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目標の立て直しと「習慣化」を ―― 創立３周年を迎えて ミレ韓国語学院 学院長 前田真彦 

  

3 年前の 4 月 1 日、21 年間務めてきた中・高等学校の国語教師を辞めて、韓国語教室を立ち上げました。

46歳の脱サラです。家族の猛反対を押し切っての独立です。相当の勇気と無鉄砲さで、立ち上げから 3年間突

っ走って、何とかギリギリしのいできた、というのが正直なところです。今の日本の韓国語教育に求められるも

のは？ということを考え続けてきました。「楽しくて力が付く授業」「教室に通えない方のための通信添削指導」

「発音指導の強化」「効果的な学習法の提示と実地指導」「やる気を高めるメッセージの発信」などなど…今後も

多様化した学習者のニーズに応え、さらに楽しく力の付きやすい学習指導を心がけていきます。 

みなさんは、どんな目標・夢をお持ちですか？夢にもときどき、栄養を与えてやらないと、枯れしぼんできま

す。節目節目で、目標を立て直し、夢にも栄養を与えましょう。そして、「習慣化」これが次のキーワードです。 

夢・目標があっても、それに近づくための日々の学習の「習慣化」これなしには、どんな目標も達成しえません。 

新しい出発にあたって「夢・目標」「習慣化」を 2つの柱においてください。 

 

『韓国語発音クリニック』準拠のＤＶＤの撮影が終わりました。5月初旬には発売予定です。 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

목표를 새롭게 세우고 <습관화> 하기.     창립 3주년을 맞이하여 

 

3년전 4월1일이었습니다.  중고등학교에서 21년동안 국어교사로 학생들에게 가르치던 일을 접고 한

국어 교실을 설립했습니다. 46세가 막 넘어서였습니다. 가족들의 큰 반대를 무릎쓰고 독립을 하였습니

다. 겁도 없이 용기 하나로 3년 동안 겨우겨우 앞만보고 달려왔다라는 것이 저의 솔직한 심정입니다. 

지금의 일본이 원하는 한국어교육은 어떤 것인지 그것 만을 생각하며 여기까지 왔습니다. <즐거우면서

도 실력향상이 되는 수업> <학원을 다닐 수 없는 분들을 위한 통신첨삭강좌> <발음지도의 강화> <효과

적인 학습법을 제시하는 것과 구체적인 지도><의욕을 심어주기 위한 메세지 발신> 등등…. 앞으로도 

다양한 학습자들의 요구에 대응하여 더욱 재미있고 알기 쉽게 공부 할 수 있도록 학습지도에 신경을 

쓰겠습니다.  

여러분은 어떤 목표와 어떤 꿈을 가지고 계시는지요? 때로는 꿈에도 영양을 공급해 주지 않으면 시

들어버립니다. 그때그때마다 목표를 새롭게 세우고 꿈에도 영양을 줍시다. 그런 후에 <습관화>――이것

이 그 다음 키워드입니다. 꿈과 목표에 도달하기 위해서는 매일매일의 학습에 대한 습관화 이것이 없

으면 어떤 미래의 목표도 달성하기 어렵습니다. 새롭게 출발함에 있어서 <꿈・목표>,<습관화>――이 2

개를 중심에 심어 놓기를 바랍니다. 
 

だれでも書ける楽しいハングル書道 

3月23日（土） 최루시아先生 

韓国からお越しいただいた최루시아先生にハングル書道の楽しさを教えていただきまし

た。子供のころ、お手本を丁寧にまねて練習した日本の書道とはちょっと違って、自分で

考えた言葉を自由に書くというものでした。言葉は心を伝えるもの。こうし

て自由に書くと、まさに心が伝わるように思いました。また、カードも色の

紙をちぎって貼って作り、それぞれ思い思いの素敵な作品が出来上がりまし

た。ご参加いただいた皆さんにも楽しんでいただけたことと思います。 

미래로통신

イベント報告 その１ 
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第８回必勝講座（高級） 3月30日（土） 

 今回の必勝講座は高級だけでしたが、北海道から宮崎まで、

遠くからもご参加いただきました。4色ボールペンディクテー

ションやストップウォッチを使っての音読、日本語で構成を

考える作文、クイックレスポンスで声に出しながら覚える単

語など、ミレならではの学習法を体験していただきました。 

 また、「TOPIK合格を目標に頑張るのは実力を高めるために

も大変有効だが、その先の夢がある人は伸びが速い。夢が分

らない人もやっているうちに夢ができてくる。途中で夢がコ

ロコロ変わってもいいじゃないか。」という話に皆さん、モチ

ベーションがアップしたようでした。「勉強法

が分かったので、これから自分で自分を鍛える

ことができる」「楽しんでやることの大切さが

分かった」「学習への意欲が掻き立てられた」

「前田式の学習法は試験だけでなくずっと続

けていこうと思った」など、感想を頂きました。 

 

 

스탭 소개     細川由理子 
 

この春から新たにミレスタッフの仲間入りをした細川由理子（ほそかわゆりこ）です。よろ

しくお願いします。ただでも楽しい韓国語学習をもっともっと楽しくしていく。そんなお手伝

いをしていきたいです。一緒にどんどん『未来』を目指して進んでいきましょう。 

現在の私のモットーは、「楽しもう」というものです。大手企業のＯＬとして働いていた頃

の私は、海外のコンペティターの時差に対応しながら深夜残業、早朝のＴＶ電話会議に対応し

たあと、ホテルで仮眠して通常出勤というようなモーレツ社員でした。そのような時代背景と、

それを可能にした若さがあればこそのことでしたが、やはりほどなく疲弊していきました。最 

初のうちは楽しんで始めたはずのことが、いつの間にか頑張りすぎて、自分が疲れ、結局は周りの人も疲れさせ

てしまうのです。楽しんでいないと効率は下がり、自分の成長も止まってしまいます。そこから得た反省は「自

分の楽しさ」を始終チェックして、生活の真ん中におこう。楽しみには頑固になろう、というものでした。 

指導する立場になっても、私の韓国語の学習は続いています。「日本語と同じなんだ!！」「日本語と違うん

だ!！」「そんな言い方ができるんだ!！」というような学習途上の発見や驚き、楽しみは、学んでいる限り続い

ていきます。教える時も、まず、教える側が楽しんでいなければ、楽しい授業などできないでしょう。授業で、

教材で多くの方にお会いできるのを、これまた楽しみにしています。 
 

이번 봄부터 새롭게 미래 스탭의 식구가 된 호소카와 유리코(細川由理子)입니다. 잘부탁합니

다. 지금 이대로도 재미있는 한국어학습을 더욱더 재미있게 만들어가는 도우미가 되고 싶습니

다. 우리 함께 더더욱 “미래”를 향해서 전진해 갑시다. 

현재의 저의 좌우명은 ’즐기자’입니다. 대기업의 사원으로서 일 할 때는 해외의 시차에 적응하면서 심야

잔업 그리고 이른 아침 TV전화회의에 참가한 뒤 호텔에서 선잠을 자고 통상출근하는 열렬한 사원이었습니

다.그것은 시대적 배경과 젊음이 있었기 때문에 가능했지만 결국 금방 지쳐갔습니다. 처음에는 즐기면서 시

작했던 일이 너무 열심히 일한 결과 어느새 자신 스스로가 지치고 결국은 주변의 사람들을 지치게 만든 것

입니다. 즐기지 않으면 효율이 떨어지고 자신의 성장도 멈추어버립니다. 그 때 깨닫고 반성한 것은 ’자신의

즐거움’을 자주 체크하여 생활 중심에 두자, 즐거움에는 완고해지자, 라는 것이었습니다. 

지도 하는 입장이 되어도 저의 한국어의 학습은 계속되고 있습니다. “일본어와 같구나!!”,”일본어와 다르

네?”, ”그런 말투를 할 수 있는 건가!”라는 학습도상의 발견이나 즐거움은 배우고 있는 한 계속되어갑니다. 

우선, 가르치는 측이 즐기지 않으면 즐거운 수업을 할 수 없겠지요. 수업으로 교재로 여러분을 만나뵐 것. 

이것 또한 기대하고 있습니다. 

イベント報告 その２ 

 

新講座「上級への扉」紹介 

「TOPIK の中級は合格したけれど、上級のニュースの聞き

取りはちょっと速すぎる」という声にお答えしました。ネ

イティブの先生に録音していただいたニュースを聞き取り

ながら学習していきます。10回の講座でニュースの速さに

なれ、上級への扉を開けましょう！（教室のみ） 
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■山形出張講座 5月 5日（日祝） 参加費：4000円（会員 3000円）  定員：50人 

  韓国語発音クリニック出版記念！  初中級学習者の韓国語総合クリニック  詳しくは HPで！ 

■オール前田特別講座 in東京 発音クリニック ネイティブ発音に近づくために 

  6月 29日（土）13：00～16：30  定員：30名  受講料：10,000円（会員は 7,000円） 

場所：東京駅八重洲口すぐ（中央区八重洲 1-5-10井門八重洲ビル 301）東京教室と同じ会場です。 

 どちらも入金後、正式受付となります。詳細はHPまたは、ミレまでお問い合わせください。 

入金先【ゆうちょ銀行】店名 418（よんいちはち） 記号 14160 普通 2913909(1) 名義 マエダ タダヒコ 

 

■＜お知らせ＞ ミレ出版部発行 ＤＶＤと対訳集 好評発売中！！ 

・DVD『前田式で一気に中級を駆け抜けろ！！』 会員 2,100円（一般 3､150 円税込）＋100円（送料）  

・『韓国語上級演習ノート学習エッセイ対訳集』（MP3 CD-ROM付）  

会員 1,575円（一般 2,100円税込）＋100円（送料）  

・東京教室新学期 2013年度Ⅰ期  受付中 

       ①10：30～パワ中Ⅰ ②13：00～パワ中Ⅱ ③15：00～通基 

 ・お試し添削 3月末で締め切りました。たくさんのお申込み、ありがとうございました。 

・『韓国語発音クリニック』 白水社より 好評発売中！ 

・DVD 第 2弾！＜韓国語発音クリニック重要ポイント 50＞ 

『韓国語発音クリニック』（白水社）の中から重要なポイントを動画で解説しました。    

유미리先生と一緒に発音を練習しましょう！ただ今作成中！5月初旬発売予定！！ 

 

〒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 39 号は 2013 年 5 月 1 日発行予定です。 

教材作成 

事務 

趙尚子 内田昌恵  

原康子 竹多章子  

前田真彦 

添削 

玉  山田奈菜子 林和子 徐東華 和田哲弥 大西瑞季 清水正樹 全ウンフィ  

柳美利 鄭禎潤 高橋詞子 三宅香代子 尹明淳 呉民淑 朴コウン  

奇炫珠 堤瑞枝 康恵淑 細川由理子 

2 冊以上同時にお申込み

の方は、送料無料に！ 

  

  

今月のピカイチ★ 


