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얼룩말 
シマウマ

천등산 끝자락에서
チョンドゥン山（天登山）の端に

가서 오지 않는 너를 기다린다
行って、来ない君を待つ。

박하 향기 아득한 시간의 터널 지나
ペパーミントの香り、はるかに遠い時間のトンネルを過ぎ

푸른 기적 달고 숨가삐 달려 와서 
青い汽笛をぶら下げて、息苦しく駆けてきて

내 생의 한복판 관통해 간
私の生の真ん中貫通していった

스무 살의 아름다운 기차여!
２０歳の美しい汽車よ！

- 장하빈의《비, 혹은 얼룩말》중 '첫사랑'(전문)에서 -
- チャン・ハビンの＜雨、あるいはシマウマ＞中の”初恋(前文)より” -

* 아무리 거친 야생마도
* どんな荒い野生馬も

좋은 조련사를 만나 길들이면 명마가 됩니다.
いい調教師に会い、手なずければ名馬になります。

그러나 얼룩말은 좀처럼 길들여지지가 않아서 
しかしながら、シマウマは簡単に手なずけ出来ず

일부러 길들이려 하면 아예 죽어버린다고 합니다. 
わざわざ（無理に）手なずければ、あっさり死んでしまうといいます。

시대의 한복판을 관통해 숨가삐, 모질게 달려온 
時代の真ん中を貫通し、息苦しく粘りづよく駆けて来た

한 마리 얼룩말이 역사의 터널을 지나
１頭のシマウマが歴史のトンネルを過ぎ

천등산 끝자락에 오르더니 끝내 
天登山の端に登ったら、ついに

보이지가 않습니다.
見えません。（見えなくなりました。）

- 애도를 표하며 -
- 哀悼の意を表します -

노무현 전 대통령의 서거에
ノムヒョン前大統領の逝去に
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심심한 조의를 표하며 삼가 고인의 명복을 빕니다.
深い弔意を表し、謹んで故人の冥福を祈ります。

충격과 황망함에 떠는 유가족께도 하늘의 위로가 있기를 빕니다. 
衝撃と慌しさに震えるご遺族にも神様の慰労があるよう祈ります。

＜メモ＞
この文章・・・意味が通じないんですが？？
誰か教えてください(泣)→教えていただきました

※汽車は、来ない君＝初恋の君を意味していると思われます

※しのぶさん、totoro73さんのご指摘から
シマウマは、ノムヒョン前大統領のたとえと思われます。
「無理に手なずければ死んでしまう」＝今回の事件
「歴史のトンネル」＝政治家としての人生
「天登山の端に登ったら」＝大統領に上り詰めたこと、今回の事件現場を表している
「見えない」のはシマウマ＝ノムヒョン元大統領
山の向こうに飛び降りてしまってもう見えない（会えない）

という意味だと理解しました。

修正
푸른 기적 달고 숨가삐 달려 와서 
青い奇跡をくれて、息苦しく駆けてきて
→青い汽笛をぶら下げて、息苦しく駆けてきて

내 생의 한복판 관통해 간
私の生の真ん中貫通する肝(キモ？)
→私の生の真ん中貫通していった

스무 살의 아름다운 기차여!
２０歳の美しいすごさ！
→２０歳の美しい汽車よ！

얼룩-말
[명사] 『동물』シマウマ。
얼룩
<1> [명사] まだら;斑点;段だら。
<2> [명사] 染み。
천등산(天登山)  807m
忠清北道忠州市にある山
끝자락   はしっこ
박하 [薄荷]
[명사] 『식물』ペパ―ミント(シソ科の多年草);薄荷。
아득-하다
<1> ｛형용사·여 불규칙활용｝ (距離的·時間的に)はるかだ;はるかに遠い。
<2> ｛형용사·여 불규칙활용｝ めどが付かない;漠然とする。
터널 [tunnel]
[명사] トンネル。
<1> [명사] 隧道。
지나다
<1> [자동사] (一定の時間などが)経過する;過ぎる;経つ;過ぎ去る。
<2> [자동사] (期限などが)過ぎる;去る。
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기적 [奇蹟]
[명사] 奇跡。
<1> [명사] 常識では考えられない不思議なできごと。
달ː다
<1> [자동사] (汁などが)煮詰まる;煮え過ぎる。
<2> [자동사] (金属などが)焼ける;熱せられる;灼熱する。
달다
<1> [타동사] 高く掲げる;つるす;ぶらさげる。
<2> [타동사] (物を一定の場所に)つける。
달ː다
[타동사] 不完全他動詞として‘달라·다오’としてのみ使われて:くれる;与える。
달다
<1> [형용사] 甘い。
거치다   経る
단어·뜻 검색결과 (1~10 / 총12건)
거치다
<1> [자동사][타동사] (何かに引っかかって)ふれる;すれる。
<2> [자동사][타동사] 立ち寄る;経る;経由する。
손(을) 거치다
《관용구》 (人の)手を経る。
か·ける [掛ける·懸ける]
<2> [형용사] うまい;おいしい;食欲をそそる。
가삐
[부사] ‘가쁘게’の縮約形:息苦しく。
달려-오다
[자동사] 走って来る;駆けて来る;急いで来る;はせ参じる。
한-복판
[명사] 真ん中;まっただ中;ちょうど中心のところ。
전문 [前文]
[명사] 前文。
조련-사 [調練師]
[명사] 調教師;調教を職業としている人。
길-들이다
<1> [타동사] (動物を)飼い馴らす;手なずける。
<2> [타동사] (道具などの)手入れをよくして使いよくする。
일부러
[부사] わざと;わざわざ;故意に;ことさらに。
아예
<1> [부사] 初めから;てんで;てんから。
<2> [부사] 絶対に;決して。
모ː질다
<1> [형용사] (性格が)むごい;ひどい;非情だ。
<2> [형용사] 粘り强い;根気づよい;よく耐える;我慢强い。
あるい-は [或いは]
《動詞 「あり」의 連体形 「ある」+副助詞 「い」+係助詞 「は」》
심ː심 [深甚]
[명사·하다형 형용사] 深甚;心遣いが非常に深いこと。
삼가
[부사] 慎んで;謹んで。
충격 [衝激]
[명사·하다형 자동사] 衝激;激しくつきあたること。
황망 [慌忙]
[명사·하다형 형용사] 慌ただしいこと;慌てふためくこと。
유-가족 [遺家族]
[명사] 遺家族;遺族。
서ː거 [逝去]
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[명사·하다형 자동사] 逝去;目上の人などの死を丁重にいうことば。
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임금의 어깨가 더욱 흔들렸다 
王の肩が、さらに揺れ動いた

임금의 어깨가 더욱 흔들렸다. 
王の肩がさらに揺れ動いた

내관들이 임금 곁으로 다가갔다. 
内官たちが、王の横に近づいていった

내관은 임금 양쪽에서 머뭇거리기만 할 뿐, 
内官は王の両側で躊躇するだけで

흔들리는 임금의 어깨에 손대지 못했다. 
揺れ動く王の肩にふれることが出来なかった

최명길이 말했다.
崔鳴吉が言った

"전하, 죽음은 견딜 수 없고 
”殿下、死は耐えられず

치욕은 견딜 수 있는 것이옵니다. 
恥辱は、耐えられることです。

그러므로 치욕은 죽음보다 가벼운 것이옵니다. 
それゆえ、恥辱は死より軽いことです。

전하, 부디 더 큰 것들도 견디어주소서."
殿下、どうか大きなこと(清の臣下にくだること)も耐えてください”

- 김훈의《남한산성》중에서 -
- キム・フンの<南漢山城>より -

* 임금의 어깨가 흔들렸을 때
* 王の肩が揺れたとき

내관들의 어깨는 더욱 흔들렸을 것입니다.
内官たちの肩は、さらにゆれただろう

내관들의 어깨가 흔들렸을 때 
内官たちの肩が、揺れたとき

남한산성 작은 풀꽃들은 더욱 흔들렸을 것입니다.
南漢山城の小さい草花たちは、さらに揺れただろう。

영광의 역사도, 치욕의 역사도 강물처럼 흘러갑니다.
栄光の歴史も、恥辱の歴史も、川のように流れていきます。

이미 흘러간 역사는 다시 되돌릴 수 없습니다.
すでに、流れた歴史は、また元に戻せません。

이미 떠난 목숨도 되살릴 수 없습니다.
すでに、去った命も戻ることが出来ません。
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다만 그 뜻은 늘 되살아날 것이고,
ただ、その意味は、つねに蘇るはずで

모든 '남은 자'의 몫입니다.
すべての”残った者”の分け前です。

임ː금
[명사] 王;君王。
흔들리다
[자동사] ‘흔들다’の受動:揺れ動く。
<1> [자동사] 揺られる;揺れる;揺らぐ;動かされる。
다가-가다
[자동사] 近寄る;近寄って行く;近づく;接近して行く。
머뭇-거리다
[자동사] ‘머무적거리다’の縮約形。
머무적-거리다
[자동사] ためらう;もじもじする;ちゅうちょする。
치욕 [恥辱]
[명사] 恥辱;恥;はずかしめ。
남한산성(南漢山城)
http://ja.wikipedia.org/wiki/南漢山城
풀-꽃
<1> [명사] 草本植物の花。
<2> [명사] 山野に自然とさく花。
되살아날   蘇る
몫
<1> [명사] 分け前;割り当て;配当;取りまえ;取り分。
<2> [명사] おのおのが受け持った任務;持ち分。

최명길　http://ja.wikipedia.org/wiki/仁祖
丙子胡乱の際、崔鳴吉は和平派だったみたい。
1636年(仁祖14)12月～1637年1月に清の第2次侵攻で起こった朝鮮と清の戦い。

丙子胡乱
その後、後金は遼西地方にも勢力を拡大して、国号を清と定め、瀋陽に遷都している。皇帝を名乗った
ホンタイジはこれまで兄弟の関係であった朝鮮に君臣の関係を結ぶように迫った。朝鮮朝廷では和戦双
方の議論が戦わされ、李貴、崔鳴吉、洪瑞鳳ら反正功臣は主和論を主張したが、大勢は名分論を振
りかざす主戦論が優勢となり、朝鮮は清皇帝を認めず宣戦を布告するに至った。1636年1月、清太宗ホ
ンタイジは10万の兵を率いて疾風のように鴨緑江を越え、わずか5日目にソウルを蹂躙した。朝鮮史上、
丙子胡乱という。仁祖は当初、江華島に逃れて抗戦する予定であったが、清軍の進撃速度があまりに
速いため間に合わず、ソウル南方の南漢山城（現・京畿道城南市）に立て篭もった。南漢山城には
14,000の兵力と50日分の食料しかなく、到底長期抗戦は不可能であった。
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그렇게도 가까이! 
そんなに近くに！

아마도 나는 너무나도 멀리서
多分私は、あまりにも遠くから

행복을 찾아 헤매고 있나 봅니다.
幸せを探し迷っています。

행복은 마치 안경과 같습니다.
幸せは、まさにメガネのようです

나는 안경을 보지 않습니다.
私は、メガネが見えません

그렇지만 안경은 나의 코 위에 놓여 있습니다.
しかしながら、メガネは私の鼻の上に置かれています。

그렇게도 가까이!
そんなに近くに！

- 쿠르트 호크의《나이 들지 않으면 알 수 없는 것들》중에서 -
- カート・ホックの<年をとらなければ分からないこと>より -

* 바로 자기 코 위에 걸려있는 안경,
* まさに、自分の鼻の上にかかっているめがね

분신처럼 늘 가까이 있는데도 무심할 때가 많습니다.
分身のように、ずっとそばにいるのに無関心なときが多いです。

내 집, 내 손과 발, 친구와 형제, 지금 만나는 사람,
私の家、私の手と足、友達と兄弟、今会う人

모두가 그렇게도 가까이 있는 '안경'들입니다.
すべてが、そんなに近くにいる”メガネ”たちです。

떠나거나 잃어버린 다음에야 비로소
去るとか、忘れた次にこそ初めて

그 소중함을 깨닫습니다.  
その、重要さを悟ります。

(2008년5월26일자 앙코르 메일)
(2008年5月26日付けアンコールメール)

- 1년 전 아침편지 -
- 1年前の朝の手紙 -

요즘 많은 분들이 그렇듯
最近たくさんの方たちが、そのように

제 머리 속에도 생각의 파편이 무수히 많아,
私の頭の中にも、考えの破片が無数に多く
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1년 전 아침편지는 어떤 글이었을까 하고 다시 보았더니
1年前の朝の手紙は、どんな文章だったのかと、もう一度みたら

'그렇게도 가까이!'라는 아침편지였습니다.
’そんなに近くに！’という朝の手紙でした。

세월은 흘렀지만
歳月は過ぎ去りましたが

다시 한 번 곱씹어 볼 만한 글이 아닐까 싶어,  
もう一度、じっくり考えてみる価値がある文章じゃないかと

'1년 전 아침편지'를 다시 소개합니다.   
’1年前の朝の手紙’をもう一度紹介しました。

그렇게
[부사] ‘그러하게’の縮約形:そのように;そんなに;それほど;そうまで。
너무-나
[부사] ‘너무’の强調語:あまりに;あまりにも。
헤-매다
<1> [자동사][타동사] (当てどもなく)さまよう;さすらう。
<2> [자동사][타동사] (心が)落ち着かない;迷う。
무심 [無心]
<1> [명사·하다형 형용사] 無心;何の考えもないこと。
<2> [명사·하다형 형용사] 感情のないこと;無情なこと。
비로소
[부사] はじめて;ようやく;やっと。
그렇듯   そのように
곱-씹다
<1> [타동사] 繰り返してかむ。
<2> [타동사] (ことば·考えなどを)くどくどと繰り返す。

쿠르트 호크 (Kurt Hock)カート・ホック
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"내가 늘 함께하리라" 
"私が、ずっとともにしよう"

슬픔에서 벗어나고자 
悲しみから、抜け出だそうと

홀로 애쓰지 마십시오. 
一人で、気遣わないで下さい。

많은 사람들이 "내가 너와 늘 함께하리라"는 말에서 
たくさんの人たちが”私が、あなたとずっとともにしよう”という言葉で

큰 힘을 얻었습니다. 그래서 이렇게 말할 수 있습니다.
大きな力を得ました。そして、このように言うことが出来ます。

"슬퍼하라. 하지만 소망이 없는 사람처럼 슬퍼하지는 마라.
”悲しみなさい。しかし、望みのない人のように悲しむな

슬퍼할 가치가 있는 것이라면 주저하지 말고 슬퍼하라." 
悲しむ価値があることならば、躊躇せず悲しみなさい。”

현실을 받아들이려 노력할 때 현실은 더 이상 
現実を受け止め、努力するとき現実はそれ以上

두렵지 않습니다. 마음 한구석에 희망이 
恐ろしくありません。心の片隅の希望が

다시금 자리 잡습니다.
もう一度、場所をつかみます。

- 그랜저 웨스트버그의《굿바이 슬픔》중에서 -
- グレンジャー・E・ウェストバーグの<グッバイ悲しみ>より  -

* 슬픔이 깊어지고 있습니다.
* 悲しみが、深くなっています。

슬픔의 줄이 날로 길어지고 있습니다.
悲しみの列が、日ごとに長くなっています。

그러나 큰 소망은, 함께 슬퍼하는 사람이 있다는 것,
しかしながら大きな望みは、一緒に悲しむ人がいること

"내가 너와 늘 함께하리라"는 벗들이 있다는 사실입니다.
”私があなたとずっとともにしよう”という友達が、いる事実です。

슬픔의 한구석에도 희망이 다시금 자리잡고 있습니다.
悲しみの片隅にも希望が、もう一度場所をとっています。

그것이 우리의 또 하나의 희망입니다.
それが、私たちのもう一つの希望です。

하리라   しよう
-리라

ページ(1)



20090528.txt
<어미> 母音で終わる語幹や尊敬の意味を表わす‘-시-’に付く終結語尾。 子音で終わる

語幹には媒介母音‘으’を添える。 推測や意志を表わす:…だろう;…であろう;…しよう。〔준

말〕-리
홀로
[부사] 独り;独りで;単独で;孤立して。
애쓰다   気使う
한-구석
[명사] かたすみ;一隅。
다시금   今一度
[부사] ‘다시’の强調語。
줄
<1> [명사] 綱;縄;紐;(楽器の)弦などの総称。
<2> [명사] 線;ライン。
날
<1> [명사] 日;一日;一昼夜。
<2> [명사] 昼;昼間。
길어지다   長くなる
소ː망 [所望]
[명사·하다형 타동사] 願い;願望;望み。
벗들이   友たちが

그랜저 웨스트버그
(Granger E. Westberg),グレンジャー・E・ウェストバーグ 
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2009년 5월 29일 보낸 편지입니다.(12,695조회)

먼 길을 가네 
遠い道を行く

먼 길을 걸어왔네
遠い道を歩いてきた

또 먼 길을 걸어가야 하네
また、遠い道を歩いていかなければならない

내 세상의 길을 걸었네
内なる世界の道を歩いた

한적한 들길을 걷기도 했고
静寂な道を歩いたりしもた

붉은 산 황톳길을 걷기도 했네
赤い山、黄土の道を歩いたりもした

가쁜 숨 몰아쉬며
苦しい息をはきながら

가파른 산길을 오르기도 했고
険しい山道を、登ったりもした

시원한 바람의 길을 걷기도 했고
気持ちのいい風の道を歩いたりもした

모랫바람 몰아치는
砂の風が吹きつける

사막의 길을 걷기도 했었네
砂漠の道を歩いたりもした

사람들은 모두
人々はみな

먼 길을 쉼 없이 가네
遠い道を、休みなく行く

사람들은 그 길 위에서
人たちは、その道の上で

사랑을 하고
愛し

희망을 노래하고 이별을 하고
希望の歌い、別れ

끝없는 길을 걸어가네
終わりなき道を歩いていく

삶의 머나 먼 길을
人生のはるかに遠い道を
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오늘도 걸어가네
今日も歩いていく

- 정안면의《바람의 행로》에 실린 시 <먼 길을 가네>(전문)에서 -
- チャン・アンミョンの<愛の行路>に掲載された詩<遠い道を行く>(前文)より -

* 먼 길을 보냅니다.
* 遠い道へ送ります。

말문이 막힙니다.
二の句がふさがります。

가슴이 막힙니다.
心がふさがります。

다만 한 가득 비는 마음
ただひとつ、たくさん祈る心

먼 길 가는데 부디 편안하시기를.
遠い道を行くが、どうか平穏であることを（祈ります）

영원히 거할 그곳에서 부디 평안하시기를.
永遠に住むところで、どうか平穏であることを

다만 한 가득 감사한 마음
ただ、ひとつたくさん感謝する心

부끄러움과 슬픔을 일깨우고
はずかしさと悲しみを悟らせて

늦게나마 참 사랑을 알게 하시니.
遅まきながら、真実の愛を分かるようになる

그 너머의 더 큰 사랑과
その向こう側の、さらに大きな愛と

더 큰 희망을 노래하게 하시니.
さらに大きな希望を歌うようになる

편히 영면하소서.
安らかにお眠りください

- 오늘 국민장 -
- 今日は国民葬 -

고(故) 노무현 전대통령의 국민장 영결식이
故ノムヒョン前大統領の国民葬告別式が

오늘(2009년5월29일) 오전 11시 경복궁에서 엄수됩니다.
今日(2009年5月29日)午前11時景福宮で厳守されます（行われます）

끝내 보내드려야 하는 마음
ついにお送りしなければならない心

가슴이 무너지지만, 고인이 남기신 뜻과 넋을 기리며
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心が崩れ落ちますが、故人の残した意味と魂を称えながら

깊은 애도와 추모의 시간이 되기를 소망합니다.
深い哀悼と追悼の時間になるように希望します。

국민장을 치르며,
国民葬をうけて

추모의 글을 남기실 분들은 
追悼の文章を残される方々は

아래 버튼을 눌러 남겨주시기 바랍니다. 
下のボタンをおさえて残してくれるように望みます
（?ここよく分かりません）

다시 한 번 고인의 명복을 빕니다.
もう一度、故人の冥福を祈ります。

영원한 휴식처에서 
永遠な休息所で

편히 쉬소서.
安らかにお休みください。

황톳길　辞書にない単語
http://maypooh.exblog.jp/6548469/
より「黄土の道」황토に길がついているんですね。

한적 [閑寂·閒寂]
[명사·하다형 형용사] 閑寂;ひっそりとさびしいこと。
の-じ [野路]
[명사] 『문어』 들길. 〔동의어〕野道.
붉다
[형용사] 赤い。
가쁘다
<1> [형용사] (息が)切れる;苦しい。
<2> [형용사] (仕事などが)手に余る;きつい;むずかしい。
いきを吐·く
1. 숨을 몰아 쉬다.
2. 한숨 돌리다. 잠시 마음을 놓다.
가파르다
｛형용사·르 불규칙활용｝ (山·道などの)勾配が急だ;険しい;切り立っている。
모래
[명사] 砂。
몰아-치다
<1> [타동사] (一所に)追い込む;吹きつける。
<2> [타동사] (仕事などを)いっぺんに片づける;急いでする。
머ː나-멀다
[형용사] はるかに遠い; 非常に遠い。
행로 [行路]
[명사] 行路。
실리다
[자동사] 掲載される。
말문   話の糸口
가득
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[부사] 一杯(に);ぎっしり;あふれるばかり(に);なみなみ。
빌ː다
<1> [타동사] (神仏に)祈る;祈禱する;願う。
<2> [타동사] (許しを)請う;謝る;わびる。
거-하다 [居─]
｛자동사·여 불규칙활용｝ 居住する。
일-깨우다
[타동사] ‘일깨다1’の使役:(眠っている人を)早めに起こす。
늦게나마 글공부를 시작하다. → 글
(人に)遅まきながら学問を始める;年取ってから学問を始める。 
참
[명사] 誠;真実。
<1> [명사] 偽りでないこと。
너머
[명사] (山·垣などの)向こう;向こうがわ;…越し。
편-히 [便-]
[부사] 安らかに；楽に；気楽に；ゆっくり；便利に。
ねむ·る [眠る]
1. [5단 활용 자동사] 자다. 잠들다.
2. [5단 활용 자동사] 죽다. 영면하다. 〔동의어〕死ぬ.
えい-べつ [永別]
[명사·サ변격 활용 자동사] 『문어』 영별. 영원한 이별. 영결. 사별(死別). 〔동의어〕永

訣.
무너-지다
<1> [자동사] (建物など構造物が)崩れる;壊れる;倒れる。
<2> [자동사] (防御陣などが)崩れる;突破される。
넋
<1> [명사] 魂;霊。
<2> [명사] 精神;気;心;魂;意識。
기리다
[타동사] 称える;賛える;賛辞を呈する。
애도 [哀悼]
[명사·하다형 타동사] 哀悼。
추모 [追慕]
[명사·하다형 타동사] 追慕;死んだ人を思い出してしたうこと。
치르다
<1> [타동사] (賃金などを)払う。
<2> [타동사] (重大な事などを)行う;済ませる;終える。
눌리ː다
[자동사] ‘누르다’の受動:押される;圧倒される;押さえられる;押さえつけられる;抑圧される。
남겨주다   残してくれる
휴식처   休息所
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2009년 5월 30일 보낸 편지입니다.(59조회)

매주 토요일엔 독자가 쓴 아침편지를 배달해드립니다.
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。

오늘은 이무경님께서 보내주신 아침편지 입니다.
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。 

역경 
逆境

원효처럼 타는 갈증이 있어야
元曉のように、やける喉の渇きがあってこそ

해골에 담긴 물을 마실 수 있습니다.
骸骨に盛られた水を飲むことが出来ます。

그러나 타는 갈증이 있다고 하더라도
しかしながら、焼ける喉の渇きがあったとしても

사물의 형상이 육안으로 분별되는 대낮이었다면
物事の形が肉眼で区別できる昼間であったなら

과연 원효가 해골에 담긴 물을 마실 수가 있었을까요.
果たして、元曉が骸骨に盛られた水を飲むことが出来たでしょうか。

아직 꽃잎이 가지 끝에 화사하게 남아 있는데
まだ花が枝の端に、鮮やかに残っているのに

어찌 열매가 열리겠습니까.
どうして、実がなるでしょうか。

- 이외수의《숨결》중에서 - 
- イ・ウェスの＜息づかい＞より -

* 진리는 단순합니다.
* 真理は単純です

추운 겨울이 지나야 봄이 찾아오고 
寒い冬が過ぎてこそ、春がやってきて

어둔 밤이 지나야 아침이 찾아오듯
暗い夜をすごしてこそ、朝がやってくるように

꽃잎도 다 떨어진 후에 열매가 열립니다.
花も、すべて落ちたあとに、実がなります。

이처럼 역경을 겪은 후 좋은 날이 찾아오며  
このように、逆境を経験したあと、いい日がやってきて

슬픈 날이 지난 후 기쁜 날이 찾아옵니다.
悲しい日が過ぎたあと、嬉しい日がやってきます。

역경은 축복의 통로이기 때문입니다.  
逆境は、祝福の通り道だからです。
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좋은 글 주신 이무경님께
いい文章を書いていただいたイ・ムギョンさまに

감사와 축하의 인사를 드립니다.
感謝とお祝いの挨拶をいたします。

원효
元暁（がんぎょう、或いはげんぎょう、諡号:和諍国師、617年 - 686年3月30日）は新羅の華

厳宗の僧侶である。新羅浄土教の先駆者。俗姓は薛、名前は誓幢、新幢である。

역경   逆境
갈증 [渴症]
<1> [명사] のどの渇き。
<2> [명사] ‘갈급증(渴急症)’の縮約形。
타다
<1> [자동사] 燃える。
<2> [자동사] 焦げる。
해골 [骸骨]
[명사] 骸骨。
<1> [명사] 体の骨;骨格。
담기다
<1> [자동사] ‘담다’の受動:(器に)盛られる;入る。
<2> [자동사] (情などが)こもる。
사ː물 [事物]
[명사] 事物。
형상 [形象]
[명사] 形象。
<1> [명사] 視覚的なかたち;すがた。
육안 [肉眼]
[명사] 肉眼。
분별 [分別]
<1> [명사·하다형 타동사] 分別;種類によって区別·区分すること。
<2> [명사·하다형 타동사] 分別;物事を道理に合うように判断すること, またはその判断力

。
대ː-낮
[명사] 真昼;白昼。
화사 [華奢]
[명사·하다형 형용사] 華奢;花車;華やかにおごること;はでに飾ること。
어찌
<1> [부사] どう;どんなに。
<2> [부사] どうして;何で。
숨ː-결
[명사] 息遣い;息吹き。
듯
[부사] ‘듯이’の縮約形。
듯이
[부사] …ように;…そうに。
겪다
<1> [타동사] (苦難などを)経験する;(辛苦を)なめる;遭う;味わう。
<2> [타동사] (客を)もてなす。
축복 [祝福]
[명사·하다형 자·타동사] 祝福。
통로 [通路]
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[명사] 通路;通行のための道路;とおりみち。
열리다
[자동사] (実が)なる。
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