당신의 미래로 이어지는 미래로통신 제72호 2016년 2월 1일 발행

미래로 통신
교실은 틀려도 되는 곳…,
교실에서는 많이 틀려도 괜찮습니다. 틀린 만큼 금방
외워집니다. 틀리는 것을 두려워하지 마세요.
여러분 각자 본인의 성격을 가지고 있습니다만, 틀리는
것을 극도로 두려워하는 사람은 실력이 향상되지 않습니
다. 외국어라면 “얼마든지 틀려도 괜찮아” 의 세계입니다.
뭐든 말해보고, 틀려보고, 고쳐보고, 그래야만 실력이 늘어갑니다.
틀린 단어와 발음은 인상 깊게 남게 되니까, 틀린만큼 늘어간다고 생각해 주세요. 프릭션 볼펜으로
틀린 곳을 지우는 분이 계시는데 안타깝습니다. 틀린 곳을 남겨두고 빨간 볼펜으로 새로 적으시면 틀
린 필적이 남게 됩니다. 자기자신의 성장을 가시화해서 남겨봅시다.
You Tube 인기 동영상 인덱스 페이지를 이용해 주세요. 매일 학습하는 습관을 들여 보세요.
http://mire-k.jp/youtube-index.htm [왜 음독이 필요합니까?]150-152 / [새도잉, 음독 어느 쪽이 먼저?] 166
등록필수→[침체기를 극복하자] [한국어로 말할 수 있도록] [이렇게 공부하면 실력향상이 빨라져]

教室は間違えるところ
教室ではいっぱい間違えてください。間違えた分だけ覚えや
すくなります。間違えることを恐れないでください。みなさん
それぞれ性格がありますが、間違えることを極度に恐れる人は、
上達しません。外国語なんで、
「間違えてなんぼ」の世界です。
何でも言ってみて、間違えて、直されて、そして伸びていくの
です。
間違えた単語や発音は、印象に残りやすいですから、間違え
た分だけ伸びると思ってください。フリクションのボールペンで間違いを消す人がいますが、もったいないです。
間違いは残し、赤で直すと、自分の間違いの軌跡が残ります。自分の成長を可視化して残しておきましょう。

YouTube 人気の動画 index ページをご利用ください。毎日の学習の習慣化にお役立てください。
http://mire-k.jp/youtube_index.htm

「どうして音読する必要があるのですか」150～152

「シャドーイングと音読、どっちが先？」166
登録が必要→「停滞を打ち破れ」「韓国語がしゃべれるようになるために」「こうやって勉強すれば上達が早い」
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多読の会 ～私設ブックカフェ・책벌레のつくりかた～

1 月 24 日の多読の会は中村晶子さんにお話をしていただきました。中村さんの蔵書はなんと 9000 冊にも及ぶそう
です！本を沢山読むこと、翻訳を手がけることなど、上級学習者の知的生活について沢山刺激をいただきました。

2016 年 4 月～6 月期

名古屋教室・東京教室

時間割

2/1 より受付開始しました。4 月からは名古屋教室も開講します！詳しくは HP をご覧ください。
金【名古屋教室】

土【東京教室】

※時間割変更しました

10:00～11:30

上級への扉Ⅰ(青本)

18:10～19:40

中級パワーアップⅠ（黄本）

11:40～13:10

中級総合演習Ⅱ

19:50～21:20

初級エキスプレス

13:20～14:50

通訳翻訳基礎Ⅰ

15:00～16:30

中級パワーアップⅠ（黄本）

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。
初級エキスプレスとは10回で初級を総まとめする授業です。初級の文法を固めたい方に人気の講座です。
中級総合演習はTOPIK過去問を使用し、中級の聞き取り・読解・文法・語彙・作文を勉強します。TOPIK
対策にもお勧めです。中級パワーアップは、中級の文法を総ざらいしていく授業です。中級に出てくる文
法は幅広く重要なので、このクラスで基礎固めをして上級を目指しましょう。聞き取りや語彙を増やしたい
方には4BDや上級への扉を、中級を終えて少し難しい内容にチャレンジされたい方は上級トレーニングを
おススメします！通訳翻訳基礎は一番難しいクラスになります。通訳翻訳の作業を通して韓国語の力をさ
らに深めていく授業です。名古屋・東京教室ともに駅前なので通いやすいです。

単発音声添削

音読クリニック・発音クリニック

最近お申込みが増えてきているこの講座、みなさんご
存知でしょうか？なんと、1 回から音声添削が受けられ
ます！初級から上級まで豊富にスクリプトを用意して
います。ホームページでは、クリックしていただくと各
スクリプト・音声をご確認いただけます。ミレの受講生
の方以外でもご受講いただけるんですよ。ぜひお試し
くださいね。発音の向上は聞き取りや会話力の向上に
もつながります♪メールだけでやり取りできます！
―
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ミレに集う人々
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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事務局から
■ミレ多読の会

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。書籍の貸し出しも可♪
第 14 回 2 月 21 日（日）16：00～18：00
参加費：1,080 円

■メアリの会・ハンガンネットセミナー

今回はハンガンネットと合同開催です！

2 月 11 日（木・祝）13:00～15:00 ハンガンネットセミナー
担当：李銀淑先生

■会話サロン

15:30～17:30 ハンガンネット懇談会

テーマ：スマートフォンを活用した会話能力向上授業

ワンコインで４５分間の自由会話！

※ミレ会員に限ります。

スタッフと４５分間韓国語会話を楽しんでください。参加費：500 円

(必ずお電話でご予約ください。)

■ミレオリジナル学習格言クリアファイル
デザインが新しくなりました。韓国語の格言を読んでモチベーションを上げましょう！
色はライトブルー、イエロー、グリーン、ローズの 4 色♪ 216 円
■TOPIK 作文講座新体制版 入会金不要両方！韓国語ネイティブ・日本語ネイティブがチェックします！
一番対策が難しい作文は、韓国語以前に作文を書く力が必要です。
日本語ネイティブスタッフは主に構成をチェックし韓国語ネイティブは自然な表現を指導します。
提出 3 回/期限 2 ヶ月
受講料
16,200 円
■オープンスクール ミレの授業を体験できます。
3 月 27 日 （日）
ミレの授業を無料で体験できるお得なイベント！受講生の方も参加可能♪
■TOPIK 必勝講座 対策をしっかりして合格しましょう！
・4 月 2 日（土）大阪会場
・4 月 3 日（日）東京会場
格言ファイル

NEW デザイン

書籍の購入やミレのドリル・下敷き
ミレマガ 1000 号記念対訳集 『ミレへ至る道』

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

540 円

『上級演習ノート』学習エッセイ対訳集 MP3 CD-ROM 付

添削なし 540 円

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

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！眺めてバッチリ♪ 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 飯田華子
竹多章子 前田真彦

添削

山田奈菜子 林和子 徐東華 三宅香代子 尹明淳 奇炫珠 堤瑞枝 朴コウン
松本百世 白珍叔 野澤みさを 李昇姫 金香娥 中西美絵 李河恩 池玉姫

〒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 73 号は 2016 年 3 月 1 日発行予定です。
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