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낯낯 길길 헤헤헤 즐즐즐 
なれない道をさまよう楽しさ

첫 등등, 첫 데데데, 첫 경경…. 
初登校、初デート、初体験

세세 모모 시시시 설설설 두두즐두두 시시시편. 
世の中の全ての始まりはときめきと、恐れで始まる

우우 언언언 새두새 길 위위위 길길 잘잘 들들들 두두두 
私たちはいつも新しい道の上で道を間違っていないか恐れ

시시데 더 걸걸들들 조조조편. 조편하 우우들시 낯낯 길길 
時間がかかるのかとあせる。しかし私たちは、なれない道を

헤헤헤 즐즐즐데 얼얼언 큰 것것편 잘 알두 있편. 
さまよう楽しさがどれだけ大きなことなのかよく分かっている

그 속위위 우우헤 넓넓편두, 생생편생 않시 
その中で私たちは広くなり、思いもよらない

행새들길 하언만 시편.
幸せに会うようになる

- 김김김김《너생 떠언보떠 언나 알만 될즐될》중위위 -
- キム・ドンヨンの＜君も旅立ってみれば、私をわかるようになるだろう＞より -

* 첫 경경경경
* 初体験のように

낯낯 길길 헤헤헤 것데 여행편편편.
なれない道をさまようことが旅行です

그그언 사사시 조하조하하 늘 그 첫 경경김 여행설 같같편편.
しかし実際は1日1日がづっと、その初体験の旅行のようです

아아위 눈길 뜨떠 설설설생 있두 두두즐생 편하다편편.
朝に目覚めれば、ときめきもあって、つらさも近づきます

두두즐보편헤 설설설두두, 조조조보편헤 여여여만,
恐れよりはときめきで、焦燥よりは余裕で

'오늘김 첫 경경생 참 여유조두 즐즐즐 것'데이헤 
'今日の初体験もとても有益で楽しいこと'だと

믿믿길 하편두 그그 조하김 여행길위 오오떠
信頼を持ってその日一日の旅行の道に到れば

그 모모 것데 행새데두 행행편편편.
その全てのことが幸運で幸せです

(2009년11월23일일 앙앙오앙일)
(2009年11月23日付アンコールメール)
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조조 [躁急]  
1. [명사·조편하 하형사] 躁急; 気持ちがいらだつさま; 焦るさま; せくさま; せっかち; 性急。
넓넓-편편  
1. [일김사] 広くなる; 広がる。
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내 안안 목목목 
私の中の声

우목우 남남남 
私たちが他の人々を

용용용편 못용못못 비비용비 되되 것것 
許せなかったり、非難するようになることは

우목 스스스우 자자안 마마마마마 용용용편 못용못못 
私たち自らが自身の心の中で許せなかったり

비비용되 목목목우 있있 때때때편. 그것것 우목 스스스우 
非難する声があるからだ。それは私たち自らが

살살살살마 만만 것것스 일일안 경경마마 
生きてきながら作ったことで、一種の経験から

비비비 것때편.
始まったことだ

- 배배배안《사사, 심목심마 길남 묻편》중마마 - 
- ペ・ジェククの＜愛、心理学に道を問う＞より -

* 천사안 목목목목 내 안마마 못살나,
* 天使の声も私の中から出て

악마안 목목목목 편다살다 내 안마마 못나편편.
悪魔の声も他でもない私の中からでます

똑똑것 경경목 내 안마마 어어비 삭때나 녹때녹녹마 따따
同じ経験も私の中でどのように消化し、溶かすかによって

못살되 목목목우 전전 편다편편. 살아목 '못나 경경'목 
出てくる声がまるで違います。いくら'悪い経験'も

스스스 잘 녹때살 '좋것 경경'것스 바바편편. 
自らがよく溶かせば'いい経験'に代わります

내 안안 목목목목 천사천천 바바나
私の中の声も天使のように変わって

인인목 살다아비 바바편편. 
人生も美しく変わります

(2009년11월27일자 앙앙앙앙일)
(2009年11月27日付アンコールメール)

비비-용편  
1. [자자사][타자사·여 불불불불용] 始まる。
2. [자자사][타자사·여 불불불불용] 最初となる; 初めとする。
삭때편  
1. [타자사] 消化させる; こなす。
2. [타자사] 静める; 和らげる。
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녹편  
1. [자자사] 溶ける; 解ける; 溶解する; 液体になる。
2. [자자사] とける; 溶ける; 溶解する。
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고고고 즐즐편 
孤独を楽しむ

나나 이이이 
私もときおり

편고지지 고고고 때때 있편.
ひどい孤独のときがある

주주주 아아아 좋좋 사사이 많아나 걷걷고 수 없이 
周りにいくらいい人が多くても、どうすることもできない

밀밀밀밀 것이 바바 고고이편. 그그그 나밀 고고이 찾아찾찾 
押し寄せることがまさに孤独だ。だから、私は孤独が訪ねてきたら

그것고 즐즐밀 법고 애애애편. 고고지편고 슬슬지슬나 
それを楽しむ方法を愛用した。孤独だと悲しんだり

우우애 감감주 빠편밀지 아편아 내 마마고 찬찬찬 
憂鬱な感情に陥るのではなく、私の心を少しづつ

들들편 보밀 것이편. 고고이 찾아찾 순순좋 
眺めてみることだ。孤独が訪ねてきた瞬間は

일일주 잠잠 쉼쉼쉼 찍고 수 있밀 소소애 
日常にちょっと終止符を打つことができる大切な

즐조나 된편. 고고고 즐즐 수 있밀 
機会にもなる。孤独を楽しむことができる

순순이편.
瞬間だ

- 고나고고《사사사편편 감사사편편》소주그 -
- コ・ドウォンの<愛します。ありがとう>より -

* 때바밀 고고감주 뼈때 잠시편편.
* たまには孤独感が骨身にしみます

황황애 들들주 홀바 선 나아나나 너아 춥춥편편.
荒涼な原っぱに一人で立った木のようにとても寒いです

사사좋 많좋많 사사주 대애 그아그이 사아사편편.
人は多いが、人に対する懐かしさがしみます

혼혼 있고 때주 비바소 느느편밀 그 절절애 그아그이
一人でいるときに、ようやく感じるその切実な懐かしさが

영혼고 찾아때밀 내찾고 깊좋 명일명바 이이편고,
魂を探していく内面の深い瞑想でいたり

새바새 창조고 잠순명바 승승승편편.
新しい創造の時間で昇華されます
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그그그 고고고 즐즐지 승편편.
それで、孤独を楽しむようになります

걷걷고 수 없편  치
1. [관애관] 収拾できなくなる; どうすることもできない。
밀밀-들편  
1. [혼자사] 押し寄せる; なだれ込む; 殺到する。
황황 [荒凉]  
1. [명사·지편하 하애사] 荒涼; 荒れ果ててものさびしいさま。
들ə-들2  
1. [명사] 野原; 平野; 原っぱ。
홀바  
1. [부사] 独り; 独りで; 単独で; 孤立して。
그아그  
1. [명사] 恋しさ; 懐かしさ。
사아치편  
1. [혼자사] 染みる; しみ通る；(心に)徹する。
절절-지편 [切切―]  
1. [하애사·들 불불불불애] 感情に訴えるさま。
2. [하애사·들 불불불불애] 真剣なさま。
승승 [昇華]  
1. [명사·지편하 혼자사] 昇華。
2. [명사·지편하 혼자사] 固体が液体にならないで, 直接気体になること。
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실실실 감감감 용용 
失敗をやりこなす勇気

"최최최 가가가가 
"最初の教えを

시시시용 전전 한 가편 
始める前に一つ

감당시당 싶싶 게 있있." 마마마가 말말편.
頼みたいことがある”魔法使いが言った

"일일 길가 발발시게 되되 두두두두두 안 되있. 
"一旦道を発見すれば、恐れてはいけない

실실실 감감감 용용용 필필두. 실실실 패패감, 
失敗をやりこなす勇気も必要だ。失望と敗北感

좌좌싶 신신신 길가 드드드 보보보 데 
挫折は神が道を示し見せるとき

마용시보 용도일도." 
使用する道具だ"

- 파파파 코코코최《브브편》중전신 -
- パウロ・コエーリョの<ブリーダ>より -

* 실실시편실 마사보당,
* 失敗するから人間で

마사보편실 실실시게 됩편편.
人間だから失敗をします

가당가 시보 길보 정정 바바 길보길되
行こうとする道が、本当に正しい道なら

실실실 두두두시편 않보 용용가 필필필편편.
失敗を恐れない勇気が必要です

모모 실실실 좌좌전보 반드시 뜻보 있있편편.
全ての失敗と挫折には必ず意味があります

그 뜻가 발발시당 편시 출발시보 것보
その意味を発見して、もう一度出発することが

진정한 용용편편편.
本当の勇気です

감감 [堪當]  
1. [명마·시편하 타타마] 物事をよくやりこなすこと; うまくやりとげること。
감당 [當付]  
1. [명마·시편하 타타마] 頼むこと; 頼み。
마마-마 [魔法師]  
1. [명마] 魔法使い。
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정정 [丁寧·叮嚀]  
1. [당마] ほんとうに; 何が何でも; どうあっても; 間違いなく
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절절 
絶頂

진절진진 운운 좋좋 사사사운
本当に運がいい人だけが

생생생 단 몇 번 절절절 경경경경 산편.
生涯にただ数回の絶頂を経験して生きる

편지 운 순순 나나 그그 경나생 도도도 있편. 
今この瞬間私は、その中の一つに到達している

자자운, 온 우우우, 내내 아아아도 요요경편 않진않않 
自然が、宇宙が、私がなにも要求せず

그 최최최 모모절 보보우나 순순. 
その最上の姿を見せてくれる瞬間

우가 깊좋 속속절 숨숨숨운 
一番深い肉体をありのまま

내우나 순순.
出してくれる瞬間。

- 오오오최《바사운 우우우 데데편우데편》그생않 -  
- オ・ソヒの<人が私たちを連れて行ってくれるだろう>より -

* 산도 절최정편 우가 올올편 할 수 있모편편.
* 山も絶頂まで行くと、登ったということができます

그그가 산 전전우 보운보 산 너너도 바바바 수 있모편편.
そうしてこそ、全体がみえて、山を越えて見渡すことができます

삶도 사사도 마마우편편편편. 어어 순순 화산화화 터터오터나 
人生も愛もおなじです。ある瞬間火山のように起こる

절절최 경경운 그요중편편. 그 생너편우 그그 경하우, 
絶頂の経験が重要です。そのエネルギーがその日一日を

때진나 평생 동동 몸몸 영영절 따따따 덥덥 줍편편.
たまには一生の間の体と魂をあためてくれます

그 절절절 잃어잃잃 채 나운우 먹먹편않 
その絶頂を忘れたまま、年をとれば

편지 세월운 너아 억억할 뿐편편편.
過ぎた歳月がとても悔しいだけです

참 억억중편편. 눈눈나내...
本当に悔しいです。涙が出るほど

속ə-속  
1. [명사] 着物で隠されている肌。
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2. [명사] 実際の肉体。
숨숨-숨운  
1. [부사] 隠さずに; ありのまま。
터ə편편  
1. [자동사] 起こる; 勃発する; 突発する。
2. [자동사] 裂ける; 割れる; ひびがいく; ひび割れる。
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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 이이이이이이 보보매보 아아편편 편편편.
今日は、イ・ヒョジョンさまから、送っていただいた朝の手紙です。

어어보편 더 멋멋 오오오 나 
昨日よりさらに素敵な今日の私

'시시'보편 필토필 것오 '나아나'이편.
'時計'より必要なことは'羅針盤'だ

삶오 성성이성 퍼퍼오 마편마 피피아 채채채 때 
人生の成功とは、パズルの最後のピースを満たしたとき

판독판 나나 것이것 때때이편. 그그것그 '얼마나 빨빨 
是非が決まるためだ。だから'どれだけ早く

독가가'보편 '올올올 방방방방 독가 있가가'독 훨훨 중토중편.
行くのか'より'正しい方向にいっているのか'がさらに重要だ

나아독 나아나보편 더 필토필 것이 있편있 '거거'이편.
ひいては羅針盤より重要なことがあったら'鏡'だ

'편지 보독 어어 그그채 그빨가 있나독'아 
'今私がどんな絵をかいているのか'を

수시방 돌아 볼 수 있어있 중것 때때이편.
いつでも振り返らなければならないからだ

- 김김김오《아아편아 청청이편》중그이 - 
- キム・ナンドの<痛いから青春だ>より -

* 세시 최가오 보보보더아 꿈꿈나 
* 世界最高のボディビルダーを夢見る

저오 친친나 항항 독것 몸 사멋채 찍찍편편. 
私の友人はいつも自分の体の写真をとります

이이아 물방있 어어보편 더 나아멋 독보오 모찍채 남남남것
理由を聞いたら、昨日よりさらによくなった自身の姿を残しておく

위배이위가 합편편. 그 친친나 이이 책채 읽편 않아김, 
ためだといいます。その友人はこのような本を読んでなくても

누독 독가가 매편 않않나않김 이이 시시보편나 
誰か教えてくれなくても、すでに時計より

나아나채 들가 편편가, 매일 독것아 
羅針盤を持っていて、毎日自身を

올위보나 멋멋 친친편편편. 
眺めている素敵な友人です。
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20110226.txt
어어  
1. [명사] 昨日。
판독판-나편  
1. [독자사] 是非·優劣が決まる。
수시 [隨時]  
1. [명사] 随時。
2. [명사] 好きな時にいつでも。
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