島国、韓国は他国からの影響が多い地形や歴史/文化に興味

を持ち、基本は観光地ではない韓国の歴史や文化に繋がる場所に行くのが私流の   

旅行です」と語る。【韓国の通な場所】を是非野口さんに聞いてみて下さい～。「クラスの皆で

足を引っ張りながら支えながら韓国語講座に通うのが楽しみです。「韓国語/韓国文化で繋が

っている友人が回りに沢山いて第三の人生本当に楽しいです！」と笑顔で語り、颯爽と韓国語

授業に行かれました。 

 

「韓国人の方からいつも自分にないパワ－をもらっています。周りにはいつも

優しい韓国人の方がいらっしゃいました」と渡部さんにとって恵まれた環境。自

然と韓国や韓国文化を知りたいと思うようになったのがきっかけだそうです。

ある素敵な韓国人からのお誘いで「民団宮城文化センタ－年間登録金 3 万円だ

けど 30 万円の価値があるよ！」との誘い文句で「通って納得」と実感し登録継  

続をしている渡辺さん。韓国語講座会話クラスで「本に書いてないような生の韓国の情報を得

ることが出来て授業は本当に楽しい。いつも民団や婦人会の皆様もとても温かく迎え入れて

下さり感謝します。民団文化センタ－に登録してから毎日が本当に楽しいと語る渡辺美智子

さん。修学旅行も今年で 2 回目の参加。今後も韓日の輪を一緒に広げていきましょうね。 

 

高校生の頃から K-POP が好きで、韓国ドラマもよく見ていました。韓

国語を読めたり、話せるようになりたいなと思っていたところ、民団

の韓国語教室の記事をきっかけに通い始めました。最初に教わったミ

ンギュ先生の分かりやすく、楽しい授業のおかげでますます韓国語の

魅力にはまり、継続 4 年目となりました。今年受講している会話クラ

スは少人数なので、じっくり学べるのが魅力です。学んだことを試し
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たくなり丁度、先週韓国へ一人旅に行ってきました。ドキドキでしたが、地名が読めたり、簡

単な会話ができたことで充実した旅行になりました。中でも泊まったゲストハウスのご夫婦

に発音が上手だねと褒めて頂けたのが嬉しかったです。また、民団では 1 年を通して開催され

る様々な楽しいイベントもあり、いつも美味しい婦人会のお料理を楽しみに積極的に参加さ

せて頂いております。これからも民団で楽しく学んでいきたいです。 

 

「認知症予防のため韓国語を学ぼうと思い民団宮城文化センタ－でお世話に

なり 3 年になります。いずれの先生も教え方がとても上手です。発音・文法も

含め週に 5 時間くらい勉強しています。 

語学の習得は「読む、聞く、書く、話す」を継続することだと解っていてもテ

キストや宿題が理解できず、登校拒否をしたくなることもあります。クラス全

体の雰囲気も良く一緒に学んでいる方との交流も楽しく今後も勉強を続けた

いと思っています。韓国語を通じて韓国の文化を知ることが出来、世界がほんの少しひろがり

ました」と今年 80 才とは思えない前向きな渉さん。笑顔がとっても素敵でした。 

 

2019 民団宮城文化センタ－研究班 皆勤賞の大窪千登勢

さんが 2 月転勤により仙台を離れることになりました。

文化センタ－への思いを綴ってくださいましたのでご紹

介します。【愛する韓国語と出会い、共に過ごした幸せな

9 年間でした。楽しく丁寧に韓国語の世界に導いてくださ

った先生方。共に学びたくさん語り合った学友の皆さん。

いつも明るい笑顔で対応してくださり、様々な催しを提供してくださった事務局の皆さん。そし

てその度にたくさんの美味しい料理でもてなしてくださった民団の方々。 

皆さんのおかげで私の仙台生活は良い思い出でいっぱいです。出会えたすべての方にこの場

をお借りして心から感謝申し上げます。】 

 

民団宮城文化センターで提供する韓国語講座の一つに研究班があり、2020 年 2

月に帰国された李元烈院長が二年間担当くださいました。ある時、研究班で映画

『春の日は過ぎゆく』を使った授業がありました。『八月のクリスマス』のホ・

ジノ監督が歳下のサンウとウンス（イ・ヨンエ）の出会いから別れを描き日本

でも人気があった映画です。先生は、映画の中でウンスが家まで送ってくれた

サンウに言う「ラーメン、食べてく？」が年下の男を誘惑する言葉として流行

したこと、ウンスがサンウに別れを告げた後で再会し話す言葉に、いまだに自分を慕っていてほ

しいという女心が見え隠れすることなど、機微にわたり説明してくださいました。民団宮城で韓

国語を学べば、単に言語の習得にとどまらず、韓国の文化や韓国人の心理を理解する一助になり、

ひいては女心まで分かるようになるようです。 
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民団宮城文化センタ－受講生の声(8-1)☆彡 

研究班予定だった及川奈穂様が作り

ました韓国語での仙台方言 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民団宮城の皆様 

今まで鄭有静先生のクラスを受講してよく自主

ノートを提出しました。すきな韓国映画、韓国の

飲食に対して関心がある物を元に書いてまし

た。これからの 1 年間も継続して書くつもりで

あります。コロナウイルスに負けないで、また会

える日をお待ちしております。その時までお元

気にしてください。  2020.3.31  
受講生Ｎo.112 
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★私と韓国の出会いは 30 年以上も前のことになります。その頃には珍しい、韓

国留学をしている友達を訪ねて韓国に行きました。その時に、友達が私の名前

を韓国語で書いてくれました。それを見た時「可愛い文字だな」と思いました。

それから数十年経ち民団の韓国語講座を知り通い始めました。講座は語学だけ

ではなく、韓国の習慣や文化なども教えていただけるので、楽しく学んでおり

ます。また、民団の年間行事では韓国の伝統芸能・韓国料理に触れることもで

きます。これからも楽しい企画お願いします。 
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 作成者：及川 奈穂様【 受講生の声(8) 参考 】 
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作成者：及川 奈穂様【 受講生の声(8) 参考 】 



 民団宮城文化センタ－受講生の声(11-2)☆彡 
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 民団宮城文化センタ－受講生の声(11-4)☆彡 



 

いい本見つけた！ 

 韓国語教室がお休みになってしまったため少し自分で勉強してみよ

うと思い、ネットを見ていて題名に惹かれ買った本に嵌りました。「韓

国語を学ぶとき知らなければならない韓国の言語文化 【한국어를 

 배울 때 알아야 하는 한국의 언어문화（이미향他著、소통刊、 

2020年 3月刊、15,000ウォン）】です。外国人に韓国語を教えている

筆者たちは、学習者がうまく韓国語で表現できないのは、構文や語彙の知識もさること

ながら、韓国語に含まれる価値観や文化を理解しておらず、母語の方式に従って話すこ

とが主たる原因だと考えましたが、そんなことを説明した本が今までなかったので自分

たちでこの本を作ることにしたそうです。 

 少し内容を紹介すると、お互いの呼び方（호칭）に関する章では、韓国語では一部を

除き二人称がほとんど使われず（若い人の中には당신を使う人もいます）、名前を呼ぶ

ことを避け、代わりに家族間の呼び方を家族以外にもよく使うこと（たとえばおじさん

아저씨はそもそもは親の男兄弟を指す言葉だとか）、年上の男性が年下の女性をおねえ

さん언니（ご承知のように、男性が姉を呼ぶ言葉は누나）と呼ぶ場合があることなど（私

は実際にこのような場面を目撃しずっと疑問に思っていました。調べた範囲ではこの用

例は辞書に載っていません）が載っています。 

 ことわざの章では、「殴る姑より止める小姑がより憎い 때리는 시어머니보다  

말리는 시누이가 더 밉다」（小姑は表面的には味方のふりをするが、裏に回れば...の

意味）といった恐ろしいことわざも紹介され、韓国の家父長的な文化との関連などが紹

介されています。 

 これからお読みになる方のためネタばれしないように内容の紹介はこの程度にして

おきますが（本の目次などは後述のハングルパークなどでご覧ください）、私にとって

は目からうろこの本でしたし、単に韓国語だけでなく日本語の表現に含まれる価値観を

考える機会にもなりました。字も比較的大きく、ページ数も 200ページ足らずで、たと

えば色とそれを表す音との関係を説明した部分はカラー印刷になっているなどとても

楽しく読めました。ただし、本には練習問題がちりばめられていますが、主に自国との

対比を問う問題のためか、模範解答といったものは載っていません。 

 半面、校正・校閲がしっかりなされていないようでミスが目立ち、筆者の一部が母国

語という日本ではほとんど死語になっている言葉を使ったり（国によっては公式言語を

複数持つ場合もあり、人によっては国籍と慣れ親しんだ言語が一致しない場合もある）、

日本の鬼を도깨비（鬼のように恐ろしい面も持つが、人懐っこく遊び好きで愛らしい面

を同時に持つ）と説明なしに訳すなど、韓国語に適切な訳語がないとはいえ、疑問に感

じるところも散見されるのは残念です。 

 この本はソウルのハングルパーク（インターネットでこの名称で検索すれば出てきま

山本 俊雄様 

民団宮城文化センタ－受講生の声(12)☆彡 



す。韓国語学習者や教師を対象にした書店で、yes24、aladin、教保文庫など大手イン

ターネット書店とは異なり韓国語学習書や指導書しか表示されないので便利に利用し

ています。）で購入しました。コロナのため、EMSで送ってもらって 2週間もかかりま

した。なお、1冊だけ購入すると送料がとても高くつきますが、まとめて買えば送料は

さほど気になりません。 

 



 

 

 

いい本見つけた！ 

 駄菓子屋って、知ってます？ 安価で派手な色のお菓子や、安価なおもちゃを売って

いた小さなお店で、街のいたるところにありました。仙台で TV 放送が始まった頃の話

です。私もほぼ毎日、親からもらったお小遣いを握りしめ通いました。韓国には駄菓子

屋はなかったようですが、その機能も備えた店があってそれが구멍가게（クモンカゲ）

です。 

 三年前に남해의봄날（南海の春の日）から「동전 하나로도 행복했던 구멍가게의 날들

（コイン一個でも幸せだったクモンカゲの日々）」という本が出版され、韓国ばかりか

世界的に話題になりました。日本ではクオンから『クモンカゲ、韓国の小さなよろず屋』

（税込み 3,740円）として翻訳出版されています。その第二弾「구멍가게, 오늘도 문 

열었습니다（クモンカゲ、今日も店を開けました）」（定価 23,000 ウォン）がこの 6 月

に出版され、さっそく購入しました。 

 구멍가게に魅せられた画家이미경さんが全国を回り、都会の真ん中に、山深い場所に

とわずかに残る絶滅寸前のお店を、美しい韓国の四季を背景にして精細にペンで描き彩

色し、それにエッセイを付けた本です。이미경さんの구멍가게に関する思い出や店主の

歩んできた人生にまつわる話などが収められています。絵を見ているだけでもなぜか懐

かしく心が癒され、エッセイを読めばさらにほっこりします。이미경さんは前書きで

구멍가게を眺めたり、路地を歩いたり、お店に入って休んだりして私と一緒に旅するよ

うに読んでくださればと思うと書いています。 

 出版元の남해의봄날は통영시（統営市‐釜山の南西の海辺の街です）にある小さな出

版社です。韓国はソウル一極集中の国で、出版社もそのほとんどはソウルの中心部ない

しはソウル近郊の파주시（坡州市、ここに出版社が集まった大きな団地があります）に

あります。また、書店は日本より数が少ない上に大手書店の寡占状態にあり、インター

ネット書店の販売割合も日本以上です。そんな状況の中にあってもしばらく前から地方

で出版社や書店を始める方が増えてきています。しかしその経営は大変なようで、一年

後に尋ねてみると跡形もなくなっていることも何度かありました。남해의봄날も数千万

円の赤字を抱え、廃業するか悩んでいたところに前作が 3万部のベストセラーになり危

機をしのいだといいます。 

 남해의봄날からは昨年「바닷마을 책방 이야기（海辺の村の本屋のお話）」（12,000ウ

ォン） という統営の書店員を主人公にしたマンガが出版され話題になりました。この

本は当然文字量も少なく、いつも私を悩ませる擬声語や擬態語もほとんどなく、簡単に

読めるかと思います。 
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作成者：山本 俊雄様【 受講生の声(7) (12) 参考 】 
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作成者：及川 奈穂様【 受講生の声(8) (10) (11) 参考 】 
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作成者：及川 奈穂様【 受講生の声(8) (10) (11) (14) 参考 】 



 



 



 

 

 



 



 



 



 



 

 

民団宮城文化センタ－受講生の声(16)☆彡 

作成者：及川 奈穂様【 受講生の声(8) (10) (11) (14) (15) 参考 】 
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作成者：及川 奈穂様【 受講生の声(8) (10) (11) (14) (15) (16) 参考 】 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

民団宮城文化センタ－受講生の声(18)☆彡 

作成者：及川 奈穂様【 受講生の声(8) (10) (11) (14) (15) (16) (17) 参考 】 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

民団宮城文化センタ－受講生の声(19)☆彡 

作成者：及川 奈穂様【 受講生の声(8) (10) (11) (14) ～(18) 参考 】 



 



 



 



 民団宮城文化センタ－受講生の声(20)☆彡 

作成者：及川 奈穂様【 受講生の声(8) (10) (11) (14) ～(19) 参考 】 



 民団宮城文化センタ－受講生の声(21)☆彡 

作成者：及川 奈穂様【 受講生の声(8) (10) (11) (14) ～(20) 参考 】 



 



 

 

民団宮城文化センタ－受講生の声(22)☆彡 

作成者：及川 奈穂様【 受講生の声(8) (10) (11) (14) ～(21) 参考 】 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

昔から韓国文化が大好きでした

が、大学生になり北欧留学で韓国

人の友人ができたことから、本格

的に学習開始。今年初めて民団の

講座を受講しました。ドラマを教

材に日常会話や慣用句を学んだり、

先生や生徒の方と韓国語で雑談し

たり、週 2 回の楽しみです！受講

前は TOPIK1級（初級）をやっと所

持できたレベルでしたが、先日初

めて受験した TOPIKⅡで 5級（高級）を取得できました。友人とも韓国語で通話

をするなど以前より仲良くなれました。 

（月 14:00聴き取りクラス/木 19:00ドラマクラス受講） 

 

 

 

 

高校 2 年生の私の韓国語学習はハングルの読み方という基本中の基本から始

まりました。高校生がひらがなを勉強しているようなものなので不安もありま

したが、先生の丁寧な指導のおかげで、自分でも成長を実感しています。これま

で勉強してきて韓国語学習において大切なことは、明確な目標、そして知りたい、

学びたいという意欲を持つことだと感じました。韓国にルーツを持つ人間とし

て、韓国語を使い、少しでも日韓交流の手助けができるよう、これからも勉強を

続けて行きたいと思いま 

民団宮城文化センタ－受講生の声(23)☆彡 

作成者：関 春乃様（祝民団文化ｾﾝﾀｰでﾘﾓｰﾄ受講し TOPIKⅡ5 級（高級）取得合格） 

ハングル学校宮城でリモート勉強中の学生の声(24)☆彡 

作成者：安 美鈴 様   



 

 

民団宮城文化センタ－受講生の声(25)☆彡 

作成者：及川 奈穂様【 受講生の声(8) (10) (11) (14) ～(22) 参考 】 



 



 

 

民団宮城文化センタ－受講生の声(26)☆彡 

作成者：及川 奈穂様【 受講生の声(8) (10) (11) (14) ～(22)(25) 参考 】 



 



 



 



 

 

民団宮城文化センタ－受講生の声(27)☆彡 

作成者：及川 奈穂様【 受講生の声(8) (10) (11) (14) ～(22)(25) (26) 参考 】 



 


