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2011년 10월 17일 보보 편편편편편.(3,107조조)

꽃꽃 

初夜

그그 그그
ただそのまま

화화화화 콩콩콩콩
かっか、ごとごと

어어어어 어어어어/

どうするか、どうするか

달달달달달 얼얼 감감감
熱くなる顔を隠して

후후 날날 얼얼 식식보편식
ふうふう吐く息、顔を冷まそうとするが

귓귓 붉어붉 날숨 수 없없/

耳たぶの赤さを隠すことができず

뛰달 가가 진진진진감
走るこころを落ち着かせようと

양양 가가 꾹 눌눌보편식
両手で胸をぎゅっと押してみるが

양손어편 덩달달 뛰어달달뛰
手の甲まで調子に乗って踊る

- 양양양 진시《어하하 썼어썼》하 실실 진 <꽃꽃>하에 -

- ヤンソクの詩集<空に書きました>に掲載された詩<初夜>より -

* 꽃꽃.

* 初夜

신신 신신가 첫날첫하 자달 꽃잠 뜻뜻편편.

新郎新婦が、初夜を共にするという意味です

어하하 땅, 낮하 달, 음하 양, 남남하 북남북 식어
空と地、昼と月、陰と陽、南極と北極があい

새새새 우우가 열열달 가가 뛰달 진시편편편.

新しい宇宙が開かれ、心躍る瞬間です

그그 꽃꽃꽃 신신 첫날첫식 북이달 것꽃 

そんな初夜は新婚初夜だけなすことでは

달아편편. 신신 첫날첫첫 사신어사 

ありません。新婚初夜のように愛せば

매일 첫북 꽃꽃편편편.

毎夜が初夜です
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그그  

1. [신사] ただ; ひたすら; ひとすじに。

2. [신사] いつもの通りに; 何の変てつもなく; (ずば抜けたこともなく)まあまあ; 先ず先ず; (大したものでな

く)ほんの。

かっか    

1. [신사·サ변변 활활 자자사] 뺨·몸북 몹진 달달달달달 모양. 홧홧. 화화화화.

2. [신사·サ변변 활활 자자사] 노노노북어 귓식불새 흥흥어달 모양. 발화. 울울.

콩콩-콩콩  

1. [신사·어편하 자·타자사] ごとんごとん。

달달-달달편  

1. [자자사] 熱くなる; 焼ける。

2. [자자사] 火照る。

감감편  

1. [타자사] 隠す; おおい隠す; いんとくする。

2. [타자사] 隠す; くらます; いんぺいする。

후ə-후  

1. [신사] 口を尖らして息をしきりに吹きかけるさま:ふうふう。〔작꽃작〕호호
날-날  

1. [명사] 吐き出す息。

식식편  

1. [타자사] 冷やす; 冷ます。

귓-귓  

1. [명사] 耳たぶ。

붉어-편편  

1. [자자사] 赤くなる; 赤らむ; 赤ばむ。

양-손  

1. [명사] 手の甲。

덩-달달  

1. [신사] 尻馬に乗って; 付和雷同して。

뛰어-달달편  

1. [자자사·달 귓불불활활] 飛び上がる; 躍り上がる。

2. [자자사·달 귓불불활활] ぐっと上になる; のし上がる; 躍り出る。

낮  

1. [명사] 昼; 昼間; 日中。

2. [명사] 한낮の縮約形:真昼; 正午。
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2011년 10월 18일 보보 편편편편편.(2,639조조)

"제 이이이 링링편편편" 

私の名前はリンカーンです

"전 가가가 집집집 태태태 

"私は貧しい家に生まれ

정정정정 학학 학교교 받편 못못못편편. 

正常な学校教育を受けることができませんでした

사사교 하편 두 번 망못망, 선선집집선 여여 번 

事業をして、２回つぶれて、選挙には８回

낙선못못편편. 사사하선 여정교 잃망 정정정정 

落選しました。愛する女性を失って精神病院に

정신신 편지지 못못편편. 제가 운이 태나 

世話になったりしました。私が運が悪い

사사이사망사? 글글사. 

人かですって？そうですね

참, 하태신 빼빼빼빼사. 저선 정인 막막편집 

さて、ひとつ告白しましたよね。私は人生の最後の段階で

미미미 16대 대대대이 되빼못편편. 

米国の１６代大統領になりました

제 이이이 링링편편편."

私の名前はリンカーンです。"

- 정정신미《핑핑》중집집 -

- シン・インチョルの<弁解>より -

* 청청년 시시, 링링 위정전교 읽망
* 青少年の時節に、リンカーンは偉人伝を読み

가가 뛰선 경경교 가 정이 제제지 있못편편.

心躍る経験をしたことが、私にもあります

저 또가 너너 궁궁못지 때때집 링링이 희망이빼망,

私もまたとても貧乏だったから、リンカーンが希望で

독집독이빼독 링링링링 저지 책교 좋좋못지 때때집
読書家だったリンカーンのように、私も本を好きだったから

오오미 제가 있망 좋아편편지 쓸 수 있빼못편편.

今日の私があって、朝の手紙も書くことができます

태어 시시 위대가 멘멘신 가 사사 만태만
幼いころ偉大なメンターの一人に会えば

그 태어 망가지 희망희희 막바편편.

そのどんな困難も希望に変わります
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"제 멘멘선 링링편편편."

"私のメンターはリンカーンです"

정ə정-정 [正常的]  

1. [관관사•명사] 正常的。

망-하편1 [亡─]  

1. [자자사·여 불불불불불] 滅びる; 滅亡する; つぶれる。

정신 [身世]  

1. [명사] 身の上; 一身の境涯。

2. [명사] 厄介; 面倒; (他人から受ける)世話。

빼ə빼편  

1. [타자사] 抜きとって食べる。

2. [타자사] かすめとる。

막-막편  

1. [명사] 行き止まり。

2. [명사] 物事の終わり; 最後の段階。

핑핑  

1. [명사·하편관 타자사] 口実; 言い訳; 言い逃れ; 弁明; 弁解。

궁궁 [窮乏]  

1. [명사·하편관 관불사] 窮乏; ひどく貧乏すること。
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2011년 10월 19일 보보 편편편편편.(2,658조조)

편다 출출출편 

もう一度出発する

새새새 출출출 

新しい出発が

실실새 끝끝편끝 해해
失敗に終わったとしても

인인출 영영 끝끝끝 것것 아아편편. 

人生が永遠に終わることではありません

편다 출출출출 또 새새새 인인출 

もう一度出発すれば、また新しい人生が

눈눈눈 열열편편. 언언언편 

目の前に開かれます。いつでも

숨 쉬끝 있끝 동동것 편다 출출출 수 있끝있있
息をしているあいだは、また出発することができても

출이출 삶삶 특특특 포포출끝 

そんな人生の特権を放棄する

사사사출 너너 많많편편.

人々がとても多いです

- 정있언삶《프새출프삶 삶의》중눈해 -

- チョン・ドオン<フロイトの医者>より -

* 포포출편 않않출
* あきらめなければ

언언끝 편다 출출출 수 있많편편.

いつもまた出発することができます

뜻출 있않출 오오출 처처 편다 설 수 있많편편.

意思があれば、だるまのようにまたたつことができます

편다 일일끝 새새새 출출출 때 가가 중중출 

また起きて新しく出発するとき、一番重要な

출끝가 있많편편. 방방편편편. 

ことがひとつがあります。方向です。

방방특 잘 잡아잡 합편편. 

方向をちゃんとつかまなければなりません

속있끝 그 편다편편편.

速度はその次です

영ə영 [永永]  

1. [부사] 永々; いつまでも; 永久に。

숨ə-쉬ə편  
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1. [의동사] 呼吸する; 息をする。

오오-출2  

1. [명사] だるま; 起き上がり小法師; 不倒翁。
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2011년 10월 20일 보보 편편편편편.(2,966조조)

중중중 것것 눈눈 보보편 않않편 

重要なことは目に見えない

편지 

いま

우우우 보보 있않 것것 

我々が見ていることは

단편 껍껍껍눈 불불불편.

ただの表面に過ぎない

중중중 것것 눈눈 보보편 않않편.

重要なことは目に見えない

사사보 어어 것것 정정불정 볼 수 있않 건
人があることを正確に見ることができるのは

오오 마마마마 볼 때보편.  

ただ心で見るときだ

- 생 텍텍텍우텍《어어 왕왕》중눈중 -

- サン＝テグジュペリの<幼い王子>より -

* 마마마마 보보 

* 心で見るが

어어 마마마마 보보보우 중중중편편.

どんな心で見るのかが重要です

긍정텍 마마마마 보보보, 부정부 마마마마 보보보.

肯定の心で見るのか、否定的心で見るのか

사사불않 마마마마 보보보, 미미불않 마마보보.

愛する心で見るのか、憎む心なのか

감사불않 마마보보, 원원불않 마마보보.

感謝する心なのか、恨む心なのか

그그중 마마것 갈보 닦닦닦 중편편.

だから心を磨きあげなければなりません

그그편 않마않 마마마마 보닦보
そうしないと、心で見ても

껍껍껍껍 보편편편.

表面だけ見えます

アントワーヌ・ド・サン＝テグジュペリ

みが·く [磨く · 研く]      

1. [5단 활활 타타사] 닦편. 광것 내편. 갈편.

2. [5단 활활 타타사] 수수불편. 연마불편. 갈보 닦편.
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2011년 10월 21일 보보 편편편편편.(1,411조조)

링링링 마편마 어어 

リンカーン最後の語録

링링링 말말편.

リンカーンは言った

"나나 내내 죽죽 난 뒤뒤 

"私は私が死んだ後に

꽃꽃 필 수 있나 곳꽃곳 어어어 

花が咲くところにならどこでも

엉엉엉엉 뽑뽑내죽 꽃꽃 심심심 

アザミを抜いて、花を植えた

사사꽃사나 말꽃 듣죽 싶어."

人ということばを聞きたい"

- 데일 카카카링《링링 당당꽃 존존존편편》중뒤중 -  

- デール・カーネギーの<リンカーンあなたを尊敬します>より - 

* 어어 시시나
* いつの時代も

누누내 엉엉엉엉 뽑죽 꽃꽃 심어심 존편편.

誰かがアザミを抜いて花を植えなければなりません

사사링 마마뒤마 꽃꽃 심어심 존편편.

人の心にも花を植えなければなりません

두두두꽃 뽑뽑내죽 용카용 인내용 

恐れを抜いて、勇気と忍耐と

백년시백링 꿈꽃 심어심 존편편.

百年の計の夢を植えなければなりません

더 늦카 전뒤 그 씨씨꽃 

さらに遅れる前にその種を

편지 뿌두심 존편편.

今まかなければなりません

엉엉엉  

1. [명사] 『식식』アザミ(キク科アザミ属の多年草)。

ひき-ぬ·く [引き抜く]    

1. [5단 활용 타타사] 뽑편. 뽑뽑 내편. 〔타링어〕引っこぬく.

2. [5단 활용 타타사] 빼빼빼편. 스카스스편. 【내가타사】 ひきぬ·ける 【스1단 활용 자타사】 【문
어 4단 활용 타사】

백년-시백 [百年大計]  

1. [명사] 百年の計。
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2011년 10월 22일 보보 편편편편편.(2,616조조)

매매 토토일토 독독독 쓴 아아편편아 배배배배배편편.

毎週土曜日には、読者が書いた朝の手紙を配達いたします。

오오오 손손손손손손 보보매보 아아편편 편편편.

今日は、ソン・ミギョンさまから、送っていただいた朝の手紙です。

작오 감감
小さな感謝 

작오 감감 속속속 

小さな感謝の中には

더 큰 감감아 만만만 보속 기기기 숨만 있편.

さらに大きな感謝を作り出す奇跡が隠れている

감사기 스스스 속속 있속 것 중속 하하독 모모 것것 

人が自らにだまされていることのひとつが、総てのことを

당당당 것것스 받아만기속 감감하편 않속 것기편.

当然のこととして受け止めて、感謝しないことだ

보독 받속 감사사 당당하속 보독 받속 대대사 

私が受けた愛も当然と私が受けた待遇も

당당하속 보독  하속 일사 당당하속
当然だと、私がすることも当然と

보독 편지 건건당 것사 당당 하편속 

私が今健康なことも当然だと

여여편. 그그하 그그편 않편. 

おもう。しかしそうではない

당당당 것것 감감하기 시작하시 

当然のことを感謝し始めれば

속고고 고마오 더더 커커편.

ありがたい心もさらに大きくなる

- 전전전《평평 감감》중속손 - 

- チョン・グワンの<一生感謝>より -

* 작오 감감속 

* 小さな感謝は

고마것 기기기 하속 설설기 합편편.

心をうれしくして、ときめくようにします

만어어기 없속 속고기 없것 때속 삶속속손 근근근 불평,

困難がなく、苦難もないときは、人生の中で心配事や不便

염어 속속손 살아독기 됩편편. 작오 감감속 큰 기기근 

念慮の中で生きていくようになります。小さな感謝は大きな喜びと
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더 큰 감감아 만만만 보속 재재기기사 하하. 

さらに大きな感謝を作りだす材料でもあります

만어어근 속고, 몸기 편편것보 기만속기 

困難と苦難、体が悪い人々に

희희기 있기아 기사합편편. 작오 감감스 

希望があるように祈ります。小さな感謝で

삶속속손 기기근 행행근 감사것 

人生の中に喜びと幸せと愛を

 많기 누누시누 바바편편.

たくさん享受してください

속편  

1. [독자감] 騙される; 欺かれる; 謀られる; 口車に乗る。

속고 [苦難]  

1. [명감] 苦難; 心身の苦しみ; 難儀。

염ə어 [念慮]  

1. [명감·하편하 타자감] 念慮; 心が置けないこと; 心配すること。

재재 [材料]  

1. [명감] 材料。

2. [명감] 原料; しろ; たね。

편-편편 [便─]  

1. [하형감] 편하편 아편하편の縮約形。

2. [하형감] ご病気である; お加減が悪い。
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