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子どもが小学校のサッカークラブに入っていたころの話

をします。A小学校のサッカーチームとB小学校のチーム

では、強さが違いました。A小学校は常に強く、B小学校

はなかなか勝てません。A小学校はゲームで強いだけでな

く、グランドでのしつけもよくなされていて、子供たちが

きびきびとよく動き、声も明るく元気です。見ていて気持

ちのいいチームです。それに対しB小学校のチームはゲー

ムに勝てないばかりか、試合前後の集合もだらだらとして

引き締まりません。一体この2チーム、何が違うのでしょ

うか？子供の質は、普通の小学生ですから変わりありませ

んし、施設も全く同等です。では何が2チームにこのよう

な差をつけさせたのでしょうか？答えは監督（指導者）の

違いです。 

A小学校の指導者が厳しく怖いからでしょうか？いい

え、違います。むしろ逆です。A小学校練習では、子供た

ちは笑いも出て、目がキラキラしています。指導者の持っ

ているビジョンと、指導技術の差です。これによって子供

たちのサッカーがまるで違ってくるのです。 

これは、中学校高校の吹奏楽の顧問をしていた時もつく

づく感じたことです。ママさんコーラスでも、その他、習

い事はすべて同じです。指導者の持っている影響力という

のはそれほど大きいものなのです。 

さて、韓国語教室の場合はどうでしょうか？事情は全く

同じですね。授業者によって受講生のやる気が変わってき

て、定着度や伸びが変わってきます。（これは自警の念を

込めて書いています）。 

ミレでは「メアリの会」という韓国語講師の勉強会を定

期的に実施しています。4月の月例会では「TOPIK読解問

題の指導法」というテーマでした。「読解力とは何か？」

「正解に至るにはどのようなプロセスが必要か？」「中長期

的にどう指導するのが良いか？」など色々話し合いまし

た。 

その成果は、TOPIK関連の授業・スマ韓にも反映させ

ていくつもりです。読解も聞き取りも作文も会話も、どれ

にしても言語活動の指導自体は大変難しいです。「韓国語

ができる」「韓国語を日本語に訳す」という指導だけでは

本質的な伸びは期待できないからです。 

作文はそのわかりやすい例です。韓国語ができても作文

ができない人が多いです。言語活動の本質的なところをし

っかりと押さえて指導していきたいと考えています。 

メアリの会の活動が、ミレの底力をアップさせてくれま

す。 

아이들이 초등학교 축구부 부원이었을 때의 이야기입니다. 

A초등학교의 축구부와 B초등학교 축구부의 수준은 크게 달랐

습니다. A초등학교는 항상 압도적으로 강해서 B 초등학교가 

이길 가능성이 전혀 없어 보이는 수준이었습니다. A 초등학교 

축구부는 시합에서 강할 뿐만 아니라, 운동장에서의 매너도 

잘 갖춰져 있고, 아이들이 움직임이 민첩하며, 목소리도 밝고 

활기가 넘칩니다. 보고 있으면 기분이 좋아지는 팀입니다. 그

에 반해 B 초등학교 축구부는 시합에서 늘  밀리기만 할 뿐 

아니라, 시합 전후에 집합을 할 때도 동작이 느리고 야무지지

가 않습니다.도대체 이 두 팀, 무엇이 다른 걸까요? 아이들의 

기질은 보통 초등학생과 다를 바 없고, 시설도 동등합니다. 

그럼 무엇 때문에 이 두 팀이 이렇게 차이가 날까요? 바로 

감독 (지도자)의 차이입니다.  

A 초등학교 축구부 감독이 엄하고 무섭기 때문일까요? 아

닙니다. 오히려 그 반대입니다.  

A학생들이 연습을 하는 것을 보면 아이들은 웃기도 하고 눈이 

반짝반짝 빛납니다. 감독이 가지고 있는 비전과 지도 요령의 

차이에 따라, 아이들의 축구 실력이 전혀 달라지는 것입니다. 

이것은 제가 중・고등학교 오케스트라부 고문을 맡았을 때

도 절실히 느꼈던 사실입니다. 어머니 합창단도, 그 이외의 

교육도 모두 마찬가지입니다. 지도자의 영향력은 그만큼 막대

한 것입니다. 

그럼 한국어 교실의 경우에는 어떨까요? 상황은 완전히 똑

같습니다. 선생님에 따라 수강생의 마음가짐이 달라지거나 정

착, 실력 향상의 정도가 달라집니다. (이 부분은 제 스스로도 

마음에 깊게 새기며 적었습니다) 

미래에서는 ‘메아리 모임’이라고 하는 한국어 강사 스터디

를 정기적으로 개최하고 있습니다. 4월 월례회에서는 ‘TOPIK 

독해 문제 지도법’이라는 테마였습니다.’독해력이란 무엇인

가?’ ‘정답에 이르기까지 어떤 과정이 필요한가?’ ‘중・장기적

으로 어떻게 지도하면 좋은가?’ 등 여러 이야기를 나누었습니

다. 

메아리 모임의 성과는 TOPIK과 관련된 수업과 스마한으로 

반영해 나갈 것입니다. 독해, 듣기, 작문, 회화 무엇이 되었든 

언어활동 지도 자체는 매우 어렵습니다. ‘한국말을 할 수 있

다’ ‘한국어를 일본어로 번역한다’라는 지도만으로는 본질적인 

실력 향상을 기대할 수 없기 때문입니다. 작문이 알기 쉬운 

하나의 그 예입니다. 한국말을 할 수 있더라도 작문이 안 되

는 사람이 많습니다. 언어활동의 본질적인 부분을 꼼꼼하게 

지도해 나갈 생각입니다. 

메아리 모임 활동이 미래의 저력을 끌어올려 줄 것입니다. 

 

 

‘가르침’에 대한 자각을 위하여 「教えること」に自覚的になるために 
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皆様からの 

ご投稿お待ち 

しております！ 

スマ韓 スマホで YouTube 韓国語講座 

クリックしたその日から

あなたの韓国語学習が始

まります！ 

 

TOPIK3・4 級対策（聞き取り・読解）もスマ韓に！！ 

学習の方法が変わってきたのを実感しています。自分なりのスタイルで、生活の中で学習する

スタイルが好まれ始めました。 

週に 1回教室に通う良さはもちろんあります。しかしその時間が取れない方は、スマホ・PC

で動画で授業を受けるのも良いと思います。数年前に比べ、動画を見ながら学習するスタイル

が、うんと身近になりました。 

初級Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、中級Ⅰ、発音変化、TOPIKⅡ3・4 級聞き取り読解対策Ⅰ、の現在 6 講座

です。 

今後は、TOPIKⅡ5・6級対策、TOPIK 作文、そし変則用言の活用トレーニング、ことわざ慣

用表現、スマ韓のラインナップを充実させていきます。 

 

http://mire-k.jp/maedata/post_lp/sp-course/ 

 

お化粧をしながら見ています。 

布団の中で見ています。 
何回でも見られるのがいい。 

東京では受けられない飯田先生や竹多先生

の授業が受けられるのがいい。 毎日の習慣として定着してきました。 

基礎の復習に役立ちます。 

短いのがいい。 

目から鱗状態です。 

Nさんも同じ動画を見ながらがばって

いるのだと思うと、集中できます。 

★今月のピカイチ 
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★今月のピカイチ 

★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 23 回 2017 年 5 月２1 日（日）17：30～19：00 定員１２名 参加費無料！ 

ゲスト 伊藤啓さん 「金裕貞の小説『兄』を読む」 

■メアリの会 韓国語講師の学習会 2017 年 5 月 28 日（日）17：30～  

■山形 発音音読クリニック  2017 年 6 月 24 日（土）楽しく音読練習をしましょう！！ 

■書けない人のための TOPIK 作文講座 提出１０回/期限６ヶ月  受講料 54,000 円 

入会金不要！韓国語ネイティブ・日本語ネイティブ両方がチェックします！ 

前田本と HOT 本のおいしいとこ取りをしました。絶対に書けるようになります！ 

毎回タイプ１・２・３のすべてを提出していただきます。   

■はじめての TOPIKⅡ講座 

TOPIK３，４級を狙うあなたへ。この講座で次の試験で合格をつかもう！ 通信添削あり。 

 次の TOPIK では一緒に合格を!! 仲間がいると心強い!!!  

■会話サロン ワンコインで４５分間の自由会話！ ※ミレ会員のみ 

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（必ずお電話で事前にご予約ください。） 

■有料版・無料版ミレマガ 毎朝 8 時に配信中。習慣化の最強アイテム!! 
 

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/ 
 

 書籍の購入やミレのドリル・下敷き      

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 

      全４色 １枚 216 円 

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 

勉強のお供に！眺めてバッチリ♪ 

 
 

〒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 88 号は 2017 年 6 月 1 日発行予定です。 
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飯田華子 宮崎悠  
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