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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。

学院長 前田

자기만의 껍질을 깨자

真彦

TOPIK 시험이 새로운 체제로 바뀌며 꽤 어려워 진 것 같습
니다. 예전과 비교해 성적이 떨어졌다는 낙담의 목소리가 많
이 들립니다. 시험을 목표로 열심히 하는 것은 좋은 일이며,
‘미래’에서도 장려하는 바입니다. 그러나, 외부 시험은 어디
까지나 하나의 기준입니다. 한국에서는 대학입시에서조차 매
년 난이도가 달라,비난의 대상이 될 정도입니다. 기준의 변
화에 대응하는 배짱도 필요합니다. `척도는 나에게 있다` 라
는 배짱입니다. 매일 이루어지는 자신의 학습은, 마지막에
자신이 평가하면 되는 것입니다. 시험은 목표로 삼고 참고하는 것은 좋지만, 그 결과에 휘둘
릴 필요는 전혀 없습니다. 효과적인 공부 방법을 자기 반성을 통해 찾아내고, 부족한 부분은
부족한 대로 솔직하게 인정하며, 더욱더 학습에 힘쓰시길 바랍니다. 결과에 일희일비 하지 말
고, 자극제로 활용해 주십시오. 꾸준히 학습해 나간다면 성과는 분명히 나오게 되어 있으므로,
매일 매일의 학습에 열성을 다해 주시기 바랍니다. 낙담할 필요는 조금도 없습니다. 자, 다음
목표를 향해 즐겁게 나아갑시다!
**********************************************************************************************************************************

自分の殻を破ろう
ＴＯＰＩＫの試験が新体制になって、ずいぶん難しくなったようです。成績が以前に比べ落ちたという落胆の声を
たくさん聞きました。試験を目標に頑張るのはよいことですし、ミレでも奨励しています。しかし、外部の試験は
あくまでも一つの目安です。韓国では、大学入試ですら、ブレが多くて毎年非難の対象になっているほどです。
基準のブレに対応する図太さもこちらには必要です。「尺度はこちらにあり」、です。自分の日々の学習は最終、
自分が評価すればよいのです。検定試験は、目標にし、参考にしたらいいでしょうが、その結果に振り回される必
要は全くありません。勉強の仕方を自己反省的にとらえ、足りないところは足りないところとして素直に認めて、
さらなる学習に励んでください。結果に一喜一憂するのではなく、刺激剤として活用してください。こつこつ学
習していて成果が出ないはずはないのですから、日々の学習により精を出してください。落胆する必要など、み
じんもないのです。さあ、次の目標のため、楽しく歩を進めましょう！

ミレオリジナルデコ

4 色ペン

このペンで 4BD をすると気合
いが入る！やる気が出る！と
大好評の可愛いスウィーツデコ
のボールペンです♪
702 円で発売中！
―
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新学期 2015 年 1 月からの東京教室スケジュール
※2015 年より、教室は八重洲に戻ります。ご注意ください。

初日 1 月 9 日（金）

東京新宿教室

時間割

（TKP 東京駅前会議室：東京駅八重洲口徒歩 5 分）

金

土

18:30～20:00
4BD&音読Ⅱ
20:05～21:35
前田のスペシャル講座 単発
プライベートレッスンが可能なことがあります。
お問い合わせください。

10:00～11:30
11:40～13:10
13:20～14:50
15:00～16:30

パワ中Ⅱ
4BDⅠ
上トレⅡ（緑本）
パワ中Ⅲ

[東京教室]前田のスペシャル講座シリーズ
ご要望にお応えして前スペを東京でも開催いたします！非会員 OK！単発参加 OK！
金曜日 20：05～21：35 受講料：4,320 円（税込）
場所：※時期により異なります！詳しくは HP をご覧ください。
少人数できめ細かく指導します。つまずきやすいポイントばかりをピックアップ。
1月9日

1 月 16 日

1 月 23 日

1 月 30 日

2月6日

2 月 13 日

音読のツボ①

音読のツボ②

TOPIK 作文対策

意味のカタマリ中心

変則活用
トレーニング②

TOPIK 作文対策

高低中心

変則活用
トレーニング①

中級

高級

2 月 20 日

2 月 27 日

3月6日

3 月 13 日

発音クリニック①

4BD の正しいや
り方①(初中級）

発音クリニック②

4BD の正しいや
り方②(中上級）

基本事項を中心に

音変化を中心に

♪東京プライベートを受講された方からの声♪
東京にてプライベートレッスンを受けました○○です。ありがとうございました。
初めは緊張していましたが、先生が笑顔で丁寧に教えてくださり、レッスンの合間に色々な話を
するにつれ、気持ちが解れてとても楽しいレッスンが受けられました。
今日からは正しい発音が身に付くように、激音と ㅇ（イウン）に気をつけて音読しようと思
います。発音だけではなく、上手く出来ない時の口癖も分かりました(^ ^;)「あ〜、難しい」では
なく「あ〜、楽しい！」に変更します。
４BDの授業も見学させてくださり、ありがとうございました。すらすらと韓国語を話している
生徒さんを見て、とても刺激になりました。
東京 MSさん

ミレに集う人々
通キⅡ-7 音声.mp3
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今月のピカイチ★

+

今月のピカイチ★
今月のピカイチ★
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■イム・チュヒさんを審査員に迎えての朗読スピーチコンテスト
大阪 12 月 20 日（土）13:00～17:00 大阪駅前第 4 ビル地下 1 階展示会場
東京 12 月 23 日（火祝）13:00～17:00 東京八重洲 TKP 東京駅前会議室
観覧のみの参加も可能。会場全体で発音練習もあるので、観覧のみでも勉強にな
ります。イム・チュヒさんにご指導いただけるまたとない機会をお見逃しなく！

■메아리の会

より良い授業を目指して

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
第 6 回：12 月 7 日（日）

■ ミレスタッフと行く

16：00～

模擬授業担当：前田 （終了後交流会あり）

鶴橋・コリアタウンツアー 12 月 19 日（金）11:00～16:00

鶴橋・コリアタウンに詳しいミレスタッフが、穴場スポットをご紹介します！韓国語を使いながらショッピン
グ・食事などを楽しめます。第 1 回目のメインイベントはチマチョゴリの試着・撮影です☆詳しくは HP へ。

■ミレ多読の会 1 月 25 日（日）16:00～18:00 参加費 1,080 円
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。書籍の貸出も可。簡単な絵本から言語学の
書籍まで幅広く揃えました。

■初級突破大作戦

名古屋 12 月 27 日（土）13:00～16:00

名古屋駅前桑山ビル 4,320 円

通信添削「データ版」
始めました！
メールのやりとりのみで教材送

■オープンスクール 12 月 23 日（火祝）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

付、課題受取ができるよう専用
のアドレスを設けます。郵送時間

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。

■高麗大学語学研修第 2 回目 3 月 27 日（金）～3 月 29 日（日）
前回大好評をいただいた語学研修第 2 回目が早くも 3 月に決定しました！

を短縮することができます。（プ
リントアウトやスキャンなど可能
な機器をお持ちで、操作に慣れ
ている必要があります。）

1 月半ばより募集開始☆

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 重要ポイント５０ 小冊子付

『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 円
変則用言活用ドリル
前単ドリル①
漢字語・外来語編

添削あり 3,240 円

540 円

ミレオリジナル下敷

ミレショップ
教材作成
事務

添削なし 540 円

前中短作ドリル メール音声送信 1,620 円 USB 音声送付 2,120 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

勉強のお供に！毎日眺めるとバッチリ定着♪ 324 円

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
第 59 号は 2015 年 1 月 5 日発行予定です。
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