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하루하루 
一日一日

우리가 보낸 
私たちがおくる

하루하루를 모두 더하였을 때
一日一日を皆つのったとき

그것이 형체 없는 안개로 사라지느냐, 
それが、形のない霧のように消え去るのか

아니면 예술 작품에 버금가는 모습으로 형상화되느냐는 
そうでなければ、芸術作品に劣らない姿で、形状化（形に）できるのかは

바로 우리가 어떤 일을 선택하고 그 일을 
まさに私たちが、どんなことを選択して、そのことを

어떤 방식으로 하는가에 달려 있다.
どんな方式（方法）でするかに、かかっている。

- 미하이 칙센트미하이의 《몰입의 즐거움》중에서 -
‐ ミハイ・チクセントミハイの＜没頭のおもしろさ＞より -

* 하루하루, 건너뛰지 않습니다.
* 一日一日、飛び越えません。

어김없이 찾아오고, 24시간 길이도 같습니다.
間違いなくやってきて、24時間の長さもおなじです。

염려와 걱정을 버리고 감사와 기쁨으로 채우면
念慮と心配を捨てて、感謝と喜びで満たせば

그 하루하루가 모여 훌륭한 인생의 작품이 됩니다.   
その1日1日が、集まって立派な人生の作品になります。

(2005년 8월16일자 앙코르메일)
(2005年8月16日付　アンコールメール)

- 몽골 잘 다녀왔습니다 - 
- モンゴルに行ってきました -

'몽골에서 말타기 2009'여행팀 141명이 
’モンゴルで馬乗り2009’旅行チーム141名が

어제 새벽, 모든 프로그램을 잘 마치고 무사히 귀국했습니다.
昨日の夜明け、すべてのプログラムを終え無事に帰国しました。

몽골 대초원에서 바람을 가르듯 말을 타고 달리며 호연지기를 키우고
モンゴル大草原で、風をきるように馬に乗って、走りながら浩然の気を育て

마음 깊은 곳에 꿈과 꿈너머꿈을 품고 돌아왔습니다. 
心の深いところに夢と夢を越えた夢を抱いて、戻ってきました。
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그동안 염려해 주신 아침편지 가족 여러분께 
この間、気遣っていただいた朝の手紙家族の皆さんに

진심으로 감사드립니다.
心から感謝いたします。

내일부터 그날그날 쓴
明日から、その日その日書いた

싱싱한 아침편지를 배달해 드리겠습니다.
いきいきする朝の手紙を配達いたします。

더-하다1
<1> [자동사]｛타동사·여 불규칙활용｝ (以前より)ひどくなる;激しくなる;重くなる;つのる。
<2> [자동사]｛타동사·여 불규칙활용｝ (以前より)もっと精を出す;より多くなる;より大きくなる。
형체 [形體]
[명사] 形体;物のかたち, また身体;姿;形。
안ː개
[명사] 霧;靄。
사라지다
<1> [자동사] (形や姿が)なくなる；消える；消えうせる；去る。
<2> [자동사] (ある考え·感情などが)消える;なくなる。
버금가다   劣らない
몰입 [沒入]
[명사·하다형 자·타동사] 没入。
<1> [명사·하다형 자·타동사] (ある事に)心を打ち込むこと;没頭。
건ː너-뛰다
<1> [타동사] 跳び越える;跳び渡る;跳び越す。
<2> [타동사] (順番を)とばす;抜かす。
어김없-이
[부사] 間違いなく;違わず。
염ː려 [念慮]
[명사·하다형 타동사] 念慮;心が置けないこと;心配すること。
채우다3
<1> [타동사] (いっぱいに)満たす;詰める。
<2> [타동사] (欲望などを)満たす;充足させる;肥やす。
말타기   馬乗り
호ː연지-기 [浩然之氣]
[명사] 浩然の気。
<1> [명사] 天地に充満する, 生命や活力のみなもととなる気。
싱싱-하다
<1> ｛형용사·여 불규칙활용｝ 生きがよい;生き生きしている。
<2> ｛형용사·여 불규칙활용｝ 鮮やかである;色がはっきりしている;みずみずしい。

미하이 칙센트미하이
Mihaly Csikszentmihalyi
ミハイ・チクセントミハイ（Mihaly Csikszentmihalyi, ハンガリー語：Csíkszentmihályi Mihály, 
1934年 - ）は、ハンガリー出身のアメリカの心理学者。
「幸福」、「創造性」、「主観的な幸福状態」、「楽しみ」の研究を行う。著書『楽しみの社
会学』（Beyond oredom and Anxiety : Experiencing Flow in Work and Play）でフローの
概念を提唱したことで知られる。著書は他に、楽しむということ（Beyond Boredom and 
Anxiety）スポーツを楽しむ—フロー理論からのアプローチ（Flow in Sports : The keys to 
optimal experiences and performances）　スーザン・ジャクソンとの共著、フロー体験喜び
の現象学。全米教育アカデミー、全米レジャー科学アカデミー会員。『エンサイクロペディア
・ブリタニカ』の編集顧問の一人。
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 2009년 8월 11일 보낸 편지입니다.(3,906조회)

예쁜 향주머니 
かわいいにおい袋

참 신기하다. 
きれいな不思議だ

그 오랜 세월 동안 건드리기만 해도 아팠던 
その長い年月の間、触れるだけで痛かった

장미 가시 같은 실연의 기억이 이제는 건드릴 때마다 
バラのとげのような、失恋の記憶が、今は触れるたび

은은한 향기를 내는 사랑의 추억이라는 
かすかな香りを出す愛の記憶という

예쁜 향주머니가 되다니. 우리가 
きれいなにおい袋になるなんて。私たちが

20년 전에 주고받았던 건 분명, 
20年前に取り交わしたことは、間違いなく

예쁜 사랑이었다.
かわいい愛だった。

- 한비야의《그건, 사랑이었네》중에서 -
- ハン・ビエの＜それは、愛だった＞より -

* 아픈 실연의 기억조차도 
* 痛い失恋の記憶さえも

시간이 지나 잘 아물면 예쁜 향주머니가 됩니다.
時間が過ぎ、よく癒えればかわいいにおい袋になります。

하물며 사랑과 감동과 감사의 기억은 오죽하겠습니까. 
まして、愛と感動と、感謝の記憶は、いかほどになるでしょうか。

사랑과 감동의 향주머니는 많을수록 좋습니다. 
愛と感動のにおい袋は、多いほどよいです。

언제든지 다시 건드릴 때마다 아픔이 아닌
いつでも、また触れるたび、痛みではない

사랑과 감사의 은은한 향기가 
愛と感謝のかすかな香りが

온 몸에 배어납니다.
全身に染み出ます。

＜メモ＞
오죽하다・・・てなんやろか？
いかほどになると訳してみました。
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におい-ぶくろ [匂(い)袋]  
[명사] 향낭. 향주머니. ((몸에 지니거나 방에 걸어 둠))
건드리다
<1> [타동사] (ある物に)触るか触れるかして動かす。
<2> [타동사] (言葉や行動で)人の心を傷つける;剌激する。
실연 [失戀]
[명사·하다형 자동사] 失恋。
은은-하다 [隱隱―]
｛형용사·여 불규칙활용｝ 遠くから聞える音がかすかなさま:隠々たり。
 이익이 이것밖에 안 되다니… → 밖에
利益がこれっぽっちだとは…。 
주고-받다
[타동사] 取り交わす。
아물다
[자동사] 癒える;治る。
하물며
[부사] まして;なおさら;いわんや。
오죽
[부사]<하다형 형용사> どんなに(か);如何に;さぞ;さぞかし;如何ほど。
배어내다   滲み出す
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2009년 8월 12일 보낸 편지입니다.

멘토(Mentor) 
メンター

우리 모두 
私たち全部

인생의 어느 때에 이르면 멘토가 필요하다. 
人生のあるときに至ればメンターが必要だ。

멘토란 우리를 안내하고 보호하며 우리가 아직 
メンターとは、私たちを案内して、保護し私たちがまだ

경험하지 못한 것을 체화한 사람이다. 멘토는 
経験してないことを、ストックした人だ。メンターは

우리의 상상력을 고취시키고 욕망을 자극하고 
私たちの想像力を、鼓舞させて、欲望を刺激して

우리가 원하는 사람이 되도록 기운을 북돋워준다. 
私たちが望む人になれるよう、気運を鼓舞してくれる。

멘토는 우리가 그를 필요로 할 때 나타나서 
メンターは私たちが、彼を必要とするとき、あわられて

우리 삶을 풍요롭게 해주는 대부나 
私たちの人生を豊かにする代父や

대모와 같다고 할 수 있다. 
代母のようだということができる。

- 플로렌스 포크의《미술관에는 왜 혼자인 여자가 많을까?》중에서 -
- フローレンス・フォークの＜美術館にはなぜ一人の女性が多いのか？＞より -

* 멘토가 있으신가요?
* メンターがいらっしゃいますか？

자기 아들딸처럼, 제자처럼, 친구처럼 
自分の息子、娘の様に、弟子のように、友達のように

전인적으로 돌봐주는 사람. 때로는 내가 꿈꾸었던 것 
全人的で、面倒を見てくれる人、時には私が夢見たこと

이상의 꿈을 이루도록 챙겨주고 지원해주는 사람.
以上の夢をかなえるように、面倒を見てくれて支援してくれる人

진정성이 있고, 사랑이 있고, 가슴이 따뜻하고, 
真正性であり、愛であり、胸が温かく

세상 보는 눈이 긍정적이고, 인내할 줄 알며
世の中を見る目が肯定的で、忍耐を分かるようになり

나를 이끌어주는 사람. 이런 멘토가 있는 
私を引っ張って言ってくれる人。こんなメンターがいる
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사람은 행복합니다. 행운아입니다. 
人は幸せです。幸せ者です。

(Mentor) 
仕事や人生に効果的なアドバイスをしてくれる相談者のこと
トロイ戦争に出てくる名教師の名前に由来
체화 [滯貨]
[명사] 滞貨;ストック。
고취 [鼓吹]
[명사·하다형 자·타동사] 鼓吹。
<1> [명사·하다형 자·타동사] 太鼓を打ち笛を吹くこと。
자ː극 [刺戟]
[명사·하다형 타동사] 刺激;刺戟。
북-돋우다
<1> [타동사] 植物の根元に土をかき上げてやる;培う。
<2> [타동사] 励ます;鼓舞する。
대ː부 [大富]
[명사] 大金持ち;大富豪。
대ː부 [代父]
[명사] 『가톨릭』洗礼を受ける者の信仰生活をたすける男の後見人；名付け親；
教父；ゴッドファ―ザ―。
전인적   全人的
진정 [眞正]
[명사·하다형 형용사] 真正。
<1> [명사·하다형 형용사] まちがいなくそれであるさま;何もまじっていないさま。
인내 [忍耐]
[명사·하다형 자·타동사] 忍耐;耐え忍ぶこと;こらえること。
행ː운-아 [幸運兒]
[명사] 幸運児。

플로렌스 포크で検索すると(Flerence Falk)だけど
미술관에는 왜 혼자인 여자가 많을까の原題が
On My Own : The Art of Being a Woman Alone (2007)から推察して
Florence Falkのつづりが正解みたい。
ちなみに邦題は「ひとりを選んだ女性たち」

フォーク，フローレンス［フォーク，フローレンス］［Ｆａｌｋ，Ｆｌｏｒｅｎｃｅ］
著述業。Ｐｈ．Ｄ．。心理セラピストとして米国トランスパーソナル心理学協会、ニューヨーク・
オープンセンター、ユング財団にてワークショップと講義を担当。『ソーホー・ウィークリー・ニュー
ス』、『コンパラティブ・ドラマ』、『パフォーミング・アーツ・ジャーナル』などの雑誌に執筆多数。
ニューヨーク在住
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2009년 8월 13일 보낸 편지입니다.(1,115조회)

처음 하듯이 
初めてのように

우리가 인생을 살면서 
私たちは、人生を生きながら

습관적으로 살기 쉽습니다.
習慣的にいきやすいです。

어떤 일을 하거나 사람을 만나거나 할 때에도 
どんな仕事をしたりとか、人と会ったりとかするときにも

처음 대하듯이 하기가 어렵지요. 우리가 가보지 않은 곳을 
初めてのようにするのが難しいですね。私たちが行ってみたことがないところを

처음 구경해보면 신기합니다. 그래서 자세히 봅니다.
初めて見物してみれば、目新しいです。それで、詳細に見ます。

인생도 그렇게 해보세요.
人生も、そうしてみてください。

신기한 마음으로 인생에 임해보세요.
目新しい心で、人生に挑んでみてください。

어떤 일이든 새로운 마음을 내서 
どんなことでも、新しい心を出して

정성을 다해서 처음 하듯이.
真心を尽くし初めてのように

- 법륜스님의《즉문즉설(3) 행복하기 행복전하기》중에서 -
- 法輪様の＜即問即設(3)幸せ、幸せの前＞より -

* 사랑하는 사람을 
* 愛する人を

처음 만났을 때의 그 설레는 마음,
はじめて会ったときのそのときめく心

어렵사리 직장을 얻어 첫 출근할 때의 그 벅찬 마음,
苦労して職場を得て、初めて出勤するときのその苦手な心

그 마음만 되살릴 수 있다면 모든 것이 신비롭고 경이롭고
その心だけ、よみがえらせることができれば、すべてのことが神秘的で、驚異的で

감사한 일입니다. 모든 일을 처음 하듯이 하는 것이
感謝したことです。すべてのことを、初めてのようにすることが

자기의 인격수양이요 진정한 명상이며,
自己の人格修養です。本当の瞑想であり

성공과 행복의 지름길입니다.
成功と、幸せの近道です。
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하듯이   するように
신기하다   不思議だ
임-하다 [臨―]
｛자동사·여 불규칙활용｝ 臨む。
<1> ｛자동사·여 불규칙활용｝ 目の前にする;風景や物に向かい合う;面する。
정성 [精誠]
[명사] 混じり気のない誠意;真心;至誠;誠;丹念。
스님
<1> [명사] 僧がその師を呼ぶ語。
<2> [명사] 僧に対する尊敬語。
설레
[의존명사] さわぎまわる動作;大はしゃぎ。
어렵-사리
[부사] 非常に困難に;ひどく苦労して。
にが-て [苦手]  
1. [명사] 다루기 벅찬 상대. 대하기 싫은 상대.
2. [명사] 서투름. 잘하지 못함.
되-살리다
[타동사] 蘇らせる;生き返らせる;蘇生させる。
신비-롭다 [神秘-]
｛형용사·ㅂ 불규칙활용｝ 神秘的だ。
경이-롭다 [驚異-]
｛형용사·ㅂ 불규칙활용｝ 驚くべきだ;ものすごい。
수양 [修養]
[명사·하다형 자동사] 修養。
명상 [瞑想·冥想]
[명사·하다형 타동사] 瞑想;目を閉じて静かに物事を考えること。
지름-길
[명사] 近道。
<1> [명사] 早く行ける道。
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2009년 8월 14일 보낸 편지입니다.(258조회)

몸을 부지런히 놀려라 
体をこまめに遊ばせなさい

몸을 부지런히 놀리는 데서 
体をこまめに遊ばせて

지혜와 순결이 온다. 나태로부터는 
知恵と純潔がくる。怠慢からは、

무지와 관능이 온다. 공부하는 사람에게 
無知と官能が来る。勉強する人に

관능은 마음의 게으른 습성이다. 깨끗지 못한 사람은 
官能は、心の怠慢な習性だ。きれいにできない人は、

열이면 열 게으른 사람이며, 난로 옆에 웅크리고 있는 
10なら、１０怠慢な人であり、難路の横に身をすくめてる

사람이며, 해가 떠 있는데도 누워 있는 사람이며, 
人であり、太陽が昇っていても横になっている人であり

피곤하지도 않은데 휴식을 취하는 사람이다.
疲れてなても、休息をとる人だ。

- 헨리 데이빗 소로우의《월든》중에서 -
- ヘンリー・デイヴィッド・ソローの＜ウォールデン＞より -

* 게으름이 만병의 근원입니다.
* 怠慢が万病の根源です。

몸만 불결해지는 것이 아니고, 온갖 잡동사니가 쌓여
体だけが不潔になることだけではなく、ありったけのガラクタがつまれ

마음도 머리도 혼탁해집니다. 피곤하지도 않은데 
心も体も、混濁してしまいます。疲れてもいないのに

휴식을 취해 버릇하면, 정작 휴식이 필요할 때
休息をとってしまいがちになり、いざ休息が必要なとき

갈 길이 없습니다. 동창에 해가 떴습니다.
あてがありません。同窓に太陽が昇りました。

얼른 일어나 몸을 부지런히 놀리십시오.
すぐ起きて、体をこまめに遊ばせてください。

몸을 움직여야 마음도 건강해집니다.
体を動かしてこそ、健康になります。

＜メモ＞
놀려라 は、「やすませて」かと思ったけど、最後の몸을 움직여야（体を動かしてこそ）
で、間違いに気づく。体を動かすなら、遊ばせてかなと訳を変えてみた。

＜単語＞
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부지런-히
[부사] まめまめしく;勤勉;せっせと。
놀리다
<1> [타동사] ‘놀다’の使役。
1. [타동사] 遊ばせる;休ませる。
순결 [純潔]
[명사·하다형 형용사] 純潔。
<1> [명사·하다형 형용사] けがれなく清らかなさま。
나ː태 [懶怠]
[명사·하다형 형용사] 怠惰;なまけ怠ること。
관능 [官能]
[명사] 『생물·생리』官能。
<1> [명사] 生物の生命を営む諸器官の機能。
개으르다
｛형용사·르 불규칙활용｝ 怠惰だ;怠けている。〔큰말〕게으르다
습성 [習性]
[명사] 習性。
<1> [명사] 習慣によってできた性質;くせ。
웅크리다
[타동사] (寒さやおそろしさのため)身をすくめる[縮める]。
월든(Walden)
 ソローは，二十八歳になる直前，村から遠いウォールデン湖畔に移った  → ウォールデン湖
소로는 28세가 되기 직전 마을에서 먼 월든 호반으로 옮겼다.
근원 [根源]
[명사] 根源。
<1> [명사] 源;水源。
불결 [不潔]
[명사·하다형 형용사] 不潔。
온ː갖
[관형사] あらゆる;すべての;いろいろの
잡동사니
[명사] 種々雑多なもの;がらくた;雑物。
혼ː탁 [混濁]
[명사·하다형 형용사] 混濁。
<1> [명사·하다형 형용사] (液体や気体に不純物が混じって)濁ること。
버릇-하다
<보조동사>｛여 불규칙활용｝ 動詞の語尾‘-아·-어·-여’に付いてその動作が習慣となることを表わす
語。
정ː작
<1> [부사] 本当に;実際に;いざ;まさに。
<2> [부사] (名詞的に)本当;本物。
동ː창 [凍瘡]
[명사] 凍傷;霜焼け。

Henry David Thoreau
ヘンリー・デイヴィッド・ソロー（Henry David Thoreau、1817年7月12日 - 1862年5月6日）は、
アメリカ合衆国の作家・思想家・詩人・博物学者
マサチューセッツ州コンコード市出身。ハーバード大学卒業後、家業の鉛筆製造業、教師、
測量の仕事などにも従事したが、生涯を通じて定職につかず、やがて学生時代に熟読した
『自然』の著者で超絶主義者のラルフ・ウォルドー・エマソンらと親交を結んだ。
自費出版した処女作『コンコード川とメリマック川の一週間』（1849年）は、若くしてこの世を
去った兄とのボート旅行をまとめた随想で、当時の社会には全く受け入れられなかった。
代表作『ウォールデン-森の生活』（1854年）は、二年二ヶ月におよぶ森での一人暮らしの記
録をまとめたものであり、その思想は後の時代の詩人や作家に大きな影響を与えた。
ソローの死後『メインの森』（1864年）や『コッド岬』（1865年）などの旅行記や、自然誌エッセ
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ー、日記、書簡集等、数多くの作品が出版されている。ソローの作品は、人間と自然との関
係をテーマにしたものが多く、自然文学、いわゆるネイチャーライティングの系譜に位置づけら
れる。
多くの著作に現在の生態学に通じる考え方が表明されており、アメリカにおける環境保護運
動の先駆者としての評価も確立している。日本においてもアウトドア愛好家などに信奉者が
多い。
ソローは奴隷制度とメキシコ戦争に抗議するため、人頭税の支払いを拒否して投獄されたこ
とがあり、その様子は「市民的不服従」としてマハトマ・ガンディーのインド独立運動やキング牧
師の市民権運動などに思想的影響を与えた。
なお代表作『ウォールデン-森の生活』は、日本で明治44年（1911年）に水島耕一郎によって
翻訳された後、21世紀の現在に至るまで多くの翻訳が出版され、代表的な翻訳は10数冊
（抜粋訳等を含めると約30冊）ある。原書のペーパブック版も購入し易い。
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2009년 8월 15일 보낸 편지입니다.

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 윤원기 님께서 보내주신 아침편지입니다.
今日は、ユン・ウォンギさまから、送っていただいた朝の手紙です。

개울에 물이 흐르다 
小川に水が流れる

아주 단순하게 
とても単純に

자신이 할 일을 고집스럽게 해 나갈 뿐이었다. 
自身がすることを、固執して出て行くだけだった。

마을로 다시 내려오다가 나는 개울에 물이 흐르는 것을 보았다. 
村に、また降りる途中で、私は小川の水が流れることを見た。

사람들이 기억하는 한 그 개울은 언제나 말라 있었다. 
人々が記憶している、一つそこの小川は、いつも乾いていた。

자연이 그렇게 멋진 변화를 잇달아 만들어 
自然がこのように、素敵な変化を相次いで、作って

내는 것을 나는 처음 보았다. 
出すことを、私は始めてみた。

- 장 지오노의《나무를 심은 사람》에서 - 
- ジャン・ジオノ＜木を植えた人（男）＞より -

* 묵묵히 나무를 심는 
* 黙々と木を植える

한 사람의 힘은 대단합니다.
一人の人間の力は、すごいです。

숲을 만들고 메마른 개울에 물이 흐르게 합니다. 
森を作り、不毛な小川に、水が流れるようにします。

개울에 물이 흐르기까지는 많은 세월이 필요합니다.
小川に水が流れるまで、たくさんの年月が必要です。

그러나 언젠가 먼 훗날 그곳을 찾는 사람들은 
しかし、いつか遠い後日、そこを訪ねる人たちは、

행복과 희망을 맛보게 될 것입니다.
幸福と希望を味わうようになるでしょう。

나무를 묵묵하게 심은 그 사람은 
木を黙々と植えるその人は、

존경받아야 합니다. 
尊敬を受けなければなりません。
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좋은 글 주신 윤원기님께
いい文章を下さったユン・ウォンギさまに

감사와 축하의 인사를 드립니다.
感謝と祝賀の挨拶をいたします。

- 광복 64주년 -
- 光復 64周年 -

오늘은 제 64주년 광복절입니다.
今日は、第64周年、光復節です。

힘이 없어 빼앗기고 짓밟힌 나라를 되찾기 위해 목숨 바쳐
力なく、奪われて踏みにじられた国を、取り戻すために、命をささげ

헌신하신 님들을 가슴 깊이 기리며, 205만 아침편지 가족 여러분
献身された人々を、心深くたたえ、205万の朝の手紙家族の皆さん

모두 의미있고 보람있는 하루를 보내시길 바랍니다.
すべて、意味ある、価値のある一日を過ごされることを望みます。

문밖에 태극기는 걸어 놓으셨나요?
門の外に、対極旗を掲げておきましたか？

- 아마동은 오늘도 모입니다.
- アマドン（朝の手紙マラソントンアリ）は今日も集まります。

좋은 주말 보내시고
いい週末を過ごし、

오늘도 내일도 많이 웃으세요.
今日も、明日もたくさん笑ってください。

개울
[명사] 谷川;小川;せせらぎ;小さな流れ。
고집 [固執]
[명사·하다형 타동사] 固執;かたく自分の意見を守って曲げないこと;我;意地。
잇ː-달다
[타동사] 相次ぐ;次から次へと続いて起こる。
메-마르다
<1> ｛형용사·르 불규칙활용｝ (土地が)干からびている;地味がやせている;不毛だ。
<2> ｛형용사·르 불규칙활용｝ (皮膚などが)かさかさしている;やせている;乾いている。
맛-보다
<1> [타동사] 味見をする;味を試す;すこし食べてみる。。
<2> [타동사] 味わう;体験する;経験する。
짓-밟히다
[자동사] ‘짓밟다’の受動:踏みにじられる;蹂躪される;踏みつけられる。
되-찾다
[타동사] 取り戻す;取り返す;元の状態にする。
바치다1
<1> [타동사] (神または目上の人に)あげる;捧げる;供える。
<2> [타동사] (ある対象に)心と体を捧げる;なげうつ;委ねる。
헌ː신 [獻身]
[명사·하다형 자동사] 献身;自分の身をささげて尽くすこと。
기리다
[타동사] 称える;賛える;賛辞を呈する。
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보람
<1> [명사] (その行為に値するだけの)しるし;甲斐;値打ち;効果。
<2> [명사] (忘れないようにするための;区別するための)目印;しるし。

장 지오노Jean Giono
ジャン・ジオノ　L'homme qui plantait des arbre
邦題は「木を植えた男」。。。カスタマーレビュー高し！
http://www.amazon.co.jp/木を植えた男-ジャン-ジオノ/dp/4751514318
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