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더 현현현 선선 

さらに賢明な選択

아아 잠잠잠잠잠잠 

本当に少しでも

판판판 오오오 악악악악 멈멈 때,

判断と誤解の悪循環をとめるとき

문문 뒤뒤 숨숨 있있 무오무무 신신판
問題の後に隠れている無意識的信念と

느느악 깨깨악 수 있있 된편. 

感じを悟るようになる

그그 통통통 자자자자있
このような洞察は自然に

더 현현현 선선악
さらに賢明に選択を

할 수 있있 현편.

できるようにする

- 타잠 브브오《받아받받》중뒤중 -

- タラ・ブラックの<受け入れ>より -

* 인인통 선선편편편.

* 人生は選択です

늘 판판판판 오오잠 판판 선선판선 삽편편.

ずっと判断して、誤解もして、選択しながら生きます

때때 잘잘된 선선악 했더잠잠, 그그악 받아받잠판
たまには間違った選択をしても、それを受け入れて

편다뒤있 더 나통 선선악 할 수 있잠있 자신오
次に、さらによい選択ができるよう自身の

통통통악 길길길있 그잠 우우오 삶편편편.

洞察力を伸ばしていくことが我々の人生です

그 통통통판 더더숨 우우오 선선잠 

その洞察力とともに、我々の選択も

더 현현판있 진진진편편.

さらに賢明に進化します

현현 [賢明]  

1. [현명·판편하 하형명] 賢明; 賢くて道理に明るいさま。

더더편  

1. [자자명•타자명] 不完全動詞。

2. [자자명•타자명] 助詞와·판の後に付いて더더숨の形で使われる:いっしょにする; 共にする; 伴う; 連
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れる。
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2012년 12월 25일 보보 편편편편편.(2,733조조)

평평평 장장 

平和の場所

19세세 중중중 살살살 장소소
19世紀中盤を生きた、ソローは

분분분중 극극극 방방방소 평평평 장장장 마마마편.

忙殺を克服する方法に、変化の場所を準備した

오오오오 같같 디편디 시시시시 집 방시안 구구중 

今日のようなデジタル時代も、家の中の区域を

나나소 방방같 셀 수 없없 많세 때때시 어어 

わける方法は、数えることができないほど多いから、どんな

집시안집 그그 같같 장장장 마마극 수 있중 

家でも、彼のような場所を準備できるの

것없편. 집 밖방소 나나소 것것방소 

だ。家の外に出ることだけで

그그 공공중 창조극 수시 있편. 

そんな空間を創造することもできる

자자중 즐즐 수 있소 곳없곳곳
自然を楽しむことができるところなら

어디집 디편디 세세평 

どこでもデジタル世界の

같은은나 될 수 있편. 

隠れ家になることができる

- 윌윌윌 파파파평 《속시시안 깊없소》중시안 -

- ウイリアム・パワーズの<速度から深さに>より -

* 내나 편지 있소 곳없 

* 私が今いるところが

평평평 장장없세장 바바바편편.

平和の場所であること願います

내나 머때 곳없곳 어디집편 평평나 있세장 빌어바편편.

私がとどまったところなら、どこでも平和があるのを祈ります

그바안 내나 아아아 사사사소 사사시사 평평나 

だから、私が大切にして、愛する人に平和が

오 분함 사세장 진진방소 세기기편편. 

ずっとともにあることを心から祈ります

평평장 나나아 평평장 분소 것없 

平和を分けて、平和を与えることが
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최아평 행극편편편.

最高の幸福です

최아평 선선편편편.

最高の贈り物です

ぼうさつ [忙殺]    

1. [명사·サ변변 활활 타타사] 『때어』 《흔흔, 「~される」평 꼴소 씀》 망망. 일시 쫓쫓. 매매 분분
분.

방방 [方案]  

1. [명사] 方案; 事を処理する方法や計画。

세편2  

1. [타타사] 数える; 計算する。

かくれが [隠れ家 · 隠れ処]    

1. [명사] 같은은. 숨어 있소 곳[집].

William Powers
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2012년 12월 26일 보보 편편편편편.(3,317조조)

곡곡곡 길 

曲線の道

우우우 곡곡 위위위 

我々は曲線の上で

삶곡 곡의의 깨깨깨편편.

人生の意味を悟ります

삶삶 사사사 하하하, 깊깊 통통사 얻얻하하 마마마마 

人生が思索しなさいと、深い洞察を得なさいと準備してくれた

곡곡곡 시시시 속위위 우우우 비비비 나나곡 꿈사 

曲線の時空間の中で、我々はようやく私だけの夢を

깨깨깨편편. 인인사 살살위 맞맞맞우맞 되우 

悟ります。人生を生きながら出くわす

곡곡곡비(走路)우 어어살 우우위맞 삶사 

曲線走路は、ひょっとすると我々に人生を

살살하 편시 인생마 보하하 나만어만 

察して、もう一度考えて見ようとさせてくれる

완완완시인편완 모모편편. 

鈍行区間かもしれません

- 유유나·하고고곡《곡곡삶 삶이편》중위위 -

- ユ・ヨンマン、コ・ドゥヒョンの<曲線が勝つ>より -

* 대대곡 경우
* 大概の場合

직곡길, 편지길사 택택편편.

直線の道、近道を選択します

목목편위 조조삶하완 더 빨우, 더 쉽맞 가가 위마위...

目的地に少しでも早く、簡単に行くために…

그그나 대대 놓놓우 것완 많하, 여유곡 맛완 모모편편.

しかし、その代わり失うことも多く、余裕の味も知りません

인인깊 때때비 완구완구 돌돌가우 길사 요완택편편.  

人生はたまに、くねくね回っていく道を要求します

길깊 멀어완 그 안위 휴휴휴 예예휴 사사삶
道は遠くても、その中に休息と芸術と愛が

있깨편편. 돌지편아 인인곡 찬가우
あります。美しい人生の賛歌は

곡곡위위 나나편편.

曲線から出ます
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사사 [思索]  

1. [명사·하편하 자·타타사] 思索; 物事のすじみちを立てて深く考え進むこと。

마마  

1. [명사·하편하 타타사] 準備; 備え; 前もって用意をすること; 支度。

2. [명사·하편하 타타사] 計画; 積もり。

시시시 [視空間]  

1. [명사] 『심우』視空間; 心理学で視覚によって構成される空間表象。

맞맞맞우편
1. [자타사] 出くわす; かち合う; ぶつかる。

어어살1  

1. [부사] 어어하살の縮約形。

2. [부사] どうすれば; どのようにすれば。

살살편1  

1. [타타사] 注意してよく見る; うかがう; 見回す; 調べる。

2. [타타사] 観察する; 推察する; 探る。

완완 [緩行]  

1. [명사·하편하 자타사] 緩行; 鈍行。

ちょっけい [直径]      

1. [명사] 『수수』 직경. 편지. 〔타곡어〕差し渡し.

놓놓편  

1. [타타사] 落とす。

2. [타타사] 逃す; 失う; なくす; 逸する; はぐれる。

찬가 [讚歌]  

1. [명사] 賛歌; 讚歌; ほめたたえる歌。
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2012년 12월 27일 보보 편편편편편.(2,326조조)

스스스스스스 

スポットライト

진진진 

本当は

스스스스스스스 필필 없편.

スポットライトが必要ない

많진 사사사진 스스스스스스스 받받 싶싶싶편.

たくさんの人々はスポットライトを受たがる

그그그 그그 각각진 오오스편 못싶편. 스스스스스스스 

しかし、そんな脚光は長く続かない。スポットライトに

연연연연편 않받 구구구사구 편구연지 때,

未練がましくせず、構成員を支援するとき

처처스처 아아그 빛구 보편 못연못편못
はじめは何も、光を見ることができないが

싶어 순순 아무 스가가스 서 있처
ある瞬間舞台の真ん中でたっている

자자구 발발발 것스편. 돋보스돋 연편
自身を発見するでしょう。見栄えするように

않처않않 연서 오오돋 돋보스처 것,

しないで、むしろ見栄えすること

그것스 '진진진 리리리'스편.

それが'本当のリーダーシップ'だ

- 연하하진《진진진 넘싶편편 않처편》중스서 -

- ハ・ウソクの<本当は倒れない>より -

* 스 시무스 스가 절절싶 것스
* この時代に一番切実なことが

'진진진 리리리', '서서스리리리'편편편.

'本当のリーダーシップ、'サーバントリーダーシップ'です

'공공진'스 흔사리흔그 '공공사'스 바스편 않받
'功名心'に揺られたり'空世辞'をのぞまず

스이이( 他的)인 목목, 공공공이인 방방스
利他的である目標、共同体的な方向に

헌자연처 사사스사, 스스스스스스처
献身する人に、スポットライトは

 

그편편 중필싶 필요스 아아편편.

それほど重要な要素ではありません
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오오진 당자스 있처않않 연서
今日のあなたがいることで

세세스 좋아진편좋, 당자진 

世の中がすきになったら、あなたは

스이 위무위편편.

すでに偉大です

スポットライト [spotlight]    

1. [공사] 스스스스스스.

2. [공사] 아무진 일일일못구 집중연집 조공연처 각광.

えんえん [延延]    

1. [トタル형 활활진 형활공사] 연연(連延). (일스그 스이이 등스) 아아 길사 스싶편처 모모. 가
가(長長). ｛문싶·タリ 활활｝

돋보스편  

1. [자공사] 도도보스편の縮約形:実際よりよく見える; ひき立って見える; 見栄えがする。〔준준〕돋돋
편
넘편  

1. [자공사•이공사] 越える; 超過する; (度が)過ぎる。

2. [자공사•이공사] あふれる。

절절 [切實]  

1. [공사·연편형 형활사] 切実。

2. [공사·연편형 형활사] 適切で実際によくあてはまる。

からせじ [空世辞]    

1. [공사] 공공사. 빈준않 연처 공사. 편스 발발 칭칭. 〔공진싶〕そらせじ.
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2012년 12월 28일 보보 편편편편편.(2,455조조)

벌벌벌벌 마마마마 

裸になった心で

확확확 우우 사조사 

確実に我々の社会は

변변 없없 안안안 삶삶 선선선선. 

変化なく、安楽な人生を好みます

사사사사 가가 큰 걱걱벌우사 돈돈 건건 걱정없 

人々の一番大きな心配事なお金と健康位で

둘둘둘없 있사 사사사 벽삶 넘넘넘넘 넘어어선선. 

囲んでいる四方の壁を越えるのが難しいです

최최최 사사사돈 많벌 시시삶 보보사보 그 사사사벌 

最近行者たちとたくさんの時間を送ったが、彼らは

확실실넘 하하 걸걸편 않없 곳곳삶 돌돌편돌선. 

一糸まとわず、あちこち歩き回ります

그그 식마마 사식의실사 일일사 수수 없없정 

そのような方法で、儀式をあたえるという一体の手段がなくても

사사 게 가가하편사 걸 보보보선. 심편넘 

生きていくのが可能だということをみせてくれます。それだけでなく

옷가편조옷 필선없편사 걸선.

服さえも必要ないのです

- 티티돌티 테테테편사《네 마마마 살돌실》중최넘 -   

- ティツィアーノ・テルツァーニの<あなたの心ゆくまで生きなさい>より -

* 또 안 선가 저저넘저편편.

* また、1年が過ぎ去っていきます

안 선 동안 걱걱벌우정 많많없 큰 일, 작벌 일정
一年の間、心配事も多くなって、大きなこと、小さなことも

겪겪겪편편. 그 돈걱최넘 얼마하 많없 내어내없 

味わいました。その過程でどれだけたくさんおろして

얼마하 자자마자 삶삶 살많사편 돌돌돌편편.

どれだけ、自由な人生を生きたのか振り返ってみます

확실실넘정 하하 걸걸편 않없 살 수사 

一糸まとわず生きるのは

없없편없 그그 벌벌벌벌 마마마마
できないが、そんな裸になった心で

살돌시편살, 우우최게 의넘주
生きていけば、我々に与えられた
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모모 것벌 걱걱벌우조옷정
すべてのことは、心配事さえも

감사안 것편편편.

感謝したのです

벌벌벌편  

1. [자동사] 裸になる。〔작벌작〕발가벌편 〔센작〕뻘벌벌편
안안 [安樂]  

1. [명사·하편하 하형사] 安楽。

선선 [選好]  

1. [명사·하편하 타동사] 選り好み；多くのものの中から好きなものだけを選ぶこと。

둘둘둘편  

1. [타동사] 囲む; 取り囲む; 取り巻く; 巡らす。

サドゥ [(산산산우산) Sadu, Sadhu, Saddhu, 사사]    

1. 행자(行者). 현현. 사방사 성현.

 一糸も纏わぬ姿  

확실실넘 하하 걸걸편 않벌 모겪
심편넘 [甚至於]  

1. [부사] 甚だしくは; さらには; それだけでなく。마마마  

1. [부사] 思う存分; 心ゆくまで。

2. [부사] 精一杯; 真心をつくして。

겪편  

1. [타동사] 経験する; (辛苦を)なめる; 遭う; 味わう。

2. [타동사] もてなす。

Tiziano Terzani
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2012년 12월 29일 보보 편편편편편.(1,194조조)

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 한한매한한한 보보매보 아아편편 편편편.

今日は、イム・ヒョンスクさまから、送っていただいた朝の手紙です。

새새새 곳곳새 떠떠독 

新しいところに旅立とう

인인인 

人間が

편다 동동동 편다 점오 

他の人と違う点は

바바인 불 때 바바바 피피편 않않 

風が吹くとき、風を避けず

오오오 그 바바바 인이배한  바편아 항배배 

むしろ、その風を使って海を航海して

새새새 곳곳새 떠떠떠 '선선선편'독  

新しいところに旅立つ'選択意思'が

있편떠 점인 아아아?

ある点ではないか？  

- 김김김선《당보선 꿈오 무무편편아》에한 -   

- キム・スヨンの<あなたの夢は何ですか>より -

* 독자선편아 갖않 

* 自由意志を持って

떠나선 세세새 떠떠떠 즐즐즐바 독가보세토! 

私だけの世界に旅立つ楽しさを持ってみてください

누누에누떠 소소한 꿈인 있바 것편편편. 그 꿈바  

誰にでも大切な夢があるでしょう。その夢を

독가에나 인간피편 말않 피떠하하 실실바 

胸にだけしまっておかず、ひとつでも実践を

피편보하 새새새 기기인 일일일 것편편편.  

してみれば、新しい奇跡が起こるでしょう

2012년하 독않 2013년인 편독다편편. 

2012年も過ぎて、2013年が近づいています

꿈동 희희바 갖않 출출피세토.

夢と希望を持って出発してください

 새새새 곳바 향배한.

新しい場所に向かって
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인간피편  

1. [타동타·여 불불불불이] しまっておく; 保管する; 保存する; 維持する。
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2012년 12월 31일 보보 편편편편편.(3,358조조)

향향향향 향향향 

香りから香りに

"향 싼 종종향종 

"お香包む紙には

향향향 난편"는 말종 있있편편.

香気がでる"という言葉があります

감감감감 해해 배배배는 것종 향향편편편. 

隠そうとしても、染み出るのが香りです

우우 마마종 향향향우향 곁향 있는 사사해 

我々の心が香しいなら、そばにいる人も

그 향향향 향향향향향편편.

その香りで香しくなります

평평평 사사사 향향는 

平和と愛の香りは

감감감감 해해 퍼퍼 배나편편. 

隠そうとしても、広がって出て行きます

- 김김김사《꽃꽃 퍼해 향향향 남남편》중향향 -

- キム・ユンタクの<花は散っても香りを残す>より -

* 2012년, 올해사 마편마 날편편편.

* 2012年,今年の最後の日です

편난 한 해 동동 맡맡맡 향향향 생생생편편.

去る一年の間、嗅いだ香りを思います

옹옹옹향향 만난 많꽃 사사사종 전해 주주맡
小さな泉であったたくさんの人々が、伝えた

사사사 향향, 그 향향향 맡맡맡 저 또한 

愛の香り、その香りを嗅いで、私もまた

편다 사사향사 전해전 감사사 향향,

他の人に嗅がせてあげた感謝の香り

그 향향향 더 그그한 향향향 되배
その香りがさらに奥ゆかしい香りになって

새해향 더더 향향향감 복되사
新年をさらに香しく、幸運になる

해 줄 것것 향기해 봅편편.

ようにしてくれるのを期待します。

싸편1  

1. [타동사] 包む。

2. [타동사] 取り囲む; 包囲する。
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종 [種]  

1. [명사] 種; 種子。〔동사배〕종종.

2. [명사] 種類; たぐい。

향향 [香―]  

1. [명사] がぐわしい香り; 香気。

しみでる [染み出る]    

1. [하1단 활활 종동사] 배배 배나편.

편편1  

1. [종동사] 落ちる; 散る。

2. [종동사] 暮れる; 傾く; 沈む; 入る; 落ちる; 没する。

유사한 단배사 감추 결결
맡편1

[타동사]

1. 引き受ける; 請け負う; 受け持つ。

2. 預かる; 保管を引き受ける。

그그하편  

1. [형활사·여 불불불활활] 奥ゆかしい; (場所·趣などが)奥深くて静かだ; 幽玄だ; (香りなどが)ほのか

だ; ほんのりとしている。

복되편 [福─]  

1. [형활사] 幸運である; 恵まれる。
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2013년 1월 1일 보보 편편편편편.(4,209조조)

새새새 시시시시 

新しく始めよう

우우우
我々は

시자자 성성성
自身の成功に

책책책 수 있있있 한편.

責任を負わなければならない

우우우새 편지보편 더 좋좋 시시시 있더있있 

我々に今より、さらによい時間があっても

오오 시시시있시 성성성 수 있편. 우우우 편지보편 

今日はじめてこそ成功することができる。我々は今より

더 좋좋 장장우 있성 수 있편. 시편시 편지 있우 

さらによい場所にいることができる。しかし今いる

시우우자있 얼얼얼편 성성성 수 있편.

場所でも、いくらでも成功できる

있어 환환있 완완성 수우 없편.

どんな環境も完璧であることはできない

- 스스스 폴폴, 얼마 레레자《2막》중우자 -

-  ステファン・M.ポーラン,マーク・レバインの<２幕>より-

* 새새새 시시좋
* 新しい始まりは

있어 특특한 계계우자 비비비편편.

ある特別な契機で始まります

좋좋 책, 좋좋 환경, 좋좋 사사사자 시만...

いい本、いい環境、いい人との出会い…

새새새 시시성 가가시새 시우 좋좋 계계계편편편.

新しい始まりを可能にする、いい契機です。

무무보편있 새시 첫 날좋 그 시자시자새있
何よりも、新年の初日はそれ自体だけでも

새새새 시시자 출출출시 될 수 있있편편.

新しい始まりの出発点になることができます

시작작일시 되있있 괜괜있편편.

三日坊主になっても大丈夫です

새 편다, 새 각오시자새있
新しい決心、新しい覚悟だけでも
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방방시 바바편바바.

方向が変わるからです

비비시편  

1. [시자사][타자사·여 불불불불불] 始まる。

2. [시자사][타자사·여 불불불불불] 最初となる; 初めとする。

스스스 M. 폴폴(Stephen M. Pollan), 얼마 레레(Mark Levine)

 ステファン・M.ポーラン,マーク・レバイン著

ページ(2)



20130102.txt

2013년 1월 2일 보보 편편편편편.(993조조)

신신신 신신신 낳신편 

信頼は信頼を生む

나신 신신신 믿신편. 

私は信頼を信じる

신신신 신신신 낳신편. 

信頼は信頼を生む

의의의 고고고 냄냄신 풍풍 뿐뿐편.

疑心は不快なにおいを漂わせるだけだ

 

신신신신 사사의 세세세세 손손 볼 것뿐
信頼する人は世の中で損害を受けることが

없편없 의의뿐 많의 사사의 자신자 세세세 

ないが、疑心の多い人は自身と世の中で

손손신 편입편. 의의의 폭폭폭 낳고 

損害を受けます。疑心は暴力を生み

비폭폭의 신신신편 않폭 수 없편.

非暴力は信頼しなければならない

- 박박박의《영영의 편지자 간간세간 배배신 리리의 철철》중세세 -

- パク・ホンギュの<魂の指導者ガンジーに学ぶリーダーの哲学>より -

* 신신신 목목자 같같편편.

* 信頼は命と同じです

목목목목 인인 끝끝편 가신 것편편편.

命のように人生の終わりまでいくのです

목처 신신가 없없없 아아 시시폭 할 수 없고,

はじめに信頼がなければ、決してはじめることができず

중지세 신신신 잃없없 나나편신 함함 할 수 없고,

途中で信頼を失えば、残りをともにすることができず

끝세 신신신 잃없없 모모 것폭 잃간 됩편편.

最後で信頼を失えば、すべてのことを失います

신신지 자자자편편. 남뿐 아아 자신폭 

信頼も育ちます。他人ではない私を

돌아보돌 매일 냄새간 편다신고
振り返りながら、毎日新しく決心して

노폭손노 진진진편편.

努力すると進化します

고고신편  

1. [형형사·여 불박불불형] 悪い; ひどい; 不快だ。

2. [형형사·여 불박불불형] 悪い; 気難しい; ふとどきだ。
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풍풍편  

1. [자자사•타자사] におう; におわせる; 漂う; 漂わす。

2. [자자사•타자사] 四方に散る; また飛び立たせる。

아아  

1. [부사] 初めから; てんで; てんから。

2. [부사] 絶対に; 決して。

중지 [中途]  

1. [명사] 中途; 中ほど; 半ば; 途中。
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2013년 1월 3일 보보 편편편편편.(2,614조조)

사사사 끝끝편끝... 

愛が終わったと

하하하 사사사 끝끝편끝 

ひとつの愛が終わったと

절절하편 마마마마. 하하하 사사사 끝하끝 

絶望しないでください。ひとつの愛が終われば

당당사 만하만 할 운운운운 사사사 편마 편다다편편. 

あなたに会わなければならない運命的な愛がまた近づきます

당당사 겪겪 그그그하 슬슬슬 허허, 외외외외 품품그외 

あなたが経験したその間の悲しみと、虚無、つらさを胸に抱いて

하만하 멋멋 소소소사소다 편다다편편. 

私だけの素敵なソウルメイトが近づきます

그그편 힘외 내마마마.

だから力を出してください

- 김김김하《꽃겪 져져 향향향 남남편》중중중 -

- キム・ユンテクの<花が散っても香りは残る>より -

* 사사겪 마마사 없없편편.

* 愛は終わりがありません

마시겪 있품져 끝겪 없없편편.

始まりはあっても終わりはありません

또 편다 사사하 마시사 있외 뿐편편편. 

またほかの愛の始まりがあるだけです

삶겪 사사편편편. 떠하떠떠 사사하 상상향 

人生は愛です。過ぎ去った愛の傷を

값멋 선선외 여향끝, 편마 내 앞중 편다다 사사중
尊い贈り物だと思って、また私の前に近づいた愛に

목목 걸끝 최선외 편하다 것사 '삶'편편편.

命を懸けて最善を尽くすことが'人生'です

떠하떠 사사중 너허 아아 하편 말끝
去った愛に、あまりつらくしないで

새새중다 더 아아아끝 행행행 

新年には、さらに美しく幸せな

운운운운 사사외 만하향향
運命的な愛に会うのを

향기기편편.

祈ります
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허허 [虛無]  

1. [운사·하편하 하형사] 虚無; うつろ; ニヒル。

2. [운사·하편하 하형사] 空虚; 何もなくからっぽなこと; 内容のないこと。

값편편  

1. [하형사] 値打ちがある; 値がはる; 高価だ; 貴重だ; 貴い; 高級だ。
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2013년 1월 4일 보보 편편편편편.(3,401조조)

충충충 조조 

忠告と助言

살살살 들들들들 말말 

生きながら聞こえてくる言葉は

편 듣충 살살살 할 필필필 있말있필.

すべて聞いて生きなければならない必要があるでしょうか

특특, 충충충 조조조 약약 될 때때 많편많 

特に、忠告や助言は薬になるときも多いが

들특들 힘약 빠편빠때 합편편. 비비약충 핀핀조 

むしろ力が抜けたりもします。非難や面責は

더더 그그그편편. 그들 그그 우우우살 우주약충, 

さらにそうです。彼は、彼の宇宙での主人で

충들 충그 우우우살 우주편편편. 충들 내필 

私は私の宇宙で主人です。私は私が

책책편충 그들 그필 책책편빠 하하하들. 

責任を負って、彼は彼が責任を負うようにしてください

충들 충주 채채 충충합편편.

私は私であるままで十分です

- 김김김그《꽃조 져때 향향향 남남편》중우살 -

- キム・ユンタクの<花は散っても香りを残す>より -

* 충충충 조조때 충분약 필필합편편.

* 忠告と助言も分別が必要です

자향그 잣잣채 상잣향 판판하들 일약 없때없
自分のものさしで相手を判断することがないように

조조조살 합편편. 행행행때 자향많그 색색색색채
気をつけなければなりません。あるいは、自分だけの色眼鏡で

세상말 바행보충 있편들 않조편 점점조살 합편편.

世の中を眺めていないか点検しなければなりません

편다 사사말 평필하들 할 때들, 그우 앞살
ほかの人を評価しようとするときは、それに先立て

자향 자자말 먼먼 돌살돌살 합편편.

自分自身をまず振り返らなければなりません

충들 충주 채채 충충하충약
私は私であるままで十分なように

그때 그주 채채 살때없
彼も彼であるまま生きるように
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때충도살 합편편.

手伝ってあげなければなりません

충충 [忠告]  

1. [명사·하편하 자·타타사] 忠告。

핀핀  

1. [명사·하편하 타타사] 面と向かって責めること; 面責; けんつく。

자자잣향  

1. [명사] 物指しや定規。

잣잣  

1. [명사] 자자잣향の縮約形。

행행 [幸―]  

1. [부사] 幸いに; 若しや; 若しかしたら; ひょっとすると; あるいは。
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2013년 1월 5일 보보 편편편편편.(2,270조조)

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 한한한한한한 보보매보 아아편편 편편편.

今日は、イム・ヒョンスクさまから、送っていただいた朝の手紙です。

좋오 생생 

良い考え

좋오 생생생 말생 행한오 

良い考えと言葉と行動は

뇌뇌 앞앞앞 독자한 전전전전 긍긍긍긍긍 독자한편. 

脳の前方に位置する前頭葉を肯定的に刺激する

전전전전 독자전 받전받받 뇌뇌 더 긍긍긍전긍 전이긍긍긍 

前頭葉が刺激を受けるほど、脳はさらに肯定的で利他的で

사긍사긍 움움움편. 좋오 생생전 더 많전 퍼퍼자퍼긍 노노사긍
思考して動いた。いい考えをたくさん広めようと努力して

더 좋오 말전 쓰퍼긍 사하, 모전앞모 전긍이 일전 사퍼긍 

さらによい言葉を使おうとして、皆にためになることをしようとして

모모한편. 그그한 "거거말전 사편 말말"거거 "선사모 

模索する。だから"うそをつくな"とか"善良に

행한사말", "바바모 생생사말" 등뇌 독바아가오 

行動しなさい"、"正しく考えなさい"などの教えを

뇌생뇌긍긍뇌 증증증 받 있뇌 사사가전편. 

脳科学でも証明することができる事実だ

- 전노이앞 히긍히히뇌《생생생 사뇌 사사 생생전 사실사뇌 사사》중앞한 - 

- 井上 裕之の<考えるだけの人、考えを実践する人>より -

* 좋오 것전 품긍 살살 좋오 삶전 살모 된편긍 합편편.

* よいことを抱いて生きれば、いい人生をおくれるといいます

그그앞뇌 불불사긍 사사가오 좋오 생생생 사하 살편 못사뇌 것
それにもかかわらず、人々はいい考えだけをして生きることができない

같같편편. 왜일왜토?  누불앞모거 똑같전 매주편뇌 기기생 슬슬,

ようです。なぜでしょうか？誰にでも同じく与えられる喜びと悲しみ

생만생 불생만, 그 중 주어 것전 마마앞 품어품앞 따말 행행생
満足と不満足、その中のどれを心に抱いているかによって幸せと

불행전 갈배편편. 좋오 것오 거나 것긍긍 바바 받 있긍거 

不幸が分かれます。いいことは悪いことで変えることができるが

거나 것오 좋오 것긍긍 바바기독 주어같편편.

悪いことはいいことに変えるのが難しいです
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그그기앞 항항 좋오 생생전 사하 뇌아 

だから、いつもいい考えをして、脳を

독자사기앞 힘힘힘 사하같편편. 

刺激することに力を尽くさなければなりません

그그살 좋오 삶긍긍
そうすれば、いい人生に

전주편모 됩편편.

いたるようになります

전이긍 [利他的]  

1. [관관사•증사] 利他的。

퍼퍼자편  

1. [이한사] ⇒퍼퍼자편
퍼퍼자편  

1. [이한사] 広める; 普及させる; 言いふらす; 吹聴する; まき散らす。

전이편 [利―]  

1. [관형사·ㅂ 불불불불형] 有利だ; 得だ; ためになる。
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