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「音読ジム（音読マラソン改め）」「発音クリニック」は、効果絶大！ 

 

発音と音読は、外国語学習の基礎の基礎です。ここをおろそかにしていませんか？ 

発音や音読は、トレーニングを受けてこそうまくなります。スポーツも音楽もそうですが、自分ひとりだけでは我

流になってしまって途中で上達が止まってしまいます。その人に合ったトレーニングを受けてこそ、見違えるほど

上達します。「音読ジム」は 45分間音読します。自由課題です。時々私がミュートをはずして音読を聞きに回りま

す。チェックがはいるので、我流にならずに済みます。そして他の方の音読の声が漏れ聞こえてきて、怠けていら

れない雰囲気になり、みなさん 45分間、やり遂げます。「発音クリニック」は、より発音に特化して全体と個人のト

レーニングをミックスします。それぞれ、「発声法」「腹式呼吸」「ワンポイントレッスン」「短文暗唱」など、発音と音

読に効くツボを毎回取り入れて楽しくやっていきます。何回でも来てください。 

 

‘음독 맞춤 트레이닝((구) 음독 마라톤)’ 과 ‘발음 클리닉’은 효과가 확실! 

발음과 음독(큰 소리로 읽기)은 외국어 학습에 있어 기초 중의 기초입니다. 이 부분을 소홀히 하고 있지는 

않으신지요?  

발음과 음독은 트레이닝을 받아야 잘 할 수 있습니다. 스포츠도 음악도 마찬가지이지만, 자기 혼자서 하다 보면 

자기 방식이 만들어져 하다가 그만두게 되고 맙니다. 각자 그 사람에게 맞는 ‘맞춤 트레이닝’을 받아야만 몰라 볼 

정도로 시력이 느는 것입니다. ‘음독 트레이닝’은 45 분간 음독을 합니다. 사전에 자율학습 과제가 나갑니다.  수업 

중에는 가끔 제가 뮤트를 해제하고 한분씩 돌아가며 여러분의 음독을 듣습니다. 체크를 하기 때문에 

자기방식으로 맘대로 하는 일은 없어집니다. 그리고 다른 사람들의 목소리도 살짝씩 들려와  느긋하게 있을 

수만은 없는 분위기이기 때문에 여러분 모두 45 분동안 적극적으로 참여할 수가 있습니다. ‘발음 클리닉’은 보다 

발음에 특화되어 있고 전체와 개인 트레이닝을 섞어서 실시합니다.  각기 ‘발성법’ ‘복식호흡’ ’원포인트 레슨’ ’단문 

암송’ 등 매번 발음과 음독에 효과가 높은 팁들을 따로 준비하여 재미있는 수업이 되도록 할 것입니다.  

자주 자주 찾아 오세요.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

미래로통신 

夢や目標は一人ひとり違います。あなたの夢の実現のために、完全オリジナルのカリキュラムを組みます。 

ミレは、目標達成のためのコーチとしてかかわっていきます。講師もチームを組んで夢の実現をサポートします。 

入門初級から、TOPIK6 級合格、通訳翻訳、韓国語講師養成まで、まずはカウンセリングを受けてください。 
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全１２回 毎週１回配信  

朝６時配信 
https://mire-k.jp/sumakan/smk_social/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏の TOPIK 向けてステップアップを目指し着実に準備をしてい 

きましょう！「TOPIK で作文が苦手！書けない！」という方のため

の作文に特化した新講座です！通信添削、教室、オンライン！  

只今大人気開講中☆☆☆   

作文が苦手だと感じる人集まれ～ 

ＺＯＯＭでパーティー？！ 

最近ミレでは授業以外でもオンラインで楽しく集

まっています(^^♪４月末には東京在住の速水講

師がＺＯＯＭでティーパーティーを開催したそう

です。楽しくゆる～くおしゃべりをと言っていまし

た。がやはり皆さんの関心ごとは．．． 

気になる方は次回必ず参加してくださいね 

 

ＺＯＯＭでマラソン？！ ミレはなんと 

オンラインでマ

ラソンもしまし

たㅋㅋマラソン

といっても音読

マラソン(^^♪ 

１６人がタスキを

繋げました 

言いたい放題酒場まで 

開催しちゃいました(笑) 

スマ韓 

『韓国社会を読む』 

が大人気です！ 

お申し込み受付中 

 

注目 
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 昨日のミーティング、思いがけず竹多先生の裏話などもあり、盛り上がりましたね。クイズも、想像を

絶する傑作で大笑いでした。これから勉強する方達の真摯な気持ちや、意欲。そして、パワ中をやりと

げた方々からは、自信と説得力や工夫など、今後の学習のためになるお話を聞かせていただきました。

その中で、100 回聞いてから音読するというかたがいらっしゃいました。それくらいすると体に染み込む

だろうと。その時、私はものすごく驚きました。なぜなら‥‥唐突に、今ホッとな情熱大陸のお話に移り

ますが(笑) 100年に一人の天才として有名な講談師の松之丞改め、神田伯山さんが、2月に情熱大陸

に出演した時のことです。一言一句、違えることなくあの長い演目をノートに写し、『音読』で口調を染み

込ませるとおっしゃいました。本番と同様にできたら、これを１回とカウントして 100 回になるまで練習す

るということでした。「100 回いったら、自然におぼえてるだろう」と話されてました。だから、あんなに

迫力がある口調で、よどみなく語り、滑舌も素晴らしいのだと納得しました。やっぱり、結局基本は同じ

なんですね。これなんだ！これしかないんだな！と。そして、昨日のミーティングでも竹多先生が、突

然言いたいことがあるとおっしゃったひとこと。「音読が大事なんです！」その時の先生の口調やトー

ンは、いつもの優しい口調ではなく、どうあっても、今、目の前にいる人達に伝えるんだ！という魂がこ

もったような熱い言葉でした。ありがとうございます。ストレートに響きました。私にとっては、今までで

一番出席してよかった、と思えたミーティングでした。 Ｎ 

 

東京校閉校のお知らせ 
コロナによる緊急事態宣言が発出され、これまで状況を見守ってきました

が、再開のめどが立たないため、東京校をいったん４月末日をもって閉校し

ました。東京校のみなさんには、オンライン授業に切り替えていただきご協

力ありがとうございます。本来なら、みなさんに、東京校にて直接ご挨拶し

なければいけないところでしたがこういった状況ですので、書面にてご挨

拶させていただきました。大阪・東京のスタッフも自宅で授業や添削をする

ことが多くなっています。今後もみなさんの授業や学習の進行に支障を来さないよう細心の注意を払

ってまいります。一日も早く、東京校再開に向けてスタッフ共々邁進していく決意です。 

＊QR コードで LINE の友だちを追加

＊ 

ミレに集う人々 

ミレマガ感想より 

皆さんのご意見ご感想お待ちしています(^^♪ 

LINE 登録者には韓国語上達

の秘訣４動画プレゼント 
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다시は改善をしてからやり直すことに対し、또は同じことの繰り返しを意味します。つまり다시は前にあ

った行動と違った行動をするが、또は前と同じ行動をします。 

 

同じ問題をまた間違えた。また勉強しなきゃ。 

같은 문제를 또 틀렸네. 다시 공부해야 겠다. 
練習問題 

①잘 가! 내일 （  ） 보자. 

②오늘은 결론이 안 나겠다. 내일 （  ） 생각해 보자. 
 

 
 

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５０回 2020 年 5 月 17 日（日）17：30～ ※参加費無料(^^♪事前申し込み要（メール・電話） 

・第５１回 2020 年 6 月 14 日（日）17：30～         

メアリの会 韓国語講師の学習会                            

・第 5２回 2020年 5月 31 日（日）17：30～                 

・第 5３回 2020年 6月 28 日（日）17：30～ 
 

 
 

TOPIKⅠに挑戦！ 全 30 回 TOPIK Ⅱ 作文対策講座 全 10 回 

TOPIKⅡ対策 聞き取り・読解 3・4 級Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ/ 5・６級Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ 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。 

TOPIK12 級／TOPIK34 級／TOPIK56 級合格講座 

 レベルに合わせて受講できます。                                                 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

〒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 12４号は 2020 年 6 月 1 日 

ミレマガ 1000 号記念対訳集『ミレへ至る道』5５0 円 『上級演習ノート』学習エッセイ対訳集 MP3 CD-ROM 付 2,200 円  

変則活用ドリル 添削あり 3,300 円 添削なし 550 円 前中短作ドリル メール音声送信 1,650 円 USB音声送信 2,200 円 

前単ドリル① 550 円 

漢字語・外来語編 

前単ドリル③ 660 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 220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② 550 円 

ことわざ・慣用句編 

ミレオリジナル下敷 330 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 330 円 

教材作成 

事務 

中村佳奈 宮崎悠 鷹野杏菜 速水法子 

山口千里 竹多章子 前田真彦  

添削 

指導 

徐東華 三宅香代子 尹明淳 奇炫珠 松本百世  

野澤みさを 池玉姫 李性林 相場友了 坂本桃恵 

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 

  

 

出典 hana vol.２８ 

 書籍の購入やミレのドリル・下敷き 

これってどこが違うの？ また 

有料版・無料版ミレマガ 毎朝 7 時に配信中 

 

다시 と 또 

①또②다시 

다시と또

は少し意

味がちが

うよ 
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http://mire-k.jp/mearinokai.htm
http://mire-k.jp/maedata/post_lp/topik1challenge/
http://mire-k.jp/maedata/post_lp/sma-topik-sakubun/
http://mire-k.jp/maedata/post_lp/topik34/
http://mire-k.jp/maedata/post_lp/topik56/
http://mire-k.jp/course_a_23.html
http://mire-k.jp/TOPIKsakubunnkouza.htm
http://mire-k.jp/hajitop.htm
http://www.emire.jp/
http://www.emire.jp/
http://www.emire.jp/
http://www.emire.jp/
http://www.emire.jp/
http://www.emire.jp/
http://www.emire.jp/
http://www.emire.jp/
http://www.emire.jp/
http://www.emire.jp/
http://www.emire.jp/
http://www.emire.jp/
http://www.emire.jp/
http://www.emire.jp/
http://www.emire.jp/
http://www.emire.jp/
http://www.emire.jp/
http://www.emire.jp/
http://www.emire.jp/
http://www.emire.jp/
http://www.emire.jp/
http://mire-k.jp/maedata/post_lp/lp05/
https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=UlwbfA
http://www.emire.jp/
https://line.me/R/ti/p/%40dpx2759z
http://www.emire.jp/
http://www.emire.jp/
http://www.emire.jp/
http://www.emire.jp/
http://www.emire.jp/
http://www.emire.jp/
http://www.emire.jp/

