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2011년 10월 24일 보보 편편편편편.(3,353조조)

남남 나나 어어어 생생생생편... 

他人が私をどのように思うのか…

자자자남 있있있 

自信があれば

남남 눈눈나 보편 않않편편. 

他人の機嫌をうかがいません

남남 눈눈나 본편생 것것 

他人の機嫌をうかがうということは

남남 생생남나 느느느 

他人の思いや、感じに

매매 자신신 쓴편생 말편편편. 

とても神経を使うということです

그그그 남남 나나 어어어 생생생생편생 

しかし、他人が私をどう思っているかが

내 행행남 내내어남내생 되있 

私の行動のナビゲーターになれば

내 인생것 불행불불편편.

私の人生は不幸になります

- 정정정남《프프남프남 남자》중느중 -

- チョン・ドオンの<フロイトの椅子>より -

* 남남 눈눈나 보편않보
* 他人の機嫌をうかがわず

당당생어, 거거거남, 사생 것정 멋있않편편. 

堂々と、はばかることなく、生きるのも素敵です

그그나 그그어 살살나 바바바바 주주신 더 잘 

しかし、そのように生きるのを望むほど、周りをよく

살살살 합편편. 그그살 파프파파남 생살보
察しなければなりません。そうしてこそパートナーシップが生まれ

진정진 조조조 소소남 남이어불편편. 

本当の調和と、疎通が成り立ちます

남남 눈눈나 평생생 두두두 말되
他人の機嫌や、評価を恐れないで

주주주남 조조조 소소남 문것
周りとの調和と疎通の門は

늘 열어두어살 합편편.

ずっと開いておかなければなりません
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눈눈  

1. [명사] 気のきくこと; すばしこい才知; 機転; 勘; センス。

2. [명사] 表情; そぶり; 様子; 機嫌。

거거거-남  

1. [부사] ひっかかることなく; さしつかえなく; すらすら。

2. [부사] はばかることなく; ずばりと。

그그그  

1. [부사] 그그진그の縮約形:ところで; ところが; だが; しかし; けれども。

さっする [察する]      

1. [サ 行 활활 타행사] 미이어 알편. 헤헤헤편. 살살편. 짐짐생편. 추추생편. 예예생편.

2. [サ 行 활활 타행사] 행정생편. 생생불 주편.

남이어-편편  

1. [자행사] 成る; 思い通りになる; 成し遂げられる; かなう。

2. [자행사] 形成される·構成される; 出来上がる。
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2011년 10월 25일 보보 편편편편편.(4,027조조)

'아아'을 경경경경 

朝を礼拝しよう

얼얼얼 오오오오 내내 

どれだけ長いあいだ私が

'아아'의 의의의 오오오오오편 깨깨깨 된편.

'朝'の意味を誤解していたのか気づくようになった

서서을 떠얼 이이이서의 아아아 눈눈 코코 귀귀 

ソウルを離れて、ここでの朝は目と鼻と耳で

음의음음 스스스오 어어 것이편. 편다 경하내 

吟味してしみこむ、あることだ。もう一度一日が

다시음오 것이 대오, 위대위 우우내 내깨 또 

始まることについて、偉大な宇宙が私にまた

위한 손손을 내내어내 것이 대오 저저귀 

一度手を伸ばしてくれたことに対して、ひとりでに

얼음마귀마마 경경의 올올깨 음오 

心から礼拝をあげるようになる

정정위 순순순 것이편.

清らかな瞬間なのだ

- 오오오의《바바이 우올의 데데편우데편》중이서 -  

- オ・ソヒの<風が私たちを連れて行ってくれるだろう>より -

* 매일 어어어이 찾아오오 아아.

* 毎日間違いなくやってくる朝

그 아아을 내내 어어깨 맞이경오편 생생경깨 됩편편.

その朝を私がどのように迎えるかと思うようになります

어어 목목을 잃아 사바이깨오 편다 오편 않을
昨日の命を失った人には、二度と来ない

또 경하의 생생, 또 경얼의 새귀새 우우내 

一日の生命、またひとつの新しい宇宙が

열올오 다순편편편. 정정위 얼음마귀
開かれる時間です。清らかな心で

아아을 경경경스, 오오 경하의
朝を拝礼して、今日一日を

행행경깨 다시시편편.

幸せにはじめます

경ə경 [敬拜]  

1. [생사·경편하 자오사] 敬拝。

2. [생사·경편하 자오사] 敬って丁寧におじぎすること。
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음의 [吟味]  

1. [생사·경편하 타오사] 吟味。

2. [생사·경편하 타오사] 詩を吟じながらその意味の深さを味わうこと。

스스-들편  

1. [자오사] 染みる; 染み入る; 染み込む。

저-저귀  

1. [마사] 自然に; ひとりでに; おのずから。

정정 [淨潔]  

1. [생사·경편하 하형사] 清らかなさま; けがれやにごりのないさま。

어어어-이  

1. [마사] 間違いなく; 違わず。
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2011년 10월 26일 보보 편편편편편.(3,711조조)

둘둘둘 함함 

二人で一緒に

우우우 둘이 막 

我々は今まさに

답답 찾찾 시시시답 뿐둘뿐뿐.

答えを探し始めただけです

"둘둘둘 함함 찾기 좋좋 일답 하하 있하,

"二人で一緒に気分よいことをしていて、

또 함함함둘 둘서서 가가가 느느 수 있우 

さらにともにしてお互いを近くに感じることができる

그그 일둘 있찾있 하편하, 어어가 가가가편느가우 

そんなことがありさえすれば、どんなに近くなるかは

문이문 가 없편뿐. 그그가 함함 즐찾우 일둘 있편하, 

問題になることはないでしょう。このように共に楽しむことがあれば

그그좋 당당당 관관가 살살 숨숨하 있하,

それはあなた方の関係が生きていて

사사사 토토가 남살 있편우 얘찾편뿐."

愛の土台が残っているということでしょう"

- 미미 커커커커사《뜨뜨가 사사하사사 쿨하가 떠사사사》중중둘 -

- ミラ・カシンバームの<熱く愛したり、クールに去ったり>より -

* 둘둘둘 함함 하하 

* 二人で一緒にすれば

무사무 그것 가가가가편편.

重いことも軽くなります

일둘 즐사가편하, 그그편가 더 가가가가편편.

仕事が楽しくなって、そうしてさらに近くなります

둘서 더 사사하가 되하 행행행 평평서 얻얻편편.

お互いさらに愛すようになって、幸せと平和を得ます

둘둘둘 함함 할 수 있우 당당둘 있어 감사감편편.

二人で一緒にできるあなたがいて感謝します。

너무것 감사감 둘 '사사사 토토' 위중둘
とても感謝する、この'愛の土台'の上で

희희답 노노하하 꿈답 꿉편편.

希望を歌い、夢を見ます

꿈둘 둘이어가편편.

夢がかないます
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 돈답 둘둘둘 가가편. → 가가편
金を二人で分ける。 

まさ-に [正に]      

1. [부사] 둘이 막. 커바바서. 〔동사어〕ちょうど今. 〔참하〕 3.좋 「将に」서것 씀.

2. [부사] 〈「~…すべし」사 꼴서〉 반반시. 꼭. 필필. 마마필. 〔동사어〕必ず·きっと. 〔참하〕 4.우 「当

に」서것 씀.

평평 [平和]  

1. [명사·하편하 하형사•스스편하 하형사] 平和。

Mira Kirshenbaum
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2011년 10월 27일 보보 편편편편편.(2,884조조)

희희희 준준 

犠牲になる準備

엄엄엄 업업업 이이
とてつもない業績をなした

사사사사사사 얻얻 교교교
人々から得る教訓は

그사이 왜 그그그 이이이 싶싶 했했했
彼らがなぜそれほど、成し遂げたいと思っていて

싶어어 그그그 기기편 않이 계계희 수 있있얻편
どのようにひるまないで続けられたのか

알알보얻 것이편. 원원원 너너너 원원원 절절 

調べるのだ。望んで、とても望んで絶対

포기원편 않업 정정정정 한편. 너너너 원원원 

あきらめないくらいでなければならない。とても望んで

시시, 돈, 수수, 우정, 심편싶 당당당 명명명편 

時間、お金、睡眠、友情、さらにはあなたの名声まで

희희희 준준준 원싶 있싶정 한편(사사사교 

犠牲にする準備ができていなければならない（人々は

알아정 당당업 이이원편이 볼 것이편).

たぶんあなたをおかしいと思うだろう）

- 데이준데 솅솅당《우우 안당 천천명》중중원 -

- デイヴィッド・シェンクの<我々の中の天才> -

* 싶어 업업, 싶어 명성성
* どんな業績、どんな成就でも

희희당 절준사 얻얻 것사이 많많편편.

犠牲の対価で得ることが多いです

때사얻 친친친 잃싶정 친친친 얻업 수 있많편편.

ときには友人をなくして、友人を得ることができます

때사얻 돈업 버버정 돈업 얻업 수 있많편편.

ときには金をすてて、金を得ることができます

때사얻 남사중어 '이이한 사사'이 원싶정
ときには他人に'変な人'になって

준이한 것업 얻업 수 있많편편. 누누준 

飛翔することを得ることができます。だれかが

기기이 희희희 준준준 원싶 있싶정 

喜んで犠牲になる準備ができていてこそ

ページ(1)



20111027.txt

세이정 바바편편.

世の中も変わります

업업 [業績]  

1. [명사] 業績; (事業や研究などの)成果; できばえ。

이이편  

1. [타타사] ある状況や結果になるようにする; 成す; つくる。

2. [타타사] 遂げる; 果たす; 完成する; 完了する。

엄엄-너편  

1. [형형사] 思いもよらぬ程ひどい; 予想外である; とてつもない; とほうもない; 度外れだ; 非常に多い[大

きい]。

기기편 않이   ひるまないで

원ə-원편 [願─]  

1. [타타사·정 불불불불형] 願う; 望む; (なにかを成そうと)思う; 欲する; 求める。

심ə편싶 [甚至於]  

1. [사사] 甚だしくは; さらには; それだけでなく。

천천 [天才]  

1. [명사] 天才; 生まれながらに備わっているすぐれた才能, またその才能を備えた人。

준이 [飛翔]  

1. [명사·원편형 자타사] 飛翔; 空中を飛びかけること。

(David Shenk)
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2011년 10월 28일 보보 편편편편편.(2,210조조)

그그그그 웃웃 있편 

影が笑っている

그그그그 한한한한 

影とは一言で

심심심 어어어 측측측편.  

心理の暗い側面だ

그가가 그 그그그그 표표표편.

たまに、その影が表に出る

물물 측이이 당당당당 느느느 표편.

もちろんそのときは、当惑を感じるようになる

'내 안안 측이 측측 있편편!'라이 탄탄측 

'私の中にこんな面があるとは！'というため息が

저저한 터터터터편. 측이 이 평평평라측 

おのずから出てくる。そんな時普段なら

평평상 할 수 없이 행행당 하느 되이되, 

想像もできない行動をするようになるが

측이그 바한 우심 각그심 내측안 존존하이
そのときがまさに我々各自の内面に存在する

그그그심 정정정 측이하느 되이 순순측편.

影の正体を理解するようになる瞬間だ

- 한로로 존존심《당당심 그그그그 울웃 있편》중안중 -

- ロバート・ジョンソンの<あなたの影がないている>より -

* 그그그정 보측 

* 影を見れば

그 그그그심 주주(실정)당 알 수 있있편편.

その影の主人(実体)をわかることができます

그그그그 흔흔심측 실정상 흔흔심웃 있이 겁편편.

影が揺れれば、実体も揺れているでしょう

실정그 울웃 있이되 그그그그 웃당 수 있터있?

実体が泣いていて、影が笑うことができますか？

그그그그 울웃 있있측 실정상 울웃 있편있.

影が泣いていれば、実態も泣いているでしょう

주주측 움움측이움한 따라 움움측이
主人が動くままについて動く

그그그! 그 그그그이 언언터
影！その影はいつも
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내 안안 있있편편. 

私の中にいます

그그그정 웃느 

影を笑うように

만만만있.

してください

표표 [表出]  

1. [명명·하편하 타행명] 表出。

2. [명명·하편하 타행명] ある物の内部や心の中の動きなどをおもてに表わすこと。

당당 [當惑]  

1. [명명·하편하 그행명] 当惑; どうしたらよいか迷うこと; 戸惑うこと; 困惑。

탄ə탄 [歎息·嘆息]  

1. [명명·하편하 그·타행명] 嘆息; 嘆いてためいきをつくこと。

저-저한  

1. [부명] 自然に; ひとりでに; おのずから。

터ə편편  

1. [그행명] 起こる; 勃発する; 突発する。

2. [그행명] 裂ける; 割れる; ひびがいく; ひび割れる。

Robert Johnson
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2011년 10월 29일 보보 편편편편편.(2,754조조)

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 이이이이이이 보보매보 아아편편 편편편.

今日は、イ・ムギョンさまから、送っていただいた朝の手紙です。

이이이 복이편 

ご近所が福だ

사사 독가오 없없없 

実際家族がなくても

이이오 있없있 산편. 

ご近所がいて生きる

그그이 인인 사조사사 그것 현사이편.

それが人間社会ということの現実だ

것의매아 비비비 모모 인인인이독 이이이 있있있있있 

衣食住をはじめとして総ての人生がご近所があることで

독가가편사 사사사 부인부 사사오 없편.

可能だという事実を否定する人はいない

그그편그 이이오 고고고 존존편.

だから、ご近所はありがたい存在だ

보내내 고고고 그이 아편사 

私にだけありがたいのではなく

이있이있 고고고 존존편.

お互いありがたい存在だ

- 이이복것《네독 나아 사사가사사》중중이 - 

- イ・ヨンボクの<君が私を愛すのか>より -

* 토요오 옆옆오 있없없 이이이 없없편편.

* 最近は隣の家はあってもご近所はありません

이이이 없사 오오것 삶, 오오것 문문사 외외있있사
ご近所がいない今日の人生。今日の文化は外形では

풍가배 보보없 너이나 삭삭삭편편. 훈훈비 사사사 정이 없없
豊かに見えても、とても索漠です。暖かい愛と情がなくて

고마 사삭편사중 사사 그 같없편편. 예예중사 옆옆옆 아편사  

まるで砂漠地帯に生きているようです。ずっと前には横の家だけではなく

온 동네독 나것 이이있있 인살없편편. 온사인온온 밤이나 

総ての町が私のご近所として生きていました。オンラインのように夜も

낮이나 항항 사문대 정이 통통고, 특특 애이사 때사 

昼もいつも対話と情を通じた、特に悲しいときお目で得たいときは
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보 일온온 적적 돕고 없도도살없편편.

私のことのように積極的にたすけて、助けられました

이이오 복! 이이것 조복이 반배반 

ご近所の福！ご近所の回復が必ず

이이없이있이 좋좋없편편.

かなったならとおもいます。

이이  

1. [명사] 隣; 隣近所。

2. [명사] 近くに住む人, またその家。

い-しょくじゅう [衣食住]      

1. [명사] 것의매.

비비-가편  

1. [독동사][타동사·보 불불불불이] 始まる。

2. [독동사][타동사·보 불불불불이] 最初となる; 初めとする。

삭삭 [索莫·索寞·索漠]  

1. [명사·가편외 외이사] 索漠; 索莫; 索寞。

2. [명사·가편외 외이사] 忘れてよく思い出せないさま。

훈훈-가편 [薰薰―]  

1. [외이사·보 불불불불이] 快く暖かである; 気持ちよくぽかぽかしている。

고마2  

1. [부사] まるで; さながら; ちょうど; 恰も。

예ə예  

1. [명사] 一昔; ずっと以前。

동ə네 [洞―]  

1. [명사] 自分の住んでいる家の近所。

2. [명사] 村; 町; 部落。

애ə이 [愛敬]  

1. [명사·가편외 타동사] ⇒이애(敬愛)

적적 [積極]  

1. [명사] 積極; 進んで対象に働きかけようとすること。

 애이사 (哀慶事)  

[명사] [같오 말] 애이2(슬슬 일사 이사경그고 일사 아아그 이이사 말).
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