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권권권 선선선 

クォン・クムスン先生

요요 우우 사조사 

最近わが社会には

엘우엘엘 많많많 우리엘 적적 것 같편. 

エリートは多くても、リーダが少ないようだ

엘우엘엘 우리리 차차엘 무무무무? 

エリートとリーダーの差異はなんだろうか？

엘우엘엘 자자자 성성성성엘 사사차사, 

エリートは自信を成功させる人で

우리엘 편다 사사사자 성성성성엘 사사차편. 

リーダーは他の人を成功させる人だ

편다 사사사 속사 있엘 잠잠잠자 발발발사 

他の人たちの中にある潜在力を発見して

그것자 긍긍적무 언언언 편적지 줌줌언줌, 

それを肯定的言語で持続して与えることで

자자자사 불자 붙차사, 무무 위사 세세 주사, 

自信感に火をつけて、舞台の上に立つようにして

제 자우사 설 때때편 끝때편 힘자 

自分の場所に立つまで、最後まで力を

실언 주엘 능잠차편. 

だしてあげる能力だ

- 한한리《거무사리 발자발》중사중 -

- ハン・フンの<個人たちの足跡>より -

* 우리 무가가 

* リーダーの中で

최사리 우리엘 '선선선'편편편.

最高のリーダーは'先生'です

특특 초초초초 성시 언어 선선선자 만만만만사 따따
特に小学校の時節にどんな先生に会ったかによって

한 사사리 가운차 크크 바바편편. 저사크많 그그
一人の運命が大きく変わります。私にもそんな

선선선차 계계편편. 그 선선선차 계계계사
先生がいます。その先生がいたので

오오리 제무 있크 된 것편편편. 

今日の私があるようになったのでしょう
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그 선선선리 차이차
その先生の名前が

권권권편편편.

クォン・クムスンです

あたえ [与え]    

1. [운사] 줌. 준 것.

싣ə편  

1. [타타사·ㄷ 불불불불불] 載せる; 積む。

2. [타타사·ㄷ 불불불불불] 載せる; 掲載する; 出す。
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소소소소 또 소소소소 

願ってさらに願いなさい

소소소 위위위위위 

願いの偉大さで

우우우 살소 있있 이 세세세, 

我々が生きているこの世の中を

진진위 평평평소 아아아아 만만 수 있있있 

本当に平和で、美しくすることができるのを

그위그, 소소소소 또 소소소소
君よ、願ってさらに願いなさい

- 이이수소《청청청청》중중중 -

- イ・ウェスの<青春不敗>より -

* 진진위 평평평있있 원소원편원?

* 本当に平和を願いますか？

진진위 아아편아 세세세 바소원편원?

本当の美しい世の中を望みますか？

그그편그 그 어어 세상중중상 흔만흔흔이,

そうならば、そのどんな状況でもゆれることなく

두두두상 흔이 소소소소 또 소소소소 합편편.

恐れもなく、願ってさらに願わなければなりません

소소소그 소소소 이이 이이어진 셈편편편.

願えば、願いはすでにかなったわけです

거있중 소소소 위위위이 있있편편.

そこに願いの偉大さがあります

소ə소 [所望]  

1. [명명·소편하 타타명] 願い; 願望; 願い。

진진-위 [眞實-]  

1. [부명] 真に; 本当に。
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느느 

感じ

"당당당 

"あなたは

우우우 기기기 본 적적 없없편편. 

我々の祈りを見たことがありません

기기기 눈눈 보적편 않기 때때편편편."

祈りは目に見えないからです"

"당당적 본 것당 당당 스스스 만만만보 

"あなたが見たのは、あなた自身で作り出した

당당 몸 안우 느느편편편. 느느적 곧 

あなたの体の中の感じです。感じがまさに

기기기 것적편것!"

祈りであるでしょう！"

- 그그 브브적브우《디디기 매매매스》중눈중-

- グレッグ・ブレーデンの<ディバイン・マトリクス> -

* 사사 사적기 

* 人のあいだでも

중스 기기기 수 있없편편.

お互い祈ることができます

느느 하하만하스기 마마마 하나 수 있없편편.

感じひとつだけでも、心を交わすことができます

사사우 느느, 감사우 느느, 위스위 축축우 느느...

愛の感じ、感謝の感じ、慰労と祝福の感じ...

우우 몸 안눈 그그 긍긍우 느느하스 가가기 때
我々のからだの中に、そんな肯定の感じで満たされるとき

우우기 중스 '기기하기 사사'적이
我々はお互い'祈る人'と

부기 수 있없편편.

よぶことができます

ディバイン [divine, 디디디]    

1. 당(神)부. 당당신.
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편지 나나 

知識の分かち合い

베베베 마마, 나나나나베 

もてなす心、分かち合いという

신신신 방방방 실실실편 않베 사사사
神聖な方法を実践していない人は

행행행 진진신 통통통 발발실편 못못 것나편.

幸せの本当の通路を発見することができないだろう

왜왜실왜 행행사 나나 때때때 비통비 찾찾찾찾 

なぜなら、幸せを分かち合うときごとにだけ、ようやく訪ねて

때때나편. 따나따 모모 부(富)베 타타때타 봉사실봉 

くるからだ。したがって総ての富は、他人に奉仕して

나나베 단단신 방방방 통통 더더 가가통 편편지 

分ける単純な方法を通じてさらに価値を身に着けて

증지증편베 점방 끝끝편 잊편 말찾말 신편.

増殖するという点を最後まで忘れないようにしなければならない

- 나나나나 힐행《생생실나 그그왜 부부가 되되나》중때따 -

- ナポレオン・ヒルの<考えなさい、そうすれば富者になるだろう>より -

* 나나편베 것사 

* 分かち合うということは

부찾가 가진 것방 남때타 거거 주베 것편편편.

自分が持ったことを他人にただであげることです

돈나나 물물물 찾편나 마마, 생생, 꿈, 편지...

お金や物質だけではなく、心、考え、夢、知識…

나나왜 후후부가 되지, 친친가 생생편편.

分ければ、後援者になり、友人ができます

좋사 멘멘 멘멘가 주주때 많찾많편편.

いいメンター、メンティーがまわりに多くなります

마마 깊사 곳때따 진진진진 사사사
心深いところに本当に幼い愛と

찾기사 행행행 꽃나 피진피편편.

喜びと幸せの花が咲きます

편지 [知識]  

1. [명사] 知識; ある事柄に対する明確な理解や認識, またその内容。

나나편  

1. [타타사] 分ける; 分割する。

2. [타타사] 分ける; 分類する; 区分する; 区別する。

베베편  
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1. [타타사·ㄹ 불불불불불] 他の人々のために何かを提供すること。

2. [타타사·ㄹ 불불불불불] 設ける; 催す; 張る。

실실 [實踐]  

1. [명사·실편하 타타사] 実践。

따나따  

1. [부사] 従って; 故に; それ故に。

편편편  

1. [타타사] 身につける; 所持する; 携帯する。

거거  

1. [부사] ただで; 無科で; 無条件に。

2. [부사] 手ぶらで。

2. [타타사] 保有する; 所有する; 所蔵する。

증지 [增殖]  

1. [명사·실편하 부·타타사] 増殖。

2. [명사·실편하 부·타타사] ふえて多くなること, また多くする。

men・tee[ment]

[名]師(mentor)から教えを受けている人.

진되편2  

1. [하불사] 幼い; 幼稚だ。

2. [하불사] 浅い; 未熟だ; 幼稚だ, または水準が低い。
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내내내 평평 

内面の平和

내내내 평평평 

内面の平和を

최최최최최최 두두두
最優先順位に置きなさい

평평평 편다다편다 것것 인인최인 부부부다 

平和を誓うということは、人生でぶつかる

도도도인 문문문최인 다 발 물물물물편다 내의의 

挑戦的な問題で、一歩引くという意味では

아편편. 이 편다최 함함함 진진다 내의다 내도 평평
ない。この誓いに含まれた本当の意味は、内的な平和

상상 확확확 최최최최최최 두물편다 것이편. 일상 

状態の確立を最優先順位に置くということだ。日常の

속최인 평평평  실실실 수 있있 되내, 인인내 

中で平和を実践することができれば、人生の

모모 경경최 대대 항상 감감감다 자자내 

総ての経験に対していつも感謝する自身の

모모확 발발실 수 있확 것이편.

姿を発見できるだろう

- 데이데데 감이사내《물평 최다 행행다 구속, 편다》 중최인 - 

- デイビット・サイモンの<私のための幸せな拘束、誓い>より -

* 내 안최 마마내 평평.

* 私の中での心の変化

마마 공부내 최최 단단편편편.

心の勉強の最高段階です

그그그 오오 명상명 최도내 훈훈이 필필필편편.

それほど長い瞑想と、高度の訓練が必要です

바바 조조최 따두 내 일상이 흔문흔최 출출이내
外の条件によって、私の日常が振り回されれば

진진다 내의내 평평평 얻얻편 실 수 없모편편.

本当の意味の平和を得たということはいえません

내 마마 안최 최필함명 감감의 넘넘내
私の心の中に、静けさと感謝があふれれば

세상도 평평평최 행행필편편.

世の中も平和で幸せです

ページ(1)



20111223.txt

편다  

1. [명감·감편하 자자감] 念を押すこと; 念おし; 確約; 約束; 誓い。

2. [명감·감편하 자자감] 固めること。

부부부편  

1. [자자감] 부부편の受動:ぶつけられる; ぶつかる。

함함 [含蓄]  

1. [명감·감편하 타자감] 含蓄。

2. [명감·감편하 타자감] 中に含み持つこと; ふくみ。

상상 [狀態]  

1. [명감] 状態; 調子; 具合; 様子。

구속 [拘束]  

1. [명감·감편하 타자감] 拘束。

2. [명감·감편하 타자감] 行動の自由を制限すること; 束縛。

바바  

1. [명감] 外; 外側; 家の外; 戸外; 表。

2. [명감] 夫の異称; (家庭内の女に対して)男。

출출-거흔편  

1. [자자감] だぶだぶ揺れ動く。

2. [자자감] 波がざぶりざぶりと音を立てて打ち寄せる。

최필-감편  

1. [하형감·여 불불불불형] しんとして静かなさま:静かである; ひっそりしている; 穏やかである。

2. [하형감·여 불불불불형] 静かで平和だ; 安らかだ。

David Simon
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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 안안안안안안 보보매보 아아편편 편편편.

今日は、アン・ドンチョルさまから、送っていただいた朝の手紙です。

아아편아 마마마 

美しい仕上げ

아아편아 마마마마 

美しい仕上げは

삶삶 대배 감감감마 것것편.

人生に対して感謝することだ

처처처 마처마마 돌아독마 것것편.

初心に帰ることだ

아아편아 마마마마 보내내처것편.

美しい仕上げは、おろすことだ

아아편아 마마마마 비비것편.

美しい仕上げは空けることだ

용안것용, 것배것용, 독비것편.

許しで、理解で、慈悲だ

아아편아 마마마마 언언언 

美しい仕上げはいつでも

떠떠 채비아 갖갖마 것것편.

旅出つ準備を整えるのだ

- 법법처《아아편아 마마마》중삶안 - 

- 法頂の<美しい仕上げ>より -

* 저독마 것이이 것이이 끝끝용 있있편편.

* 著者はこの文章をこのように結んでいます

'아아편아 마마마마 끝것 아편아 시시것편.'

'美しい仕上げは終わりではなく始まりだ'

보신년 12월, 한 배아 돌아 보보 마마마 배해해 

神妙年12月、一年をふりかえって、仕上げをしなければならない

마편마 매편편편. 나마 편지지편 보 삶삶 대배 

最後の週です。私は今まで私の人生について

얼마나 감감감보 살아살마독. 새배 첫떠 독가가 

どれだけ感謝して生きてきたのか。新年、初日に持った

그 마처마마 살아 살마독. 얼마나 보내내용, 

その心で生きてきたか。どれだけおろして
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비비보 살아살마독. 얼마나 남이 용안감용, 

明けて生きてきたのか。どれだけ他人を許して

것배감용, 감사감보 살아살마독.

理解して、愛して生きてきたのか

것언 한 배아 마마마감용 나나, 

これから一年をしあげれば

새마아 한 배독 시시시시편토.

新しい一年が始まるでしょう

'마마마'마 끝것 아편아 

'仕上げ'は終わりではなく

시시것편지토.

始まりだからです

보내-내편  

1. [타안감] 下ろす; 下に置く。

2. [타안감] 降ろす。

채비 [←差備]  

1. [명감·감편하 독안감] 支度；用意；準備。

갖갖편  

1. [타안감] 備える; 整える; そろえる; 取りそろえる。
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