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  약간의 채찍질을 합시다 

 올해도 앞으로 한달. 남은 한 달을 위해 여러분께 전해주고 싶은 말은 ‘자신에게 좀 더 채찍질을 하자’는 

것입니다. 미래는 지난 3개월 동안 원포인트 동영상을 매일 업데이트하는 것으로 채찍질을 해 왔습니다. 

이이다 강사와 다케다 강사도 함께 힘을 모아 진행해 왔습니다. 동영상을 찍는다는 것은, 영상 하나하나만 

보자면 작은 일이지만 거기에는 용기와 결단이 필요합니다. 내용은 물론 말투, 표정 등 그때 그때의 실력이 

모두 드러나기 때문에 촬영을 하기 위해서는 그만큼의 각오가 필요합니다. 채찍질을 해 온 만큼, 미래의 

정보 공유와 수업의 질 향상으로 이어졌습니다. 여러분은 음독을 계속하고 계십니까?  ‘감정을 더 담아’ ‘더 

정확한 발음으로’ ‘공을 더 들여’ ‘글자에서 눈을 떼는 시간을 좀 더 늘리자’ 등, 약간의 채찍질을 가해 봅시다. 

약간의 채찍질이 3일이라도 지속된다면 그것이 곧 표준이 되는 것입니다. 2016년을 위해 자신이 갖고 있는 

표준을 바꿔봅시다. 

少しだけ負荷をかけましょう 

 

  

役に立つものがいっぱい☆ 

是非ご利用ください！ 

今年もあと一か月。残りの１か月に、皆さんにお伝えし

たいのは、「自分に負荷を少しだけかけましょう」とい

うこと。ミレはこの３か月ワンポイント動画を毎日アッ

プするという負荷をかけてきました。飯田講師と竹

多講師がそれに賛同し、一緒に頑張ってきました。動

画を撮るということは、一つ一つはちっぽけなこと

でも、勇気と決断が必要です。内容もさることなが

ら、しゃべり方、表情など、その時々の人間力が、すべ

てさらけ出されるから、撮影するからにはそれなりの

覚悟が必要です。負荷をかけてやってきた分、ミレの

発信力と、授業力アップにつながりました。みなさん

は、音読続けていますか？少しだけ負荷をかけ、「よ

り感情を込めて」「より美しい発音で」「より丁寧に」

「文字から目を離す量を少し増やす」などなど。ちょ

っとだけ負荷をかけ、それが 3日継続できれば、それ

がスタンダードになります。 

2016 年に向けて自分標準を変えていきましょう。 
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 スタッフ紹介 今回は、ＷＥＢ担当の佐藤さんにインタビューしました！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐藤さん감사합니다. 

これからもミレの発信にご注目ください！！ 

新学期 2016 年 1 月からの東京教室スケジュール 

 

 

 

 

 

 

  

初日 1 月８日（金） 東京教室 時間割 （TKP 東京駅前会議室：東京駅八重洲口徒歩 5 分） 

金 土 

 

 

10:00～11:30 ４ＢＤⅡ(矢印本) 

11:40～13:10 パワ中Ⅲ 

13:20～14:50 上級演習（赤本） 

15:00～16:30 上級への扉Ⅱ(青本) 

18:30～20:00    新設 中級総合演習 プライベートレッスンが可能なことがあります。 

お問い合わせください。 20:05～21:35   新設 初級エキスプレス 

１．佐藤さんはミレでどんなお仕事をしていますか？ 

私は、ホームページを通して、ミレのことをネットへ

発信しています。普段は、ホームページを更新した

り、【こうやって勉強すると上達が早い】のようなネッ

ト企画をしたりしています。 

 

２．ミレのホームページの魅力を教えてください！ 

なんといっても情報量の多さですね。ホームページの

隅々まで見ていくと、ディズニーランドばりに１日では回り

切れないです。スタッフの皆さんのブログや、受講者の皆

さんの声の中にも、何気に学習にとても役立つ情報が散り

ばめられています。ぜひチャレンジしてみてください！！ 

３．ミレが今発信しているものの中で特に注目すべき

ところはどこですか？ 

私が注目しているのは YouTube への発信です。ワン

ポイント動画も対談形式があったり、いろんなシーン

での撮影があったりと変化があり、毎日楽しみにして

います。 

４．最後にひとことお願いします！ 

前田先生の頭の中は、韓国語学習のことでいっぱいです。

韓国語学習に役立つことを、前田先生からどんどん引き出

して、ホームページや動画で発信していきたいと思ってい

ます！【こうやって勉強すると上達が早い】のような、連続

の企画物もまたできればと思っています。皆さんも何かこ

んな企画があったらいいなと思ったことがありましたらぜ

ひご連絡くださいませ。 

初級エキスプレスを受けた方の声 

発音からきちんと学べることで、単語を正

確に覚えることが出来るようになった。発

音からきちんと学べることで、単語を正確

に覚えることが出来るようになった。 

集中して勉強する姿勢が身に付いてきた。

今までは週１回、長時間勉強していた

が、毎日毎日やることが本当に大切

だと分かった。宿題は毎日毎日コツ

コツやらないと終わらないので良い

習慣がついてきた。 

集中して勉強する姿勢が身に付いて

みなさんご協力 

ありがとうございました。 
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ミレに集う人々 
 

 

ピカイチ★ 

今月のピカイチ★ 
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■ミレ多読の会 興味のある韓国語の書籍を読んで語彙・表現を豊かにしましょう。書籍の貸し出しも可♪ 

第 12 回 12 月 13 日（日）16：00～18：00 参加費：1,080 円 

第 13 回 １月 ２４日（日）16：00～18：00 中村晶子さんをお迎えします。 

■第 5 回朗読・スピーチ大会 大阪 12 月 19 日（土） 東京 12 月 23 日（水・祝） 

 出場者：4,320 円 観覧者：2,160 円 審査員：イム・チュヒ 前田真彦 

①指定課題（30 秒）hana8～10 号までの hana＋1 の中から任意の 30 秒 

②自由課題（2 分まで）朗読 or スピーチ テーマは「韓国語を勉強し始めて変わったこと」 

 発表者だけでなく、会場全体でのワンポイントレッスン・群読も行います！ 

■ミレ懇親会 年末ミレ懇親会を行います。ミレの仲間と楽しいお時間を。 

12 月 19 日（日）スピーチ大会終了後 17：30～ 参加費：２,000 円 ※お電話、メールで受付中です。 

■オープンスクール 12 月 20 日（日） ☆無料☆でミレの授業が体験していただけます！ 

時間 A 教室 B 教室 

11:00～11:45 文字の読み方（講師：前田） 個別発音クリニック（１人 20 分、計３人） 

13:00～13:45 ４BD 初級後半（講師：竹多） 個別発音クリニック（１人 20 分、計３人） 

14:00～14:45 上級トレーニング（講師：飯田） 個別発音クリニック（１人 20 分、計３人） 

15:00～15:45 変則活用ドリル（講師：前田） ネイティブ会話（３人まで） 

■岡山スペシャル 12 月 26 日（土）発音クリニック ☆希望者には個別発音指導も！ 

 場所：WAVE HOUSE BLDG. 定員:30 名 参加費：5,400 円 

■会話サロン ワンコインで４５分間の自由会話！  ※ミレ会員に限ります。 

スタッフと４５分間韓国語会話を楽しんでください。参加費：500 円 (必ずお電話でご予約ください。) 

書籍の購入やミレのドリル・下敷き 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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。http://www.emire.jp/ 
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教材作成 

事務 

岡田裕子 飯田華子  

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 三宅香代子 尹明淳 奇炫珠  

堤瑞枝 松本百世 朴コウン 白珍叔 野澤みさを 李昇姫 金香娥  

中西美絵 李河恩 池玉姫 

今回も 

イム・チュヒさん

がゲスト！ 

事務局から 

ミレショップ 

前中短作ドリル メール音声送信 1,620 円 USB 音声送付 2,120円 

ミレマガ 1000 号記念対訳集 『ミレへ至る道』 540 円 

前単ドリル①  

漢字語・外来語編 540円 

ミレオリジナル下敷 勉強のお供に！眺めてバッチリ♪ 324円  

変則用言活用ドリル 添削あり 3,240 円 添削なし 540円  

前単ドリル②  

ことわざ・慣用句編 540円 

前単ドリル③  

擬声語擬態語・聞き取りにくい単語編 648円 

『上級演習ノート』学習エッセイ対訳集 MP3 CD-ROM 付 2,160円 

前中短作ドリル メール音声送信 1,620 円 USB 音声送付 2,120 円 


