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    미래로통신  
새해 복 많이 많이 받으세요 ! ミレ韓国語学院 学院長 前田真彦 

 

새해에는 새 목표를 세웁시다.  

저의 목표는 이렇습니다.  

1, 매 수업마다 꼭 한 번은 웃는 상황을 만든다. 

2, 미래에서 근무하는 직원들과의 연대를 보다 확고하게 한다.  

3, 가족과 함께 하는 시간을 만든다. 

 

이렇게 3가지를 목표로 세웠습니다. 

여러분은 어떤 목표를 세우셨습니까? 

한국어 학습은 단순한 어학 공부가 아닌 것 같습니다. 한국에 관한 것을 배우는 것은 물론이고, 그 

외에도 여러 가지 보다 깊은 것을 배울 수 있는 것 같습니다. 사람, 사랑, 인생……. 2012 년은 

여러분에게 알찬 한국어 학습이 되도록 미래학원도 열심히 노력하겠습니다.    

                                                  

＜日本語つぶやき＞ 今年 1 年、何しようかな。パワ中や上トレはきついから、「笑い」を入れよう。朝礼

でちょっとしたお話をもちまわりでしようかな。それから年末年始家族と一緒にいる時間を久しぶりに持

ったけど、これってやっぱり大事だよな…。 

 

 

ミレ 2011 年 ★ 10 大ニュース！！  
１、大阪駅前移転 京阪神のど真ん中、7つの駅に囲まれた交通至便のエリア、まさに一等地！  

２、青森、札幌、別府 前田の出張がたくさんありました。今年はどこに呼ばれるかな、すでに新潟は決定！ 

３、植物大増殖 ミレはパワースポット、植物も人間も皆元気です。 

４、パワ中・上トレ・発クリ 新講座が人気です 

５、清水講師 最難関ハングル検定 1級合格！ 受講生の皆さんも能力試験に続々合格！ 

６、合宿・himeさんとのコラボ・スピーチコンテスト成功 イベントも大盛況でした。 

ところで梅田で合宿どうすんの？  

７、学院長、少女時代にはまる DVDを購入して毎日のように視聴。筋金入りのクラシックファンですが… 

８、100人部屋で受講生 1人 大阪駅前第 3ビルでの授業、ビル側の都合で広い部屋に変更。姜明淑とマンツ 

ーマンの授業が行われました。なんという贅沢！ 

９、発声練習の定型、固まる 教室では毎時間実施しています。 

１０、ミレに珍客多し 狸・セキセイインコ・かまきり 第 4ビルは窓が開きません。珍客ももう…堺が懐かしい！ 

 

 

 



당신의 미래로 이어지는 미래로통신 제23호 2012년 1월 5일 발행 

     － 모든 길은 미래로 통한다 －  2   

 

引っ越しの写真 

↓堺の荷物を全て段ボール箱に詰めていきます。 ↓トラックに入りきらないほどの荷物。  ↓第４ビルで添削作業開始！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

    講座紹介 『発音クリニック基礎』                 主講師 姜明淑 

（教室 3 ヶ月 10 回分 31,500 円  通信 添削講座 10 回分 42,000 円 (税込 み )）  

この講座では発音の基礎を学習します。母音어と오、으と우の発音の違い、平音-激音-濃音を発音する時のコツ、
パッチムㅁ、ㄴ、ㅇを発音する時の口の形の違いなど、ポイントを絞ってわかりやすく解説します。日本語母語
話者には馴染みのない、鼻音化や流音化といった発音の変化も学習します。音声は目に見えませんので、目で見
て理解しやすいように、口の形や舌の位置など図を使っての説明も多く取り入れています。発音クリニックとい
っても語彙や表現も大切ですので、日頃よく使う表現を使って練習します。聞き取りや単語の試験も実施します。
テープを聞きながら繰り返し練習した後、指定した部分（単語や短文など）を、録音して提出していただきます。
スタッフが丁寧に解説します。 
発音が不十分だと、文法的には正しいのに、話したときに通じないことはよくあります。上手に発音するにはコ
ツがあり、練習すれば必ず上達できます。早い時期に音声に対する正しい知識と発音を身に付けると、韓国語学
習がより楽しくなります。ぜひ受講してください。なお、『発音クリニック応用』は、単語や表現が難しくなり
ます。カリキュラムも多少異なります。 

 

第 1回スピーチコンテスト 報告 

１２月 1８日にミレ堺本校ホールにて「第 1回スピーチコンテスト」を実施しました。暗唱の部とスピーチの部で、のべ 19名

の方が参加されました。通信生の方も多数参加され、中には広島や浜松からも駆けつけて下さいました。それぞれの部

で大賞が選ばれ、全体から最優秀賞が選ばれました。交流会では、受講生どうしが親交を深めることができました。今

回のイベントを迎えるにあって、通信生の方には、原稿はもちろん音声を録音して送っていただき、ミレで添削するとい

う過程を２、3 回繰り返しました。普段の発音指導に加え、スピーチには何が大切なのか、どのように声を出すかなど、

「話す」ことの基本から指導することができました。当日は、みなさん大変堂々とした語りとパフォーマンスをされて講

師たちを驚かせ、参加者同士のいい刺激にもなりました。大切なのは、発表する場をつくり、その機会をいかしてレベル

アップすることだと思いました。普段、音読の練習をするときから「語りかける」ことを意識することによって、韓国語が

自分のものになります。今後も、1年に 1度は開催したいと考えておりますので、みなさん積極的にご参加ください。 

 

 発声練習            暗唱               スピーチ    和田講師のコメント 手で口の形を説明 

  

 

 

 

 

 

 

 
盧講師の                  交流会 

コメント 
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 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

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

通っている教室では声を出して文章を読むことがほとんどありませんので、シャドーイングやパダスギはすごく勉強になりまし

た。はじめは苦しかったですが、だんだん楽しくなってきました。（秋田県 AS さん） 

通信なのに丁寧な発音指導でとてもすばらしいと思います。課題プリントも何度も練習できるように作られていて気に入ってい

ます。時々モチベーションがおちても HP で教室の様子や先生方のブログや他の受講生の方の投稿を読むとやる気が出てき

ます。いつか大阪の講座も受けてみたいです。（福岡県 YA さん） 

地元の教室で、こんなに鍛えられる教室はないので、このような通信添削をしていただけることに本当に感謝しています。家で

１人で勉強するのは孤独な時もありますが、テープに貼ってある先生方の笑顔に癒されたり、テープの声で実際講義を聞いて

いる気分になれたり、ミレロ通信を通してみなさんのがんばりに励まされたりしています。東日本側でも、色々と企画していただ

けたらうれしいです。これからもよろしくお願いいたします。（山形県 TK さん） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月のピカイチ★ 
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                         ※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！ 

 

■第２回 韓国語の楽しみ方   1 月 9 日（月）より受付開始 

「アラフォー韓国マニアの果てなき野望」でおなじみのカリスマブロガー“hime”さんとミレのジョイント企画第２弾！！ 

１回目、ご好評につき第２弾を企画いたしました。満席が予測されます。お早目にお申し込みください。 

日 時：3 月 18 日（日） 場所：大阪駅前第３ビル１７階 

   参加費：5,000 円（会員 3,500 円）飲食費込         

■第 7 回 韓国語能力試験必勝講座  １月１６日（月）より受付開始  

今回は初級も開講します。成績の伸びが違います。確実に点数がアップします。 

日 時：４月 1 日（日） 

定 員：初級 5 人 中級３０人 高級 2４人  

   参加費：初級 18,000 円  中級 20,000 円 高級 20,000 円（会員はそれぞれ 4,000 円引き） 

■「ミレオリジナル学習格言」クリアファイルを作りました   

 「つべこべ言わずにシャドーイング」など前田が作った韓国語学習上のヒントがつまった格言の韓国語版が 30 種収録されてい

ます。色は黄・クリスタルイエロー・赤・ピンク・緑の 5 色です。通信生には課題送付時に１枚同封します。さらに必要な方には

160 円で販売します。お支払いは 80 円切手でお願いします。 

新 住 所：〒530-0001 大阪市北区梅田 1-11-4（大阪駅前第 4 ビル）6 階 5-1 

新電話番号：代表 06-6344-8
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9
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ム

(明るい夢)  FAX  06-6344-8997 
 

教材作成    姜明淑 趙尚子 原康子 内田昌恵 

事務       竹多章子 前田真彦 

添削   玉城典子 山田奈菜子 林和子 夫万季 徐東華   

和田哲弥 大西瑞季 清水正樹 柳美利 朱洋逸 全ウンフィ 
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事務局から 
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