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미래로통신
当学院は、単なる韓国語を教える教室ではありません。“日本人にとって最も効率のよい韓国語学習”を
提供することによって、みなさまを幸せにする“幸せサポートカンパニー”です。

의욕은 움직이기 시작하면서 생긴다.

学院長

前田 真彦

우선, 움직여서. 책상을 마주하고 공부를 시작한다는 것,
정말 의지가 강한 사람입니다. 조깅 하기 전에 스트레칭을
하듯이, 먼저 간단한 회화인사말이나, 외우고 있는 짧은 문
장을 읊조리며 몸과 마음을 가다듬고 공부를 시작합시다.
미래의 학습격언은 그러한 의미에서 아주 좋습니다. 학습에
관련된 꽤 괜찮은 지혜들을 한국어로 적어 놓아 외우기도
쉽습니다. 이미 가지고 계신 분도 다시 한번 체크 해 주시
기 바랍니다. 마음에 드는 것을 한두개 외우고 있는 것만으
로도 달라집니다.
음독은 큰 소리로! 일정량을 하고나면, 몸과 마음이 따뜻해져 옵니다. 작은 목소리로 중얼거
리는 음독이 아닌, 정확히 큰 소리로! 가족들도 곧 적응하게 될 겁니다. 공부를 머리로만 하지
않는 것이 중요합니다. 소리를 내면서, 몸을 사용하세요. 그렇게 음독을 하면서, 격음,농음, 억
양이 올라가는 곳에는 손을 움직여주는 것도 효과적입니다.
**********************************************************************************************************************************

やる気は動くことから

オリジナル格言クリアファイル

まずは動くこと。机に向かってから勉強を始めるなんて、よっぽど意志
の固い人。ジョギングする前のストレッチのように、まずは簡単な挨拶会
話や覚えている短文を口ずさんで、体と心をならしてから勉強を始めまし
ょう。ミレの学習格言、そういう意味ではとってもいいです。学習に関す
るちょっとした知恵が韓国語で出ていて、覚えやすいです。すでに持って
いる方も、もう一度見直してみてください。お気に入りのものを一つ二つ
覚えているだけでも違ってきます。
音読は、大きな声で。一定量をこなすと、体と心が温まってきます。小
さな声でぶつぶつ音読ではなく、しっかり大きな声で。家族もすぐに理解

クリスタルパープルは終了しまし
た。
緑・赤・黄・クリスタルイエローの
4 色があります。

（あきらめ？）してくれます。勉強を頭だけにしないことが大事ですね。声を出して、体を使うこと。そう
そう音読しながら、激音濃音、イントネーションの上がるところで手を動かすのも効果的ですよ。

第４回 朗読・スピーチコンテスト
イム・チュヒさんの指導が受けられる！
『韓国語学習ジャーナル hana』でおなじみのイム・チュヒさんを審査委
員長にお迎えして、
「朗読・スピーチコンテスト」を行います。
大阪会場 ： 12 月 20 日（土）大阪駅前第４ビル地下１F
13 時～17
時
東京会場 ： 12 月 23 日（火・祝）東京八重洲 TKP 会議室 13 時～17
時
―
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前田のスペシャル講座シリーズ

日曜日１１：３０～１２：５０

各回 限定 12 名

受講料：3,240 円（税込） 場所：大阪駅前第４ビル６階 ミレ韓国語学院
それぞれ単発講座です。ミレ会員の方も非会員の方もご参加いただけます。
個別にも見て（聞いて）回るため、毎回限定１２名の少人数講座です。ぜひお早目に
お申し込みください。
１１月２日
音読７つのツボ
②

１1 月 9 日

11 月 16 日

11 月 23 日

１１月３０日

１２月７日

変則活用②

４BD
中上級

４BD
初中級

発音クリニック
①
基本事項中心

発音クリニック
②
音変化中心

スタッフ紹介

中西美絵

안녕하세요. 여름부터 미래에서 일하게 된 나카니시 미에라고 합니다. 저는 한일
혼혈이라서 한국은 저의 뿌리라고 할수 있습니다. 한국어는 옛날부터 들어 왔지만
한국어를 말하지는 못 했으니 저도 일하면서 공부한 학습자입니다. 취미로 시작한
공부는 하면 할수록 재밌어지고, 한국말로 대화를 나누고 싶다, 더 잘 할 수 있으면
좋겠다, 시험에 붙으면 좋겠다, 언젠가 한국어와 관련된 일을 하고 싶다까지 목표가
점점 높아졌고 드디어 이번에 미래에서 일하게 됐습니다. 벽이 높게 느껴져도 우선
가까운 목표부터 한 걸음씩 걸어가면 언젠가 도달하게 되더라고요. 여러분의 목표
는 무엇인가요?? 저도 아직 많이 있습니다. 앞으로 여러분과 함께 걸어가면서 도와 드릴 수 있으면 좋
겠습니다. 잘 부탁드리겠습니다.
こんにちは。夏からミレで添削スタッフとして働くことになりました中西美絵です。私は日韓混血なので韓国は私のル
ーツでもあります。韓国語は昔から耳にはしていましたが話せなかったので、私も仕事をしながら韓国語の勉強を始めた
学習者です。趣味で始めた勉強もすればするほど面白くなり、会話できるようになりたい、もっと上手くなりたい、試験
に受かりたい、いずれは韓国語関連の仕事がしたいと、目標もだんだん高くなり、ついにミレのスタッフとして働くこと
になりました。壁が高く感じても、まずは近い目標へ一歩ずつ進んでいくと、いつかは到達できるものですね。まだまだ
夢や目標は尽きないので、みなさんの韓国語学習をサポートしながら共に歩んでいけたらと思います。よろしくお願いし
ます。

ミレに集う人々

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！

皆様からのご投稿
お待ちしております。

教室パワ中を終えてから、ちょっと自分の勉強方法についていろいろと考えていました。以前に通っていた地
元の韓国語教室に戻ったのですが、一緒に勉強していた仲間たちのあまりのたどたどしさにビックリしてしま
いました。あぁ、どれだけ音読が大切なのかを身を以て体感しました。５年ちかく勉強していても初心者のよ
うなたどたどしい読み方。文章を読んでいるのではなく、ただハングル文字を追っているだけ・・。せっかく
音読の楽しさ、大切さを知ったのに後戻りしてしまいそうな気持ちになりました。立ち止まっている場合じゃ
ないなと思い、通信講座の申し込みを決めました。 YO さん
（ありがとうございます 前田）
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今月のピカイチ★

今月のピカイチ★
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今月のピカイチ★

今回の講座を受けて帰宅した後「韓国語発音クリニック」を持っていることを思い出しました。半分くらいのと
ころで挫折して、そのままになっていたんです。最後にあったんですね、ピッチパターンとイントネーション！
あ～もったいない！本棚に眠っていたなんて！今更ながらですが、声にだして読んで、聞いて(CD)ます。音読の
ツボ後半、楽しみにしています。よろしくお願いします。（yukippe314 さん）

事務局から
■初級突破大作戦

名古屋 12 月 27 日（土）13:00～16:00

通信添削「データ版」

名古屋駅前桑山ビル 4,320 円

始めました！

■オープンスクール 12 月 27 日（土）13:00～15:00 無料
大阪駅前ミレ本校 4 色ボールペンディクテーション・入門

■大学生・高校生のための留学準備セミナー

送付、課題受取ができるよう専

12 月 28 日（日）

ミレ講師留学体験談を通して、留学の前に必要なことをまとめました。

■메아리の会

より良い授業を目指して

用のアドレスを設けます。郵送
時間を短縮することができま
す。（プリントアウトやスキャ

韓国語講師のための学習会です。教育技術を磨き合い、教え方の質を上げ
ていきましょう。講師を目指す方にも。 会費 3,240 円

メールのやりとりのみで教材

16：00～

第 6 回：12 月 7 日（日） 模擬授業担当：前田 （終了後交流会あり）

ンなど可能な機器をお持ちで、
操作に慣れている必要があり
ます。
）

書籍の購入やミレのドリル・下敷き
DVD1 「前田式」で中級を一気に駆け抜けろ！小冊子付 DVD２ 韓国語発音クリニック
約 80 分 キャンペーン価格 2,160 円（12/29 まで） 冊子付

重要ポイント５０ 小

『上級演習ノート』
学習エッセイ対訳集 MP3 CD-ROM 付き クロスバージョンの音声で音読、
通訳練習も可能 2,160
変則用言活用ドリル ややこしい活用もこれだけでバッチリ！ 添削あり 3,240 円 添削なし 540 円
前単ドリル①
漢字語・外来語編

540 円

前単ドリル②
ことわざ・慣用句編 540 円

前単ドリル③
擬声語擬態語・聞き取りにくい単語編

648 円

ミレオリジナル下敷 勉強のお供に！毎日眺めるとバッチリ定着♪ 324 円

ミレショップ
教材作成
事務

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/

岡田裕子 小橋彩
竹多章子 前田真彦

添削

山田奈菜子 林和子 徐東華 大西瑞季 三宅香代子 尹明淳 呉民淑
奇炫珠 堤瑞枝 李ジュヒョン 方云学 徐宰炯 松本百世 関根摩耶
高成希 白珍叔 野澤みさを 李昇姫 高銀賢 金香娥 中西美絵

〒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
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