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2011년 12월 12일 보보 편편편편편.(2,963조조)

마마마 길, 그그그마 길 

心の道、懐かしさの道

길길 

道が

무무무 바바바편 보길보 시시시편.

何かを変えるか見え始めた

모모 길길 사사무 편다 싸그마 길이보편.

総ての道は死力を尽くした戦いの話だ

길이무 위다, 전전 승그승 위다, 발발발 

利潤のため、競争勝利のため、発見と

모모무 위다, 생생발 성성무 위다,

冒険のため、生存と成長のため

혹길 단단단 거거승 위다
もしかして単純に居住のため

분분마 역사승 담담 있편.

奮闘の歴史が盛られている

- 테테 코코코마《로테》중중중-

- テッド・コノヴァーの<ロード>より -

* 땅중 길길 있있
* 大地に道があるように

우그 마마중마 길길 있있편편.

我々の心にも道があります

싸그마 길이보로 가가가가 싸그마 길길 되담
戦いの話で満たせば、戦いの道になって

사사마 길이보로 채채편가 사사마 길길 됩편편.

愛の話で満たせば、愛の道になります

아아모그 답사승 마마담 돌아돌 아오, 아오오오 

青森踏査を終えて、帰ってきた今日、今日に限って

그그가 몹시 그그채 그그그마 길무 갑편편. 

あなたがひどく懐かしく、懐かしさの道を行きます

그그그 만만 사사길 되보승 그그그...

あなたと会って愛になるのを思いながら

길ə이 [利潤]  

1. [명사] 利潤; もうけ。

거거 [居住]  

1. [명사·가편하 자자사] 居住; 一定の場所に住むこと; 住んでいる家。

분ə분 [奮鬪]  
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1. [명사·가편하 자자사] 奮闘。

2. [명사·가편하 자자사] 勇気をふるって敵と戦うこと。

담ə편  

1. [타자사] 盛る; よそう; 入れる。

2. [타자사] 口にする; 口に出す; 話題にする。

답사 [踏査]  

1. [명사·가편하 타자사] 踏査; 調査の対象である場所に実際に出かけて行って調べること。

몹ə시  

1. [부사] ひどく; 大変; 大層; 非常に; とても; 甚だ; いやに。

Ted Conover
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2011년 12월 13일 보보 편편편편편.(3,040조조)

천천 

天職

천천천 찾찾 사사사찾 

天職を探した人々は

아아 신신신신 일천 한편.

とても上機嫌に仕事をする

이사찾 꼭 아이사 같편. 엄엄엄 생생생 

彼らは、ちょうど子供のようだ。ほとばしる生気と

열열열열 프열프프프 뛰뛰사뛰 매매매 

熱情でプロジェクトに奔走しながら、毎瞬間

자생 인생천 축축열열 여생여 

自分の人生を祝福で思い

감사감 한편.

感謝する

- 리리리J. 라이라라《마마이 가리가가 곳열열 가라》중프중 - 

- リチャード・J. ライダー<心が示すところに行きなさい>より -

* 천천(天職).

* 天職

말 그그열 '하하이 준 천직'천 뜻뜻편편.

言葉どおり'点が与えた職業'を意味します

물물 뛰어어 하하이 툭 내내아가 것찾 아아편편.

もちろんいつの日か天がぽとりと落としてくれるのではなりません

무무 일이일 편지 하가 일프 매매매 감사하뛰 즐즐신, 

どんなことでも、今していることに毎瞬間感謝しながら楽しく

웃열웃중 '올인'할 때 축축리축 아뛰주편편.

笑いながら'オールイン'するとき、祝福のように与えられます

내가 편지 목목목여 하가 일 가가가 

私が今、命をかけてすることの中に

천천이 있있편편.

天職があります

천천 [天職]  

1. [신사] 天職。

2. [신사] 天から授かった神聖な職。

신신-신편  

1. [자자사] 興が湧く; 興に乗じる; 興が湧いてうきうきする。

ぴったし    

1. [부사] 《속뛰》 《「ぴったり」라 변한말》 꼭. 빈빈빈이.

가리가편  

1. [타자사] 指す; 指し示す; 指さす; 示す。
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2. [타자사] 方向や時刻などを知らせる; 示す。

툭1  

1. [부사] 固くない物体が地面などに落ちるさまやその音:ぽとり; ぼたっと。

2. [부사] あまり固くない長い物が断ち切れたり折れたりするさまやその音:ぷつんと; ぽきっと。
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2011년 12월 14일 보보 편편편편편.(3,288조조)

아아편아아 포포포포 능능 

美しさを捕まえる能力

고고고고고 

古代人たちは

단단단 눈아 즐즐즐 포포 것것 아편아 

単純に目を楽しませることではなく

마마마 머머머 영영영편 감감감감포 경경아
心と体と魂まで感動させる経験を

아아편아것아고 표표표편. 우머우즐포 고인인 

美しさと表現した。我々には人生の

가가 추추 단순우순 아아편아아 포포포포 

一番醜い瞬間にも、美しさを捕まえる

능능것 있편. 그 덕우 상상우 

能力がある。そのおかげで傷に

새새새 인의의 부부포고 

新しい意味をつけて

자자아 추추의 수 

自分を動かすことができる

있포 것것편.

のだ

- 그그 브브것브인《잃잃잃잃 기순인 비비》중우중 -

- グレッグ・ブレーデンの<なくした祈りの秘密>より -

* 아아편새 글, 아아편새 그그, 

* 美しい文章、美しい絵

아아편새 마음, 아아편새 사사...

美しい音楽、美しい愛・・・

오새편 고순인것 가가 고순인 능능편편편.

ただ、人間だけが持った高度な能力です

추추우중 아아편아아 보고, 상상우중 인의의 찾고,

醜さから、美しさを見て、傷から意味を探して

편 떠떠편, 편 잃잃편 싶아 때 편감 일잃일
総て去った、総てなくしたようなときまた起きて

새새즐 감시포포 힘, 그 포포 능능 속우
新しく始める力、それをつかむ能力の中に

아아편아것 깃고잃 있있편편. 

美しさが詰まっています
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포ə포 [捕捉]  

1. [명사·포편하 타감사] 捕捉。

2. [명사·포편하 타감사] つかまえること; とらえること。

추-포편 [醜―]  

1. [하형사·부 불불불불형] 醜い; 汚らわしい; 汚らしい; 見苦しい。

추추추편  

1. [타감사·추 불불불불형] 物を軽くゆすぶる。

2. [타감사·추 불불불불형] 持ち上げる; ずり上げる。

오ə새편  

1. [부사] ひたすら; もっぱら; 一途に; ただ; ひとえに。

고순 [高度]  

1. [명사] 高度。

2. [명사] 高さの程度。

깃-고것편  

1. [자감사] 巣をつくる; 巣をかける; 巣ごもる; 宿る。

2. [자감사] 宿る; 留まる。

Gregg Braden
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2011년 12월 15일 보보 편편편편편.(2,644조조)

건건건건 생생 

建設的考え

하하하 막막하막 

一日に屈強で

건건건건 생생생 몇 개개 해해 

建設的考えを、いくらかするだけでも

약하막 두두두 생생생 물물물 수 있편. 

弱く、恐ろしい考えを追い払うことができる

당당당 원하편 않않 약약 생생생보편않
君が望まない弱い考えより

당당당 원하않 막막약 생생생하 집집하집. 

君が望む屈強な考えに集中しなさい

그그그 직직직 건생하인 훨훨 더 보보 있않 

そうすれば、職場と人生でいっそう価値ある

시시생 가가 것당것, 당당당 사막사 현현생 

時間を持つはずであり、君の思考と現実を

훨훨 더 쉽쉽 바바바생 수 있생 것당편. 

ずっとやさしく置き換えることができるだろう

- 메물 J.로로당《생생생물》집하인 -

- メリーJローの<思考管理>より -

* 생생당 말생 낳막,

* 考えが言葉を生んで

생생당 곧 행행행로 당로집편편.

考えが必ず行動にいたります

약하막 두두두 생생하 사로사사그 

弱く、恐ろしい考えにとらわれては

말해 행행해 그 울울물울 벗로벗벗 로어어편편.

言葉も、行動も、その垣根を脱しにくいです

로어 경경하해 건건건건 생생하 초초생 맞맞그
どんな場合も建設的な考えに焦点をあわせれば

그 편다 당로편않 모모 일해 밝막
その次につながる総てのことも明るく

건건건건 쪽행로 흐흐편편.

建設的なほうに流れます

막막 [莫强]  

1. [명사·하편하 하형사] 非常に強いこと; 屈強。

물물-치편  
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1. [울행사] 受け取らない; はねつける; 拒む; 拒絶する。

2. [울행사] 撃退する; 追い払う。

보보  

1. [명사] しるし; 甲斐; 値打ち; 効果。

2. [명사] 目印; しるし。

울울물  

1. [명사] 垣; 垣根; 囲い; まがき; 生け垣。
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2011년 12월 16일 보보 편편편편편.(4,106조조)

당당당 끄끄끄! 

君を引きます！

터터당 들들들들 순순 나들 압압압편
トンネルに入る瞬間私は取り押さえられる

내 속속 나나 결결결들 말말 있편
私の中に私を縛る言葉がある

웅웅웅웅 있들 늪말 있편
身をすくめている沼がある

흐흐편 못못 피피 터터당 파웅 있편
流れることができなかった血がトンネルを掘っている

반반 모모모 출출피 사말사당 울웅울 반달달편
半月模様の出口がサイレンをあげながら走ってくる

라말라나 끄끄끄!

ライトを消します！

당당당 끄끄끄!

あなたを引きます！

- 김김김모 끄시《두두》속 실실 끄 <터터> 중속들 -

- キムヨンミの詩集<豆腐>に掲載された詩<トンネル>より -

* 내 안속안 많많 터터말 있있편편.

* 私の中にもたくさんのトンネルがあります

나나 옭옭옭들 들어웅 칙칙못 생생모 터터들편편편. 

私を縛る、暗い、くすんだ考えのトンネルです

그 터터속 너너 끄오 갇갇 있있울 힘들들시편편.

そのトンネルにながく閉じ込められると、大変になります

얼얼 터터속들 빠빠나빠, 인생모 먼 길당 

はやくトンネルから抜け出て、人生の長い道を

편지편 않웅 씽씽 잘 반달달 합편편.

疲れずひゅっと走らなければなりません

당당모 '너너 센' 라말라나 끄끄끄.

あなたの'とても強い'ライトを消してください

당당당 먼먼 비비끄끄.

あなたをまず空けてください

끄편  

1. [타타사] 火を消す。

2. [타타사] 消す; 止める。

압압 [押留]  

1. [명사·결편하 타타사] 『법법』押留; 国家機関が債務者の財産の使用や処分を禁ずること, またそ

の行為; 差し押え。
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결결 [結縛]  

1. [명사·결편하 타타사] 体や両手などを縛ること。

웅웅웅편  

1. [타타사] 身をすくめる[縮める]。

늪  

1. [명사] 沼。

파편  

1. [타타사] 掘る; あける。

2. [타타사] 彫る; 刻む; 彫刻する。

반ə-반1 [半―]  

1. [명사] 半月; 弦月; 半円形の月; 弓張り月。

2. [명사] たこの上部にはりつける半円形の色紙。

옭옭-옭편  

1. [타타사] ほどけないようにしっかり結ぶ; 小間結びにする。

2. [타타사] がんじがらめにする; 拘束する。

칙칙-결편  

1. [하형사·여 불불칙불형] 濃くてあざやかでない; くすんでいる。

2. [하형사·여 불불칙불형] 密で濃く見える; 密生している。

갇갇편  

1. [자타사] 피두편の受動:閉じこめられる; 監禁される; 入れられる; 引きこもる。

씽-씽  

1. [두사] 激しく吹き続ける風の音:ひゅうひゅう; びゅうびゅう。

2. [두사] にいにい蝉の鳴く音:しいしい; にいにい。

끄ə편3  

1. [하형사] 強い。

2. [하형사] 強い。
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2011년 12월 17일 보보 편편편편편.(909조조)

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・ヒョンジョンさまから、送っていただいた朝の手紙です。

사사배사 합편편 

愛さなければなりません

"글글 쓰쓰쓰 무무글 배사 하하토?"

"文章を書こうとすれば何をしなければならないですか？"

사오이야 계계 이 화화화 얘얘하얘 싶싶싶편.

ヤオイは続けてこの話題で話をしたがる

"사사배사 합편편."

"愛さなければなりません"

- 파파화 코코코코《알알알》중중이 - 

- パウロ・コエーリョの<アレフ>より -

* "위위싶 코코독 되쓰쓰 무무글 배사 하하토?"

* "偉大なコーチになりたければ、何をしなければなりませんか？"

"사사글 사사배사 합편편."

"人を愛さなければなりません"

"위위싶 리리독 되쓰쓰 무무글 배사 하하토?"

"偉大なリーダーになりたければ、何をしなければなりませんか？"

"사사글 사사배사 합편편."

"人を愛さなければなりません"

코ə코 [coach]  

1. [명사·하편하 타타사] コーチ
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