당신의 미래로 이어지는 미래로통신 제60호 2015년 2월 1일 발행

‘음독부터 시작해 회화까지’는 멀지 않다.

学院長

前田 真彦

음독을 여러 번 반복하는 것은 기본 중의 기본입니다. ‘미래’의
수강생들은 음독을 많이 하십니다. 거기서 조금만 더 발전하면
회화로 이어집니다. 예를 들면, ‘공항까지 와 주셔서 감사합니
다’(중급1-1)라는 교재의 본문을 여러 번 반복해서 읽으면, ‘공항
까지’를 ‘학교까지’, ‘역까지’ 등으로 바꾸어서 연습하는 것입니다.
조금씩 응용을 해보는 것이지요. 그리고 나서 당당한 얼굴로 실
제로 누군가 구체적인 사람이나 상황을 떠올리면서 감정을 넣어
서 말을 해보는 것입니다. 그리고 최종적으로, ‘비 오는데도 이런 늦은 시간에 집까지 와 주셔
서 대단히 감사합니다.’ 라고 말할 수 있게 된다면 ‘고급회화’가 되는 것입니다. 음독은 모두가
잘 할 수 있게 되지만 플러스알파로 작은 노력을 더 하면 회화력은 놀랄 정도로 향상됩니다.
한국에서 어느 정도 장기유학을 하지 않는 한, 저절로 회화를 잘한다는 것은 어려운 일입니
다. 의식적으로 말하는 연습을 하지 않으면 회화실력의 향상은 기대하기 힘듭니다. 그렇다고
해서 특별히 회화를 위한 교재가 필요한 것은 아닙니다. 평소에 보시는 교재로 충분합니다.발
전,응용,그리고 조금의 연구와 노력이 더해진다면 효과는 100배로 상승됩니다. 회화실력 때문
에 고민 중이신 분! 지금 본인이 가지고 계신 교재를 펴 보시기 바랍니다. 그리고, 최근에 공
부하신 본문을 조금만 응용해서 말해보십시오. 단어만 조금 바꿔 보는 겁니다. 그리고 당당한
얼굴로 감정을 담아서… 어떠세요?
음독으로부터 벗어나 자유롭게 한 발 앞으로 내디뎌 봅시다. 음독을 반복만하고 제자리걸음
이신 분! 아깝잖아요. 그 자리에서 정말 조금만 더 앞으로 !! 노력의 양에 따라 회화의 문은
열립니다. 회화로 연결시키기 위해서는 음독이 기본입니다. 본문을 줄줄 읽을 수 있다는 것이
조건이긴 합니다만, 이 단계만 합격하면
자유회화의 세계로 날갯짓을 할 수 있게
됩니다.
「音読から会話へ」はもうすぐ
音読をたくさん繰り返すのは基本中の基本で
す。そこから少しだけ発展させると会話につな
がります。たとえば、
「공항까지 와 주셔서 감사합니다」
（中級 1-1）というテキスト本文を繰り返し音読したら、
「공항까지」を「학교까지」
、
「역까지」 などと置き換えて練習するのです。顔を上げて、実際に誰か具体的な
人やシチュエーションを思い浮かべて感情を込めて話してみます。そして最終的に、「비 오는데도 이런 늦은
시간에 집까지 와 주셔서 대단히 감사합니다」と言えるようになれば、もう高級会話です。プラスアルファの
ちょっとした工夫で、飛躍的に向上します。
長期間留学でもしない限り、意識して会話の練習をしないと上達は期待できません。ちょっとした工夫で効果
100 倍です。会話力がなくて悩んでいる方、自分が今学んでいるテキスト開けて見て下さい。最近勉強した本文
を、ちょっとだけアレンジして言ってみてください。単語を少しだけ入れ替えるのです。そして顔を上げて、感
情を込めて・・・いかが？
音読から一歩自由に歩き始めましょう。あとほんの少し、前に。会話につなげるためにも、音読が基本です。
本文がすらすら読めるということが。そして、この段階をクリアすると自由会話の世界に羽ばたけます。
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ミレ多読の会

第 1 回 2015 年 1 月 25 日（日）

まず、学院長から多読の会のお約束事の
お話。そして、呉民淑先生に絵本の読み
聞かせをしていただきました。ゆっくり
じっくりやさしく、絵本の世界を味わい
ながら…
優しい気分になった後は静かに各自思い思いに読書を楽しみました。“궁(宮)” 이윤아:소설 막소희:원작
お茶を片手に、いろいろな本を読んでいらっしゃいました。名探偵コ 上下巻があり、かなりの量ですが、漫画
ナンの漫画や、絵本もたくさん。
忙しい現実からちょっと離れ、静かに過ごす時間、楽しかったです
ね。韓国語にも慣れることができたでしょうか？

からドラマ化されたおなじみの内容です
のでとても読みやすいです。長編小説に
挑戦する初めの書には最適ではないでし
ょうか？

第 2 回は 2 月 15 日（日）16：00～です。ご参加をお待ちしてお
ります。

[大阪教室]前田のスペシャル講座シリーズ
2015 年を飛躍の年に！非会員 OK！単発参加 OK！
日曜日 11：30～12：50 受講料：4,320 円（税込） 定員 12 人
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。
2月1日

2月8日

2 月 15 日

2 月 22 日

3月1日

3月8日

3 月 15 日

TOPIK 作文高級②

初級突破②

中級突破②

TOPIK 作文中級②

TOPIK 作文高級②

初級突破③

中級突破③

宿題付

音読中心

音読中心

宿題付

宿題付

聞き取り中心

聞き取り中心

ミレに集う人々
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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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■메아리の会

より良い授業を目指して
春のイベント企画中！

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

16：00

○新 TOPIKⅡ必勝講座
中級・高級

第８回：2 月 8 日（日） 模擬授業担当：竹多章子
第９回：3 月 1 日（日） 模擬授業担当：中村晶子
第 10 回：4 月５日（日）

3 月 21 日（土）大阪

記念大会 終了後交流会あり

22 日（日）東京

■ミレ多読の会

16:00～18:00 参加費 1,080 円

○オープンスクール

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。

音変化マスター

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。

ハングルの読み方

第 2 回：2 月 15 日（日）

3 月 28 日（土）大阪ミレ本校

■第 2 回高麗大学語学研修

3 月 27 日（金）～3 月 29 日（日）

○鶴橋・コリアタウンツアー
第 2 弾！

前回大好評をいただいた語学研修第 2 回目が 3 月に決定しました！

■福岡スペシャル講座

4 月 4 日（土）

４色ボールペンディクテーションの正しいやり方と音読のツボ

4 月 4 日（土）13：00～16：00 参加費 4,320 円

TKP 博多駅前会議室 （井門博多駅前ビル 2F）

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 各 3,240 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

『上級演習ノート』学習エッセイ対訳集
MP3 CD-ROM 付き 2,160 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

勉強のお供に！眺めてバッチリ♪ 324 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

デコ 4 色ボールペン 楽しく４BD!! 756 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 松本百世 関根摩耶 白珍叔
野澤みさを 李昇姫 高成希 金香娥 中西美絵 李河恩 韓娥凛

〒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 61 号は 2015 年 3 月 1 日発行予定です。
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