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후회 
後悔

"안 해본 일이 많은 건 후회되지 않아. 
”してないことが、多いことは後悔（されない）しない

제대로 해본 일이 없는 게 정말 후회돼."
まともにやってみたことがないことが、本当に後悔される”

어느 블로그에서 본, 죽음을 앞둔 말기 암 환자의 말이다. 
あるブログでみた、死を迫った末期がん患者の言葉だ。

그렇다면 나는 어떤 후회를 가장 크게 하게 될까? 
そうだとすれば、私はどんな後悔を一番大きくするようになるか？

그것은 아마도 '사랑'이지 싶다. 
それは、多分”愛”かも知れない。

"사랑을 많이 해보지 않은 것은 괜찮아. 
”愛をたくさんして見ないことは、問題ない。

하지만 제대로 사랑해 본 일이 
しかし、まともに愛してみたことが

없는 것은 정말 후회돼."
ないことは、本当に後悔される”

- 권소연의《사랑은 한 줄의 고백으로 온다》중에서 - 
- コン・ソヨンの＜愛は、一つの線の告白で来る＞より -

* '돈 있고 시간 있을 때 사랑해야지'하면 
* '金があって、時間が有るとき愛せ”をすれば

끝내 못합니다. 평생 회한과 후회만 남습니다.
結局できません。一生悔恨と、後悔だけ残ります。

뜨거운 가슴과 미완의 꿈만 있어도 사랑을 할 수 있습니다.
熱い心と、未完の夢だけあれば、愛することができます。

문제는 용기입니다. 스탕달의 말처럼 '낭떠러지 끝에까지 
問題は、勇気です。スタンダールの言葉のように’断崖の終わりまで

가서 꽃을 따는' 용기만 있으면 사랑을 할 수 있습니다.
いって、花をとる’勇気だけあれば、愛することができます。

사랑도 때가 있습니다. 그 때를 놓치면 땅을 치고
愛にも時があります。そのときを逃せば、地を打ち

후회해도 소용 없습니다. 회한과 후회를 넘어 
後悔しても、しょうがありません。悔恨と、後悔をこえて

비통한 마음만 오래 남습니다.
悲痛の心だけが、長く残ります。
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제-대로  
<1> [부사] 完全に整っているさま:ちゃんと;きちんと;立派に;よく。
<2> [부사] 思うままに;好都合に;うまく;十分に。
앞-두다  
[타동사] 控える;目前に迫る
줄1  
<1> [명사] 綱;縄;紐;(楽器の)弦などの総称。
<2> [명사] 線;ライン。
회ː한 [悔恨]  
[명사·하다형 타동사] 悔恨;過ちを後悔し残念に思うこと。
낭-떠러지  
[명사] 絶壁;断崖。
따다1  
[타동사] 取る。
<1> [타동사] (木の実などを)もぐ;もぎ取る。
소ː용 [所用]  
[명사] 所用;(何かに)用いられること;入用;入り用;必要;使いみち。

스탕달
スタンダール（Stendhal、1783年1月23日-1842年3月23日）は、グルノーブル出身
のフランスの小説家。本名は、マリ＝アンリ・ベール（Marie Henri Beyle）という。ペ
ンネームのスタンダールはドイツの小都市・シュテンダルに由来すると言われている。
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아름다운 경쟁 
美しい競争

경쟁 상대를 
競争相手を

무리한 방법으로 따라 붙으려고 하지 말라. 
無理な方法によって、追いつこうとするな

상대방이 하는 일과는 전혀 다른 분야에서 
相手方がすることとは、全然違った分野で

능력을 발휘할 수 있도록 노력하라. 
能力を発揮できるように努力しなさい。

나태하지 않고 평소에 준비해 두면 
怠惰せず、日ごろから準備しておけば、

마지막 순간에 치고 나갈 수 있는 
最後の瞬間に打って出ることができる

힘이 될 것이다.
力になるだろう。

- 엔도 슈사쿠의《나를 사랑하는 법》중에서 - 
- 遠藤周作の＜私を愛する法＞より -

* '상대방을 이기는 것'만이 능사가 아닙니다.
* '相手方に勝こと’だけが、能力のある人ではありません。

상대방이 하는 일을 소리소문 없이 도와 그가 성공하고,
相手方が、することをこっそり助けて、彼が成功して

그의 도움을 받아 나도 함께 성공하는 것도 능력입니다.  
彼の助けを受け、私も一緒に成功することももう力です。

앞서가는 사람을 붙잡거나 따라잡는 경쟁이 아니라
先に進む人を、捕まえたり、追いつく競争ではなく

서로 도와 각자 자기 분야에서 앞서갈 수 있도록
お互い助け、各自、自身の分野で先に進めるように

협력하는 것, 그것이 진정 아름다운 
協力すること、それが、本当の美しい

21세기형 경쟁입니다.
２１世紀型の競争です。

오늘도 많이 웃으세요.
今日もたくさん笑ってください。

경ː쟁 [競爭]  
[명사·하다형 자동사] 競争;優劣や勝ち負けなどを競うこと。
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붙다1  
<1> [자동사] くっ付く;張り付く。
<2> [자동사] 寄せる;詰める。
나ː태 [懶怠]  
[명사·하다형 형용사] 怠惰;なまけ怠ること。
능사 [能士]  
[명사] 能士;才能のある人。
소리 소문도 없이  
《관용구》 なんの知らせもなく;人の知らぬ間に;こっそり;ひそかに。
따라-잡다  
[타동사] 追い付く。
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익숙한 사이 
親しい間柄

친한 사이일수록 
親しい間柄であるほど

예의가 중요하고, 사람을 사귈 때도 
礼儀が重要で、人と付き合うときも

적절한 거리를 유지하는 것에 신경을 써야 한다. 
適切な距離を維持することに、神経を使わなければならない

누구나 다른 사람이 침범하지 않았으면 하는 
誰か他人が、侵犯しなければと思う

개인적인 영역이 있기 때문이다. 아무리 
個人的である領域があるからだ。いくら

가까운 사이라고 해도 '선을 넘으면' 
近い間柄だとしても’限度を越えれば’

관계가 오래 지속되지 못한다. 
関係が、長い間持続できない。

익숙해질수록 상대방을 
親しくなるほど相手方を

새롭게 바라보고 
新しく眺めて

배려해야 한다.
配慮しなければならない

- 사이토 시게타의《유쾌한 카리스마》중에서 -
- 斎藤茂太の＜愉快なカリスマ＞より -

* 친해지면 자칫 소홀해지기 쉽습니다.  
* 親しくなれば、ちょっとないがしろにしやすいです。

가까워질수록, 익숙해질수록 더 조심해야 합니다.
ちかくになるほど、親しくなるほど、もっと気をつけなければなりません。

그래야 그 가까운 사이가 깊어지고 오래갑니다.
そうしてこそ、その近い間柄が深くなって、長続きます

그러기 위해서는 늘 새로운 다짐이 필요합니다.
そうするためには、いつも新しい約束が必要です。

'오늘도 처음 마음으로 사랑하고 존경하자!'
'今日も初めての心で愛し、尊敬しよう！'

여기에 한 가지 더하여 다짐하십시오. 
ここに、１つ付け加えて約束しましょう。
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'더 잘 살피고 조심하자!'
'よく見守って、気をつけよう

익숙-하다  
<1> ｛형용사·여 불규칙활용｝ 手慣れている;熟練している。
<2> ｛형용사·여 불규칙활용｝ 再三見たり聞いたりして判然としている。
사귀다  
[자동사][타동사] 付き合う;交わる;交際する;親しくなる;仲よくする;知り合いになる。
적절 [適切]  
[명사·하다형 형용사] 適切;(目的·状況·礼儀などに)かなっていること。
침범 [侵犯]  
[명사·하다형 타동사] 侵犯;他国の領土·権利などを侵すこと。
영역 [領域]  
[명사] 領域。
<1> [명사] 国家の主権の及ぶ範囲。
선 [先]  
선을 넘다  
<1> 《관용구》 境界線を越える。
<2> 《관용구》 限度を越える。
자칫  
<1> [부사] (ある物事がほんの少し食い違っていることを表わして)万が一;ちょっと。
<2> [부사] やや;少し。
소홀 [疏忽·疎忽]  
[명사·하다형 형용사] 不徹底;疎かなさま;いいかげんなさま;なげやりなさま;
なおざりなさま;手抜かりがあること。
오래가다   長続きする
다짐  
<1> [명사·하다형 자동사] 念を押すこと;念おし;確約;約束;誓い。
<2> [명사·하다형 자동사] (基礎などを)固めること。
살피다1  
<1> [타동사] 注意してよく見る;うかがう;見回す;調べる。
<2> [타동사] 観察する;推察する;探る。

斎藤茂太
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고향집 고갯마루 
故郷の家の峠

누구나 숨가쁘게 올라왔던 길. 
誰でも、息が切れて登ってきた道

알고 있는 이름은 한두 개뿐인 야생초들이 
分かっている名前は、ひとつ、二つだけの野草が

계절을 다투며 피어나기를 주저하지 않던 길. 
季節を争いながら、咲き始めるのを躊躇しなかった道

올라갈 적보다 내려갈 때 바라볼 것이 더 많은 길. 
登っていくことより、降りるとき眺めることが多い道

내려가는 길이 아무리 멀고 깊어도 산골 두메에 
降りる道が、どんな遠く深くても、僻地の山里に

옹기종기 모여 앉은 고향 마을이
一段となって集まった故郷の村が

먼발치로 바라보이던 길.
少し遠い足元に見渡した道

- 김주영의 《젖은 신발》중에서-
- キム・ジュヨンの＜ぬれる履物＞より -

* 때가 되면 찾아가는 길.
* 時が来れば、やってくる道

아, 주름진 어머님이 쉬시던 길.
あ、しわになった母が休んだ道

그리움과 고단함과 애달픔이 배어 있는 길.   
懐かしさと、疲れと、不憫さがしみている道

먼 타관생활에 지친 몸, 온갖 시름 다 내려놓고  
遠い地方生活にくたびれた体。あらゆる憂いをおろして

고갯마루에 오르면 마음에 평화가 찾아옵니다.
峠に上れば、心に平和が訪れます。

고향집 고갯마루만 머리에 그려도 
故郷の家の峠だけが、頭に描いても

어머님이 보입니다.
母が見えます。

- 추석 연휴 잘 보내세요 -
- 秋夕（チュソク）連休よくお過ごしください -

한가위 추석 연휴를 맞아
中秋の秋夕連休を迎え
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고향길에 오르는 분들이 많이 계시겠지요?
故郷に上る方々がたくさんいらっしゃるでしょう？

모처럼 가족 친지들과 만나 좋은 시간 보내시길 빕니다.
せっかく（なので）家族、知人たちとあう、いい時間をすごされるように望みます。

아침편지도 이틀 쉬겠습니다. 
朝の手紙も２日休みます。

내일과 모레 쉬고 5일(월)에 뵙겠습니다. 
明日とあさって休んで、５日（月）にお目にかかります。

고향길 잘 다녀오세요.
故郷の道、行ってらっしゃい。

오늘도 내일도 연휴 기간 내내
今日も、あすも、連休期終始

더 많이 웃으세요
たくさん笑ってください。

고갯-마루  
[명사] 峠の一番高い所。
 숨이 가쁘다. → 가쁘다
息が切れる。 
한-두  
[관형사] 一つか二つくらいの。
야생초   野草
다투다  
<1> [자동사][타동사] (地位·権力·優劣などを)争う;競う;競り合う;戦う。
<2> [자동사][타동사] (是非·利害関係をめぐって)争う;もめる;ごたごたする;
いがみあう;言い争う;論争する。
피어-나다  
<1> [자동사] (花などが) 咲き始める。
<2> [자동사] (消えかけた火が)再び起こりかける。
두메 산골 [―山―]  
[명사] 僻地の山里。
옹기-종기  
[부사·하다형 형용사] (大きさの違う多くのものが)可愛らしく集まっているさま。
먼ː-발치  
[명사] すこし隔たった所。
젖다2  
<1> [자동사] 濡れる;湿る。
<2> [자동사] (ある状態に)浸る;染まる。
신발  
[명사] 履物。
주름  
<1> [명사] (顔などの)皺。
<2> [명사] (衣服の)ひだ;折り目。
고단-하다  
｛형용사·여 불규칙활용｝ 疲れている;くたびれている;疲れてだるい。
애달프다  
<1> [형용사] 心がつらくて痛い;痛ましい;切ない;哀切だ;ふびんだ。
<2> [형용사] 非常に気の毒だ。
배ː다1  
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<1> [자동사] (液体が)しみこむ;渗む;染みる。
<2> [자동사] (仕事などが)慣れる;身に付く;なじむ;板に付く;くせになる。
타관 [他關·他官]  
[명사] 他郷；ほかの地方。
지ː치다1  
[자동사] (力のいる仕事や苦しみなどで)疲れる;へとへとになる;くたびれる;飽き飽きする。
온ː갖  
[관형사] あらゆる;すべての;いろいろの。
시름  
[명사·하다형 타동사] 憂い;愁い;心配;不安;悩み;物思いに沈むこと。
한-가위  
[명사] 中秋;陰暦の8月15日。
모처럼  
<1> [부사] せっかく;わざわざ。
<2> [부사] やっと;久し振りに;久々に。
친지 [親知]  
[명사] 親しく知り合うこと, また親しい知人。
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