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  온라인 수업이 조금씩 늘어나고 있습니다. 자택에 있으면서도 실제 수업과 그리 다르지 

않은 수업을 받을 수 있기 때문에, 굉장히 편리합니다. 홋카이도에 사시는 분과 오키나와에 

사시는 분이 같은 수업을 받는 경우도 있습니다. 강사도 기기의 조작에 익숙해졌기 때문에, 

스태프가 자택에서 온라인 수업을 실시하는 경우도 많아졌습니다. 미래의 스태프는 

주부님들이 많은 관계로 지금까지는 수업도 평일 낮이 많았습니다만, 수강생의 희망은 평일 

밤이 많았습니다. 말하자면 수요와 공급의 미스매치가 있었던 것입니다. 10 월부터는 스태프가 

자택에서 온라인 수업을 담당할 수 있도록 시스템을 갖추고 연수를 실시하여 온라인 수업의 

틀을 확대하였습니다. 

  최근 1~2 년 동안 사회인의 외국어 학습 방법이 크게 변한 것을 느낍니다. 지금까지는 

정해진 요일과 시간에 교실로 와서 수업을 받는 스타일이 주류였습니다만, 이제는 비어있는 

시간에 자택에서 공부하는, 극히 개인적인 스타일을 선호하게 되었습니다. 여기에는 

스마트폰의 보급이 크게 작용한 것으로 생각됩니다. 이러한 흐름에서 온라인 수업의 수요가 

늘어난 것입니다.  

 외국어 학습은 독학으로는 실력이 잘 늘지 않습니다. 선생님을 따라 수업을 받고, 목소리를 

내어 읽거나 듣기를 하고, 또한 화면 너머의 강사나 학습 동료와 이야기하는 스타일이 

이상적입니다. 온라인에서 수업을 받고 3 개월에 한 번 정도 온라인 이벤트로 전국의 열심히 

하는 분들로부터 자극을 받아 모티베이션을 향상시키는 것도 필요합니다. 온라인 수업과 

온라인 이벤트를 조합하여, 여러분이 보다 즐겁게 공부할 수 있도록 지원하고 싶습니다. 

온라인 수업의 유효 활용 

オンライン授業の有効活用 

 オンライン授業がじわじわと増えてきています。自宅にいながら、実際の教室授業と変わらない授

業が受けられますから、とにかく便利です。北海道の方と沖縄の方が同じ授業を受けることもありま

す。講師も機器の操作に慣れてきましたので、スタッフが自宅でオンライン授業を実施することも増

えてきました。ミレスタッフは主婦の方が多く、これまでは授業も平日の日中が多かったのですが、

受講生の希望は平日の夜が多かったのです。いわば需要と供給のミスマッチがあったのです。10 月

からはスタッフにも自宅でオンライン授業を担当してもらえるようにシステムを整え、研修し、オンラ

イン授業の枠を拡大しました。 

 ここ１、2年の間に、社会人の外国語学習の仕方が大きく変わってきたように感じます。今までは決

められた曜日、決められた時間に教室まで出向いてというスタイルが主流でしたが、今は自分の空

いている時間に、自宅で勉強するといったきわめて個人的なスタイルが好まれるようになってきま

した。これにはスマホの普及が大きくかかわっているように思います。このような流れから、オンラ

イン授業の需要が増えてきたのです。 

 外国語学習は、独学ではなかなか上達できません。先生について学習を進め、声に出して読んだ 
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読んだり、聞き取りをしたり、また画面越しに講師や学習仲間としゃべったりするというスタイルが

理想的なのです。オンラインで学習を進め、3 か月に 1 回ぐらい、オンライン関連のイベントで、全国

の熱心な方から刺激を受け、モチベーションをアップさせることも必要です。オンライン授業とイベ

ントの組み合わせで、皆さんがより楽しく学習が進むように支援していきたいと思います。 
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★今月のピカイチ 

★今月のピカイチ 

みなさんの 

投稿をお待ちしています！ 

 

2018 年 11 月 23 日（金祝） 

13 時～15 時 30 分 

大阪駅前第四ビルＢ１展示会場 

ミレ会員 3500 円 一般 4000 円 

 

 

http://mire-k.jp/20181123_event.html
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お好きな講座 1 回が何と 1080円！ 
ご継続の場合は入会金 10800 円 
が不要になり、さらにお得です！ 

 

 

 

■ミレ多読の会 韓国語の書籍を読もう！貸出 OK♪ 

第 36 回 2018 年 10 月 14 日（日）17：30～19：00 

第 37 回 2018 年 11 月 11 日（日）17：30～19：00 

■メアリの会 韓国語講師の学習会(9 月はありません) 

2018 年 10 月 28 日（日）17：30～ 

■会話サロン ワンコインで４５分間の自由会話！  

スタッフと楽しく韓国語会話！参加費：500 円（要予約） 

■有料版・無料版ミレマガ 毎朝 7 時に配信中。 

 

 
 

 

 

 

 

 

TOPIKⅠに挑戦！ 全 30 回  

TOPIKⅡ対策 聞き取り・読解 3・4 級Ⅰ,Ⅱ/ 5・６級Ⅰ,Ⅱ各期 20 回 

３・４級合格のための TOPIKⅡ作文対策講座 全１０回 タイプ１，２に特化！ 

書けない人のための TOPIK 作文講座 提出１０回/期限６ヶ月  

前田本と HOT 本のおいしいとこ取り！ 毎回タイプ１・２・３すべてあり。 

 はじめての TOPIKⅡ講座 TOPIK３，４級を狙うあなたへ。 

TOPIK の試験問題に慣れて、次の試験で合格をつかもう！  

TOPIK12 級／TOPIK34 級／TOPIK56 級合格講座 

 レベルに合わせて受講できます。 

 

                          「伝える」活動で会話にもつながります。 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 書籍の購入やミレのドリル・下敷き      

 
 

〒530-0001 大阪市北区梅田 1-11-4（大阪駅前第 4 ビル）6 階 5-1 TEL：06-6344-8996(ﾊﾟﾙｸﾞﾝｸﾑ,明るい夢)  FAX： 06-6344-8997       
http://mire-k.jp/  http://www.facebook.com/mirekankokugo   E-mail:info@mire-k.jp   第１０5 号は 2018 年 11 月 1 日発行予定です。 

ミレマガ 1000 号記念対訳集『ミレへ至る道』540 円 『上級演習ノート』学習エッセイ対訳集 MP3 CD-ROM 付 2,160 円  

変則活用ドリル 添削あり 3,240 円 添削なし 540 円 前中短作ドリル メール音声送信 1,620 円 USB音声送信 2,120 円 

前単ドリル① 540 円 

漢字語・外来語編 

前単ドリル③ 648 円 

擬声語・擬態語・聞き取りにくい単語編 

ミレオリジナル格言クリアファイル 216円/枚 

全４色（ローズ、イエロー、グリーン、ライトブルー） 

前単ドリル② 540 円 

ことわざ・慣用句編 

ミレオリジナル下敷 324 円 

発音変化・変則活用・数詞も眺めてバッチリ♪ 

口腔図で発音変化も OK  

赤・青 各 324 円 

教材作成 

事務 

坂本桃恵 伊藤啓 

竹多章子 前田真彦 

添削 

指導 

山田奈菜子 林和子 徐東華 三宅香代子 尹明淳 奇炫珠 堤瑞枝 

松本百世 白珍叔 野澤みさを 李昇姫 李河恩 池玉姫 飯田華子 

中村あずさ 金鍛兒 李性林 相場友了 森石紗嵐 中村佳奈 

 
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/ 

 

ミレショップ 

１．ライザップって何？ ２．ダイエットと語学学習の違い ３．ライザップ方式は語学学習

では期待できない？ ４．立て直す力が必要 ５．自己モニタリングが大事 

６．何かをきっかけに人は変わる ７．逆転現象が起きる！ ８．ライザップを卒業する 
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