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미래로통신
新緑の季節、皆さんいかがお過ごしですか？ゴールデンウィークもあり、どこかに出かけたくな
る季節ですが、学習にもいい季節です。学院長から最近のミレのお勧めをご紹介します。
教える側も学ばなければ！
東京教師研修 6 月 22（土）23（日） 東京韓国文化院
前田担当講義は、22 日「教室運営法」 23 日「読み書き教授法」です。
募集 2 日で 30 人の定員に達した人気の教師研修で前田が２講義担当し
ます。韓国語研究の大御所梅田博之先生、李允希先生、李志暎先生、阪堂
千津子先生などが講義を担当します。これだけ人気があるということは、
豪華講師陣（自分も入っているので口幅ったいですが）ということもさる
ことながら、韓国語指導者の研修の需要があるということです。韓国語を教えているけれど、どう教えていい
のかわからないという人が多いということです。韓流ブーム以降、韓国語学習者が増えましたが、その人たち
が今や、初級から中級に差し掛かかり、多様なニーズが出てきたこと、そして教える側にもそれにこたえるだ
けの多様な力が要求されるようになってきたということです。韓国語教師研修はここ数年、札幌（2011 年）
、
新潟（2012 年）と地方回りをしています。この間、ずっと継続して講師を務めてきていますが、時代の流れ
を感じますね。韓国語教育は今後ますます発展し、その研修の需要が高まります。
そこで、ミレの中級以上の学習者のみなさん。韓国語を学ぶ人が確実に増え、K-POP の影響で、学習者の年
齢層も若返ってきています。いつまでも学習者のままい続けるのではなく、教える側に立つという発想をお持
ちください。そうすると今までなんとなく読んでいた文法の説明や、音変化のことが、よくわかるようになっ
てきます。
「教室運営法」では、実際の教室での辺々の技術について講義します。発音指導はどうすればよいというよ
うな細かい技術の断片です。
「読み書き教授法」では、読解力を付けるためには、どのような学習が必要か、作
文指導とは結局のところ何を指導すればよいのか、というようなかな
り突っ込んだ内容になります。ミレの授業で日々考えていることを、
報告し、全国の先生方と一緒に考える時間にしたいと思います。教え
る側も、日々試行錯誤しています。そして、「何を」「どのように」教
えるのが、もっとも効果的かを考えています。
東京研修の次は、仙台研修（2013 年 8 月 14 日～17 日）があり
ます。前田は「教室運営法」と「発音教授法」を担当します。詳細が
決まり次第、HP で報告します。
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プライベートレッスンの充実
最近プライベート授業の需要が増えています。現在 12 名です。ミレ始まって以来の多さです。学習塾でも最近は個別
対応の塾が人気を集めています。個人の要求（発音の矯正、能力試験の過去問の質問、集中トレーニングなど）に合
わせて指導を受けられる利点、また時間的にも、不定期のお仕事をなさっている方には、フレキシブルな時間制をと
っているレッスンが喜ばれます。内容や時間について一度ご相談ください。可能性が開けるかもしれません。
ミレの時間割では通える授業がなかったという方は、プライベートレッスンをご検討下さい。

＜ＤＶＤ韓国語発音クリニック重要ポイント５０＞
一般 3,150 円

会員 2,100 円

約 80 分

（送料 100 円）

書店等では販売していません。ミレホームページかミレに直接お電話ください。
白水社刊『韓国語発音クリニック』から最重要ポイントを 50 に絞り込みました。
前田の解説とネイティブのモデル発音が収録されています。舌の動きや、音声分
析ソフトを使った音の高低など、
動画でなければわかりにくいと
ころに焦点化しています。このＤＶＤとテキストを併用すれば、まさ
に、범에게 날개죠.鬼に金棒ですね。

毎日メルマガ『元気の出る韓国語学習』、毎朝8時に発行しています。200号目前です。

メルマガ
より

日本語韓国語混在ですので、携帯では見られない場合もあるようです。ＰＣメールのアド
レスを登録してください。ミレＨＰからワンクリックで登録できます。今回は、4月のメ
ルマガから一部ご紹介いたします。

【今日の韓国語】2013.4.5

【今日の韓国語】2013.4.9
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国語発音クリニック』）の鼻音化の練習が楽しかったです。
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【学習アドバイス】2013.4.18
「上級への扉」の授業で感じたこと。「扉」は、リライトしたニュースを聞き取り、それから文法や音変化の
解説をして、ポイントレッスンをしていく授業構成です。聞き取って内容を把握するという最初の段階で授業

時間の大半が必要になってきます。これは、当初の予定より、時間を使いすぎました。思うに、韓国語を聞い
て情報を得るということがここまで（中級を終える段階まで）少なすぎたのか、と思います。簡単な（と思わ
れるフレーズでも）きちんと聞き取れないことが多いです。改めて、聞き取り学習の重要性を感じています。
たくさん聞いて、どんどん情報を得ていく、そういうきっかけになればと思います。
みなさん、教材以外に何か韓国語を聞いていますか？
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/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////みなさまの投稿・アンケートから/////
今月のピカイチ★

皆様からのご投稿お待ちしております。
※今月のピカイチ★に選ばれた方にはクリアファイルを１枚差し上げます！

今月のピカイチ★
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今月のピカイチ★

事務局から
■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。
「韓国語発音クリニック」出版・DVD「韓国語発音クリニック重要ポイント 50」発売記念！ 実際に体験してみましょう
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

■東京教室

普通 2913909(1)

2013 年度Ⅱ期（7 月～）は金曜夕方も ＜東京駅八重洲口徒歩 3 分の会議室＞

18:00～19:30 能力試験中級合格講座 いずれも 10 回 52,500 円
19:50～21:20 能力試験高級合格講座 いずれも講師は前田真彦 受付中!!
飛躍しませんか？ 定評のある前田式で、停滞を打ち破り、秋にはワンランク上に！
■＜お知らせ＞

ミレ出版部発行

新！ ・学習 DVD2『韓国語発音クリニック重要ポイント 50』
それぞれ 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）
趙尚子 内田昌恵
原康子 竹多章子
前田真彦

第３回
ぷち合宿 in ミレ
7/27（土）28（日）
今年も夏はミレで！！

ＤＶＤと対訳集 好評発売中！！

・学習 DVD１『前田式で一気に中級を駆け抜けろ！！』

教材作成
事務

名義 マエダ タダヒコ

『韓国語発音クリニック』
白水社より好評発売中！
2 冊以上同時にお申込
みの方は、送料無料に！

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
添削
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

〒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 40 号は 2013 年 6 月 1 日発行予定です。
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