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新造語コーナー      주양일 
 

나이 많은 사람은 절대로!?쓰지 않는 신조어~. 

신조어는 아니지만 요즘 ‘폭풍’이라는 단어를 씁니

다. 

원래‘폭풍’이라고 하면‘매우 세차게 부는 바람’을 

의미하지만, 젊은 사람들이 ‘엄청 강력한’과 같은 의

미로  

 ‘폭풍 식사’-엄청 많은 양을 빨리 먹는 것, 

‘폭풍 다이어트’-열심히 운동해서 살을 확! 빼 버리

는 것 (이건 개인마다 약간식 의미가 다를 수 있습니

다). 굶어서 뺀다든지, 운동해서 뺀다든지 등… 

 

이런 느낌으로 폭풍이라는 단어를 쓰기도 합니다. 

번외! 

‘폭풍 흡입’-‘흡입’은 원래 기체, 액체 등을 빠는 걸 

의미합니다만, 음식을 엄청 빨리 먹는다는 의미로 ‘폭

풍 흡입’이라는 단어도 잘 쓰입니다.（물론 사전에는 

쓰여있지 않는 의미이지요. 개인적으로는 ‘폭풍 흡입’

＞ ‘폭풍 식사’ 이런 느낌입니다.） 

도움이 되었는지 모르겠습니다. 
 

年配の方は絶対に!?使わない新造語です～。 

新造語ではありませんが、この頃「暴風」という単語をよく使

います。 

もともと「暴風」といえば、「非常に勢いよく吹く風」を意味しま

すが、若い人は「ものすごく強力な」のような意味で使いま

す。 

「暴風食事」- ものすごく多い量をはやく食べること、 

「暴風ダイエット」- 一生懸命運動してたくさん体重を減らす

こと（これは人によって少し意味が違うこともあります）。 食

事を抜いたり、運動したりなど… 

 

こんな感じで「暴風」という単語を使うのです。 

 

番外! 

「暴風吸入」-「吸入」は本来気体、液体などを吸うことを意味

しますが、食べ物をものすごくはやく食べるという意味で「暴

風吸入」という単語もよく使われます。(もちろん辞書には書

かれてない意味ですね。 個人的には「暴風吸入」> 「暴風

食事」といった感じです。) 

役に立ったのか分かりませんが･･･。 
 

    
이전은 제 2 의 창업     ミレ韓国語学院 学院長 前田真彦 

2011년 연말에 사카이시에서 오사카 에키마에 제4빌딩으로 이전했습니다. 이전하고 나니,정말 이전

하길 잘했다는 생각이 듭니다. 하루하루가 너무 즐겁고, 사카이에 있을 때보다 더 좋습니다. 

이전을 결심한 것은 2011년 7월입니다. 한창 더운 여름날, 혼자서 오사카역 주변의 물건을 몇 개씩

이나 보러 다녔지요. ‘이건 아니다’, ‘여기가 이렇게 되어 있으면 좋을 텐데’… 물건을 보러 다니면서 여

러 가지를 생각했습니다. 나는 미래 한국어학원을 어떻게 하고 싶은가, 한국어 교육을 어떻게 하고 싶

은가, 나는 대체 무엇을 가르치고 있는가… 

교통편, 입지, 크기, 교실과 사무실의 배치, 임대료… 무엇이 내 이상인가, 무엇을 취하고 무엇을 버

려야 하는가… 

이전이란, 컨셉트를 바꾸고 다시 점검하고 다듬어 다시 출발하기 위한 제2의 창업이라는 것을 절실

히 느꼈습니다. 단순한 이사가 아닌 것이지요. 

한국어교실의 대단한 격전지구인 우메다 지역에서, 미래 한국어학원이 앞으로 어떻게 발전해 나갈지 

매우 기대됩니다. 
**************************************************************************************************************** 

大阪駅前第４ビルに越してきて本当によかったです。真夏に梅田周辺をいろいろ見て歩いたけど、なかなかいい

物件が見つからなくて困りはてました。何度も教室や事務所のレイアウトを考え、ミレのこれからのこと考えました。

幸い４ビルにいい部屋があって、９月半ばに決定しました。移転というのは単なる引っ越しじゃないんですね。ミレを

見つめなおす、第２創業とも言える一大イベントでした。韓国語教室超激戦区での、ミレのミレ（未来）が楽しみです。 
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  스태프 소개                        전은휘 
 

안녕하세요? 새해는 즐겁게 맞이하셨나요? 저는 지난 연말부터 미래에서 함께 일하게 된 전은휘라고 

합니다. 일본에 온 지 어느덧 4 년째가 되었어요. 그래서 일본어 공부에 약간 소홀해짂 면도 있었는데, 

여러분들의 한국어에 대한 열정을 보면서 감동도 받고, 더 잘 설명해야지 하고 자극도 받습니다. 새해 

계획을 아직 세우짂 못했지만, 여러분들과 함께 꾸준히 조금씩 노력해서 무언가를 이룰 수 있으면 

좋겠습니다. 새해 복 많이 받으세요 :) 그리고 잘 부탁드립니다. 

 

강좌 소개    韓国語能力試験中級合格講座 

韓国語能力試験中級講座は、実力の伸びを実感できる講座です。授業は、聞き取り・音読を中心に語彙や文法、そして、

作文の書き方までバランスよくします。中級は、やはり語彙力が必要です。そして初級に比べて読解の量が増えるので、速く

読めるようにしなければいけません。語彙力と読む速度を上げる―この２つを同時に解決してくれるのが、音読なのです。シャ

ドーイングと音読で皆さんを鍛えています。受講生の中には、前回の試験より“１００点以上アップしました！！”という声をたく

さんいただいています。ミレ効果は本物です。 
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눈사람

スピーチ大会に参加して          chikako 2011/12/20 

１８日のスピーチ大会、本当に貴重な体験でした。一人一人のスピーチに

コメントをして下さり、特に発音やイントネーションについてのコメントが、と

ても参考になりました。広島から参加され、暗唱、朗読の両方に参加され

た方、通信の方の情熱はミレ通信の投稿で感じていましたが、直接お会

いして、感服しました。また、原稿も何も持たず完全に自分の言葉として

お話された方にも。スピーチからそれぞれの方の暮らしとか、人生観と

か、そういうものも伺えて、良かったです。私は最近指摘された激音を意

識して、差し歯が飛んでも息出すぞ！とがんばり、「激音出てません」と言

われなくて、一応Ｖ！ 完全にはできてなかったと思いますが・・・客席で

네,とかいろいろ反応して頂き、ご協力고맙습니다.笑いがとれて、오사카 

아줌마로서（発音は로써ですね） 행복해요来年も是非いろいろな方の

韓国語に出会いたいです。先生方、お疲れ様でした。 

初夢に前田先生が！！  
마리리 2012/01/02  

前田先生 ミレの先生方 明けまして

おめでとうございます。今年もよろしく

お願いします。初夢になんと！前田先

生が出てきました。ここ（教室）から自

宅までの道のりを地図を書いて説明し

なさいと言われ（←もちろん韓国語で）

必死で考えてる夢でした。これはもう、

前田先生のおっしゃる通り、今年を私

の韓国語の飛躍の年にするしかない

ですね＾＾頑張ります。ミレとミレに集う

皆様が素敵な一年でありますように♡ 

新年ミレ初授業行ってきました。                       Кария 2012/01/07 

新しい教室とってもきれいでした。堺教室にあった看板を見つけたとき「ほんとに梅田にミレが来たッ。」と実感。ミレが始

まると気が引き締まります。今日の授業もボコボコにヤられましたがやはり楽しいミレの授業！新しいメンバーも増え今

期ますます楽しく（熱く！）なりそうです！（＾＿＾）☆ 

今月のピカイチ★ 
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                         ※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！ 

 

☆今回のイベントより、お申し込み方法を変更しました。参加費のご入金を確認したのちに、正式受付とし、受

付表（はがき）を送付いたします。これまでの「参加のご案内」は送付いたしませんので、ご了承ください。 
 

■第２回 エンジョイ♪韓国語学習   好評受付中！ 

「アラフォー韓国マニアの果てなき野望」でおなじみの 

カリスマブロガー“hime”さんとミレのジョイント企画第２弾！！ 

ご好評につき第２弾を企画いたしました。お早目にお申し込みください。 

日 時：3月 18 日（日） 場所：大阪駅前第３ビル１７階 

   参加費：5,000 円（会員 3,500 円）茶菓費込  

【振込先口座】みずほ銀行 梅田支店  普通 1391312  名義 マエダ タダヒコ 
        

■第 7 回 韓国語能力試験必勝講座  只今受付中！  

今回は初級も開講します。成績の伸びが違います。確実にあなたを合格に近づけます！ 

日 時：４月 1日（日） 

定 員：初級 5人 中級３０人 高級 2４人  

   参加費：初級 18,000 円  中級 20,000円 高級 20,000円（会員はそれぞれ 4,000円引き） 

【振込先口座】ゆうちょ銀行 記号 14160 普通 2913909(1) 名義 マエダ タダヒコ 
 

■「ミレオリジナル学習格言」クリアファイルを作りました  注文殺到中！ 

 「つべこべ言わずにシャドーイング」など前田が作った韓国語学習上のヒントがつまった格言の韓国語版が

30 種収録されています。色は黄・クリスタルイエロー・赤・ピンク・緑の 5 色です。通信生には課題送付時に

１枚同封します。さらに必要な方には 160円で販売します。お支払いは 80 円切手でお願いします。 
 

教材作成    姜明淑 趙尚子 原康子 内田昌恵 

事務       盧明智 竹多章子 前田真彦 

添削   玉城典子 山田奈菜子 林和子 夫万季 徐東華 和田哲弥 

大西瑞季 清水正樹 柳美利 朱洋逸 全ウンフィ 鄭禎潤 

高橋詞子 三宅香代子 崔ウニョン 尹明淳 呉民淑 
 

〒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 25号は2012年3月1日発行予定です。 

事務局から 

今月のピカイチ★ 


