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新年スタッフ研修しました。 

ミレでは学期が終わった授業のない期間にスタッフ研修をし

ます。新年は特に力を入れて、全スタッフが参加し、より良い授

業と添削を目指して、研修をしています。今年も 1月 6日にスタ

ッフ研修をしました。今回は 2月 22日にハンガンネット主催の

講師研修でも行う、Praatを使った音声分析について Praatの扱

い方、分析の仕方について取り上げました。Praatでの分析は通

信添削でも発音クリニックと中級突破４BD&音読講座の音声添削

にも取り入れられています。スタッフ全員が的確な指導ができる

よう、今後もこのような研修を継続していきます。 

 

 

 

 
 

포인트만 꼭 찝어서                  学院長 前田 真彦 

1:1 수업  발음 클리닉을 반복해서 수강하시는 분이 계십니다.  첫 번째 두 번째 세번 째 수업을 거

듭할 수록  점점 더 실력이 늘고 계십니다.  수업을 받으시는 학생분은 “잘 모르겠다”라고 말씀하지만 

수업을 받기 전보다는 확실히 자연스러워졌습니다. 한 달 후 한 번 더 개인레슨을 신청하셨습니다. 벌

써부터 기대가 됩니다. 

발음 수업만이 아니라 작문수업도 마찬가지입니다.  능력중급,  능력고급에서는  10회 수업 중 두 

번 작문을 하고 있는데 첫 번째 작문보다는 두 번째 작문 실력이 훨씬 좋습니다.  무엇이든지 경험을 

한다면 그만큼 능숙해집니다.  TOPIK 작문에 맞추어 작문 강좌도 시작했습니다. 포인트만 꼭 찝어서 

반복한다면 반드시 능숙해집니다. 막연하게 전체만을 보면 능숙해질 수 없습니다.  포인트중의 포인트

를 보면 여러가지를 이해하게 됩니다. 

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

ポイントを絞って 

プライベートの発音クリニックを繰り返し受けられる方がいらっしゃいます。1 回目より 2 回目、2 回目より

3 回目が、当然うまくなっています。ご本人は「よくわからない」とおっしゃいますが、前回より確実にうまく

なっています。1 か月後もう一度プライベートレッスンを入れてくださっています。今から楽しみです。 

発音に限らず、作文もそうです。能中・能高では、10 回のうち 2 回作文を書きますが、1 回目より、2 回目の

方が良くなります。何でも経験すればそれだけうまくなります。TOPIK 作文に特化した講座も始まりました。

ポイントを絞って、繰り返せば、必ず上達します。漠然と全体を見ていると上達が見えにくいだけで、ピンポイ

ントで見れば、いろいろわかってきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

スカイプ プライベートレッスン、始めました！ 

これまでアンケートなどでも希望のあった、待望のスカイプレッスンを

いよいよ始めました。1月 15日スタートでしたが、既に数人の方のレッス

ンを開始しています。会話をご希望される方が多いようです。中には通信

添削の強化に、教室授業を欠席した分をスカイプで、という方もいらっし

ゃいました。10回の定期講座と単発の講座があります。これまで教室授業

をあきらめていたという方にも、通信のスクーリングがしたいという方に

も最適な講座となっています。柔軟に対応できるため、他にもスカイププ

ライベートレッスンを活用してできる学習はありそうですね。興味のある

方は「こんなことできる？」とお気軽にお問い合わせください。 
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안녕하세요. 1 월달부터 미래한국어학원에서 일하게 된 코하시 아야라고 합니다. 

저와 한국어의 만남은 대학교 1 학년 때 제 2 외국어로 한국어를 선택한 것으로부

터 시작되었습니다. 그 당시에는 “기호처럼 보이는 한글을 읽을 수 있게 되면 좋

겠다”는 단순한 동기로 시작했다가 “재미있다, 어렵다…그래도 재미있다”라는 생

각을 되풀이하면서 어느새 9 년 동안을 공부해 왔습니다. 가벼운 마음으로 배우기 

시작했을 때엔 설마 대학을 졸업하고 나서 이 때까지 한국어에 빠질 줄은 꿈에도 

생각하지 못 했지만 아무래도 한국어는 “학습자를 빠지게 하는 뭔가”가 담긴 언어인 것 같습니다. 또 

미래에 다니는 모든 분들이 공통적으로 그 “뭔가”를 느끼실 것이리라 믿습니다. 앞으로 미래에서 뵙게 

될 분들과 한국말을 들어 보는 재미, 소리 내면서 읽어 보는 재미, 써 보는 재미, 알게 되는 재미, 그

리고 배운다는 행복감, 많은 기쁨을 서로 나누며 지냈으면 좋겠습니다. 

  미래에서 일하게 되면서 발견한 것이 있습니다. 수강생 분들이 미래를 “교실”이 아니고 “학원”도 아

니고 “미래”라고 불러 주시는 것. 스탭끼리 이야기할 때에도 마찬가집니다. 이전에는 회사에 몸을 담

고 있었던 저에게 있어서 이 “미래”라는 호칭은 아주 신선하게 느껴졌습니다. “교실”이 아니고 “직장”

도 아니고 “미래”. 이 단어에서 애칭 같은 친근감과 따스함을 느낍니다. “미래”라

고 부르는 만큼 미래를 키우고 있는 것 같기도 하고, 미래에 모이는 분들과 같이 

미래를 만들고 있는 느낌도 듭니다. 미래한국어학원의 한 스탭으로서  한국어 학

습의 밝은 미래를 만들어 가는 데 도움이 됐으면 하는 바램입니다. 앞으로 잘 부

탁 드리겠습니다. 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 私と韓国語の出会いは、大学の第二外国語でした。当初は「模様みたいなハングルが読めるようになったらか

っこいいな」という単純な動機でしたが、どんどんはまっていき、今年で 9年目になります。当時は本当に興味

本位で軽い気持ちだった自分が、まさかここまで夢中になるなんて・・・きっと「夢中になる何か」がある言語

なのでしょうね。これからミレで出会う方たちと、韓国語を聞く楽しさ、声に出して読む楽しさ、書く楽しさ、

知る楽しさ、そして、学ぶしあわせ、たくさん共有しながら繋がっていきたいと思っています。 

受講生の方たちが、ミレを「教室」ではなく、「学院」でもなく、「ミレ」と呼んでくださっていること。この

「ミレ」という呼び名がとても新鮮でした。「教室」でも「職場」でもなく、「ミレ」と呼ぶこと。この響きから、

愛称のような親しみやすさ、温もりが感じられます。「ミレ」と口にする数だけ、未来を育んでいるような。ミ

レに集まる人たちと一緒に、未来を紡いでいるような。ふと、そんな感慨深い気持ちになったりします。 

【中元素】配信中！ 
YouTube 

中級学習者の元気の素講座 

１月 1日現在アップされている

内容です。授業後の確認、通信の

方のスクーリングの代わりなど、

どんどん活用してください。毎週

土曜の他、不定期にアップしてい

きます。 
 

43.発音クリニック模擬授業 
 

しばらくお待ちいただいてい

【学習アドバイス】 

1月 18日 発音クリニッ

クより。音読の練習をしな

がら、ちょっと変化を加え

てみたら。相手に語りかけ

る調子。韓国語による補足

説明を加える。해요体、 

합니다体に変えて、などな

ど。会話に近づけるちょっ

とした工夫で音読の精度

も高まると思います。もっ

と自由に音読を楽しみま

しょう。 

メルマガ 【元気の出る韓国語学習】 
(ミレホームページよりワンクリックで登録/解除できます。) 一日一語ずつ
単語を増やしましょう。学習アドバイスも役立ちます。 

【今日の韓国語】 

1月 1日  「指折り数えて」って？これは、ほぼ日本語

と同じ表現をします。손꼽아 です。꼽다だけで「指折

り数える」という意味があります。눈빠지게 목빠지게 

손꼽아 기다리던 바로 그날～直訳：目が抜けるほど、

首が抜けるほど、指折り数えて待っていたまさにその

日。눈빠지게も목빠지게もともに「首を長くして待つ」

という意味です。 

1月 20日 ‘한 번’ ‘한번’ 分かち書きはどっちが正

しい？一度二度と数える時は、離します。しかし「一

度試しにやってみて下さい」、というように副詞とし

て使うときは付けます。 
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今月のピカイチ★ 

 

今月のピカイチ★ 
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■前田式！４色ボールペンディクテーション 韓国語ワークブック 発刊記念イベント 

2 月 11日（火・祝日）14：00～ 梅田ジュンク堂大阪本店（堂島アバンザ内）３階喫茶コーナー 

参加料 無料 ４色ボールペンをご持参下さい。お申し込みはジュンク堂ホームページより。 

■ハンガンネットセミナー 「Praat を使った音読分析」  

2 月 22日（土）13：00～15：00 

場所 大阪駅前第４ビル地下１F 展示室 有料  

定員 20名  詳細はミレホームページをご覧ください。 

現在講師ではなくても、韓国語を教えてみたい！Praat で自分の音読力をアップし 

たい！と言う方も大歓迎です。音声分析の観点がわかる、めったにないチャンス！ 

■新刊!! 『前田式韓国語 4 色ボールペンディクテーションワークブック』    

前田真彦著・HANA 2 月 3 日発刊 定価 2,300 円＋税 

 『前田式中級パワーアップドリル』（前田真彦著・HANA）に続く、４BD 第 2 弾！

今回はニュースの聞き取りに挑戦。文法レッスンも充実しています。このテキストの講座も 4月新設。 

■新講座続々!!  

 その 1「TOPIK 合格作文の書き方講座＜中級＞＜高級＞」  

2 月 10 日発送開始。2 月 15 日までキャンペーン 12,000 円→10,000 円に 

3 回のみの通信添削です。中級、高級各 12,000 円。期限は 2 カ月。 

作文は韓国語の力だけでは書けません。構成力が必要です。TOPIK 作文に強くなろう！  

 その２「変則活用ドリル」  詳細は近日中に決定します。HP をご覧ください。 

■ミレショップ http://www.emire.jp/  書籍の購入や講座の申し込み、単発の音読・発音クリニックなど申

し込み可能です。カード決済可能です。各講座の内容も見やすくなりました。 
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教材作成 

事務 

内田昌恵   

岡田裕子 小橋彩 

竹多章子 前田真彦 

添削 

山田奈菜子 林和子 徐東華 大西瑞季 清水正樹 鄭禎潤  

三宅香代子 崔ウニョン 尹明淳 呉民淑 朴コウン 奇炫珠 堤瑞枝  

康恵淑 李ジュヒョン 徐宰炯 松本百世 方云学 関根摩耶 高成希 


