당신의 미래로 이어지는 미래로통신 제75호 2016년 5월 1일 발행

발음도 결국은 일본어로 귀결됩니다.
평소에 자신의 일본어 발음이 애매해서 다른 사람들이 알아듣기 어렵다고 하는데, 한국어 발
음은 명료해서 알아듣기 쉽다라는 일은 있을 수 없는 일입니다. 이것은 작문을 할 때도 마찬가
지입니다. 일본어로 자신의 의견을 확실히 진술하지 못하면, 한국어 공부를 아무리 열심히 한다
한들, 한국어로 의견진술을 잘 할 리 만무합니다.
다시 말해, 한국어 발음도 일본어 발음의 명료도와 연결된다는 말입니다. 평소에 일본어로 말
할 때도 명료하게 발성을 잘 하고 있는지, 의식하는 것만으로도 많이 달라질 겁니다. 일본어 발
음이 명확하지 않은 사람은 한국어도 발음이 불분명해집니다. 20%
정도 텐션을 올려서 ‘안녕하세요?’, ’감사합니다’ 를 한번 말해 보세
요. 이렇게만 해도 한국어 발음이 훨씬 좋아질 겁니다.
작문, 발음 둘다 한국어의 특수한 학습 영역의 일부가 아닙니다.
평소에 일본어 생활 속에서 자기가 스스로를 다듬어 가야 한다는
의식이 결정적인 차이를 만들어 냅니다.
発音も結局日本語に行きつきます
そもそも普段の日本語の発音があいまいで、聞き取りにくいのに、韓国語の発音が明瞭で聞き取りやすいという
ようなことはあり得ないのです。これは作文と一緒。日本語でしっかりと意見文が書けない限りは、いくら韓国語
の勉強をしても、韓国語で意見文が書けるはずがありません。
発音も、結局、日本語の発音の明瞭さに行きつきます。日本語の普段の発音
から明瞭に、相手に伝わるようにしっかり声を響かせて発音できているか、こ
れを心がけるだけで全然違ってきます。日本語でしっかり発言できない人は韓
国語でも不明瞭な発音になってしまいます。
「おはようございます」「ありがと
うございました」を 20％テンションを上げて、言ってみてください。これだけ
で韓国語の発音が良くなります。
作文も、発音も、韓国語教室の中の特殊な学習ではないのです。普段の日本
語生活の中で自分で自分を磨いていこうという意識が決定的な差になります。

KBS の韓国語対訳正しい言葉、美しい言葉
税込みで 2484 円のところ、特別割引
で 2,160 円にて。大阪名古屋東京教室
で受け取る方以外は 100 円送料が必
要です。数量限定なのでお早目にお求
めください。
リベンジ!!

ベストセラー

ミレオリジナル下敷き

音変化や変則活用などが載っているミレ
のオリジナル下敷き！眺めていると自然
に覚えてしまうかも。学習のお供にぜひ♪
モチベーションも上がりますよ！

仙台スペシャル
音変化完全マスター

6 月 25 日（土）12：00～16：00
受講料：6,480 円
※会場が変更となっています.ご注意ください.
・迷った時に戻れるよりどころができました
・音変化を体系的に学ぶことができました
・刺激をもらいたくて参加しました（札幌感想）
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オープンスクール
ミレの授業を無料で
体験しましょう!
6 月 25 日（土）
11：00～14：00
場所：ミレ大阪本校
詳しくはＨＰにて
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231. 거니와

229. 곤 하다の意味用法

TOPIK 必勝講座

235. 奇さんインタビュー

4/2 大阪

250. 堤さんインタビュー

4/3 東京

TOPIK 必勝講座ご参加くださったみなさんお疲れ様でした。学習には目標が必要です。
次の目標を明確にして日々学習に取り組んで下さい。
ＴＯＰＩＫではやっぱり作文がネ
ックですね。作文対策は『ＴＯＰ
ＩＫ作文完全対策』
（前田著）で土
台作りからトレーニングできま
す。今から対策を始めましょう。

多読の会

ゲスト：横田明さん

4/23

多読の会では、横田明さんに韓国のお寺を中心としたお話をしてくださました。
動画 256『ミレ多読の会』をご覧ください。次回の多読の会は 5 月 22 日（日）17：30～です。
多読はまず易しい本から辞書を引
かずに読んでいきましょう。
上級になるためにはたくさん読む
ことが必要です。動画『韓国語学
習ワンポイントアドバイス 61』
も参照してください。

個別発音クリニック

4/29

個別発音クリニックでは 30 分間発音の指導を行いました。発音が綺麗になることは会話・聞き取りのレベル
アップにも繋がります！ミレでは発音指導に力を入れていきます。単発発音クリニックもあります。

ｓｋｙｐｅは口がはっきり見える
ので、練習効果絶大です。単発で
も発音クリニックを実施していま
す。悪い癖がつく前にクリニック
を受けてみて下さい。

―
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皆様からの
ご投稿お待ち
しております！

☆今月の
ピカイチ

Ｖ

★今月の
ピカイチ

★今月の
ピカイチ
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事務局から
■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。）

■TOPIK 作文講座新体制版
入会金不要！韓国語ネイティブ・日本語ネイティブのダブルチェック！
一番対策が難しい作文は、韓国語以前に作文を書く力が必要です。日本語ネイティブスタッフが主に構成をチェッ
クし韓国語ネイティブは自然な表現を指導します。 提出 3 回/期限 2 ヶ月
受講料
16,200 円

■『音変化完全マスター』

（ＨＡＮＡ）

6 月末刊行予定！音変化をマスターして身につけよう！
音変化を理解すれば自信を持って発音できるようになります。聞き取り力もアップ！ 鋭意執筆中。
■ミレぷち合宿 今年も盛り沢山の活動を用意しています！韓国語をいっぱい喋りましょう！
7 月 17・18 日（日・月祝） 留学より濃い、日本語禁止の二日間！たくさん喋って楽しい時間を過ごしましょう。
どうぞお楽しみに☆

ミレショップ

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/

ミレマガ 1000 号記念対訳集 『ミレへ至る道』

変則用言活用ドリル

添削あり 3,240 円

540 円

『上級演習ノート』学習エッセイ対訳集 MP3 CD-ROM 付

添削なし 540 円

前中短作ドリル メール音声送信 1,620 円 USB 音声送付 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

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
勉強のお供に！眺めてバッチリ♪

教材作成
事務

岡田裕子 飯田華子
竹多章子 前田真彦
佐藤由典

添削

2,160 円

ミレオリジナル
格言クリアファイル
全4色
1 枚 216 円
ローズ・イエロー・グリーン・ライトブルー
学習にも、モチベーションアップにも！

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
朴コウン 松本百世 白珍叔 野澤みさを 李昇姫 金香娥 中西美絵
李河恩 池玉姫 康恵淑 宮崎悠 加藤恵理
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