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미래로통신
히메 씨에게 배우는 향상론

학원장 前田真彦

히메 씨 이야기는 정말 재미있었습니다. 미래학원의 이념과도 딱 들어맞아서 말 그대로 ‘꿈의 코라보레이
션’이 되었습니다. 말씀하신 내용은 ‘남편과의 만남’과 ‘블로그의 뒷이야기’라는 두 개의 축을 중심으로 하면
서도, 한국어 학습의 향상에 관한 히메 씨의 지론이 여기저기 들어가 있어서, 학습자에게는 큰 동기부여가
되었다고 생각합니다. ‘이대로는 안 된다’, ‘불이 붙었다’, ‘역경이야말로 기회다’, ‘자신의 꿈을 가로막는 존재
에게 지지 마라’…후반의 제 강연과도 자연스럽게 이어져서, ‘한국어로 인생을 리셋한다’, ‘한국어 학습을 통
해 보다 알찬 인생을’이라는 메시지를 모두에게 알기 쉽게 전달할 수 있지 않았나 하고 생각합니다.
히메 씨, 그리고 참가해 주신 여러분 대단히 감사합니다.

イベント報告
9/24 に人気ブロガーhime さんとのコラボレーション「エンジョイ♪韓国語学習」を開催しました。hime さん
の講演、ミレの授業体験、学院長前田真彦の講演、交流パーティーというスケジュールでした。約 80 名の方に
ご参加いただき、楽しい時間を過ごすことができました。

＜エンジョイ♪韓国語学習 授業報告＞
１．「文字の読み方」

趙尚子

「文字の読み方」では、基本の子音・母音の学習をしました。やはり、文字を見るだけで「韓国語って難しそ
う」とか「こんな文字読めないよ」と思う人が多いと思います。でも、韓国語は
組み合わせの文字で科学的にできているので、少し覚えるだけで文字は簡単に読
めるんだという事を皆さんに理解していただけるように取り組みました。そして、
반절표(反切表)を使って가나다라を読んだり、最終的には、ハングルとひらがな
の対照表を見ながら自分の名前や家族・友達の名前をハングルで書いたりしまし
た。参加された皆さんとてもお上手に名前を書いていらっしゃいました。

２．「ネイティブ発音に近づくワンポイントレッスン」

姜明淑

今回の目的は、어、오の違いと、激音の発音をマスターすることでした。発音の
ポイントとして、어と오はまず日本語の「オ」とは全く別の音だということと、口
の開け方で音を変えるという意識で発音するということをお伝えしました。それぞ
れの音の響きに集中することによって、違いを掴んでいただけたと思います。また
激音はただ単に息を強く吐くのではなく、前に激しく吐くということをお伝えしま
した。息が出ているかどうかは目に見えずにわかりづらいので、細く切った紙を口
の前に垂らし、揺れているかをチェックしました。最後は学習したことに注意しな
がら全員で相互評価を行いました。発音は少しのコツで見違えるようによくなるということを皆さんで体験でき
てよかったです。
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hime さんの講演
・とてもポジティブで、「逆境こそチャンス」という発想の転換と行動力
に驚き、自分もこれから何かできるという思いになりました。
・年齢が近いこともあり、見習うべきことがたくさんあるので、今日お
話が聞けてよかったです。
・ブログを見ていてずっとお会いしたかった憧れの hime さんに会えて心底うれしかったです。とても気さくで
優しい雰囲気が印象的でますますファンになりました。
・同じ学習者として共感できる部分があり、とても参考になりました。生き方がすごくかっこいいです！
選択授業
A「文字の読み方」
・独学でやっていて、ハングルの語頭・語中・語末の区別がなか
なかつかなかったけれど、今日短時間でクリアできました。楽
しかったです。
B「ネイティブ発音に近づくワンポイントレッスン」
・こんなに丁寧に、理論的に発音を教えてもらったのは初めてでした。ぜひ正式な授業受けたいです。
・発音は本当に大事だと、今日改めてチェックされて痛感しました。初めての方に声をかけて自分の発
音をチェックしてもらうのはものすごく緊張しました。でも良い経験になりました。
前田学院長講演
・話が面白かったです。人生の教訓になりそうなお話で実践してみようと思います。
・学院の心のこもった指導法が伝わってきました。講演内容も大変ハートがこもった先生のお話でよかったです。
先生の授業が楽しみです。
交流パーティー
・初めてお会いする方ばかりで、韓国語を通しての出会いに感謝しております。
・雰囲気がすごくよくて楽しかったです。知らない方とも同じ話題でお話ができて楽しかったです。
その他
・今日参加してよかったです。モチベーションが上がりました。埼玉から来た甲斐がありました。
・皆さんの前向きな態度に触発されました。やはり、ミレに集う人々は違いますね。
・ミレ生や先生方のお話を聞いて、また新たな気分で韓国語を学習する意欲がわきました。
・私は今回見学もかねて参加しましたが、みなさんの熱心な勉強の様子に驚きました。やはり独学では味わえな
い大きなものがあると実感しました。大変有意義な時間でした。
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事務局から
■10
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月からの大阪駅前教室

中級パワーアップ講座、通訳翻訳基礎講座、能力高級合格講座（前田）、能力中級合格講座（趙）、
発音クリニック New！ 、上級Ⅰ New！ （姜）見学随時受付!!
■ 初・中級学習者のためのスキルアップ講座～上達のカギをあなたに～
11 月 12 日（土）13:00～17:00TKP 大阪梅田ビジネスセンター
■大 阪 駅 前 第

16 階

申込受付中

カンファレンスルーム A にて

4 ビルに移転決定。

2012 年 1 月 5 日 か ら ！ 時 間 割 現 在 調 整 中 。 時 間 割 は 決 定 次 第 Ｈ Ｐ で 公 開 し ま す 。

facebook を始めました
教材作成
事務

姜明淑 趙尚子
竹多章子 前田真彦

http://mire-k.jp/
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第 21 号は 2011 年 11 月 1 日発行予定です。
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