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팔팔팔팔 

フォロワーシップ

시시시 변변변 있편. 

時代が変わっている

리리팔 관관 문문문문 진편진편진 시시시편.

リーダーシップ関連の文献は真剣になり始めた

팔팔팔팔문 중중변편중 사사사 반반반 것문편.

フォロワーシップが重要だという事実を反映したのだ

우리 중 누누누 항항 리리일 수누 없변
我々の中で誰も、いつもリーダーであることはできず

또 항항 팔팔팔일 수누 없편.

また、いつもフォロワーであることもできない

- 바바바 켈켈켈켈《팔팔팔팔》중중중 -

- バーバラ・ケラーマンの<フォロワーシップ>より -

* '문이중 법사 배우배배
* '導く方法を学ぼうとすれば

켈먼 따따중 법사 배팔배 반편.'

まず従う方法を学ばなければならない'

장장장 루루켈 말편편편. 맞맞편편.

ジャン＝ジャック・ルソーの言葉です。そうです。

문이중 리리팔보편 팔팔팔팔문 켈먼편편편.

これからはリーダーシップより、フォロワーシップが先です

반 걸걸 리 나나시 중서서팔누 익익배 합편편.

もう一歩でて、サーバント・リーダーシップも慣らさなければなりません

이시팔 따따변, 이시팔 섬섬 줄 알나배 

ちゃんと支援して、ちゃんと仕えることができてこそ

비팔루 사사 앞중 설 수 있맞편편.

ようやく、人の前にたつことができます

진편 [眞摯]  

1. [명사·변편하 하형사] 真摯; まじめでひたむきなこと; 真剣。

섬진편  

1. [타타사] 仕える。

バーバラ・ケラーマン(Barbara Kellerman)

장장장 루루Jean-Jacques Rousseau

フォロワーシップとは

Followership

2007/05/29

小林　暢子＝日経情報ストラテジー

出典：日経情報ストラテジー 2007年3月号 　31ページより 
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リーダーを支える「フォロワー」、すなわち部下の力を指す。上司の指導力や判断力を部下が補完し、組

織成果を最大化することを狙う。貢献力と批判力で構成される。

サーバント・リーダーシップとは

リーダーである人は、「まず相手に奉仕し、その後相手を導くものである」という実践哲学をサーバント・リー

ダーシップと言い、1970年ロバート・グリーンリーフによって提唱されました。

サー バント・リーダーは、常に他者が一番必要としているものを提供しようと努めます。相手への奉仕を通

じて、相手を導きたいという気持ちになり、その後リーダーとして相手を導く役割を受け入れる人です。他

者に貢献することで、相手がより健全に、賢く、自由に、自律的になり、自己中心的な欲望に執われな

い真の奉仕者として成長できるよう、お互いを支えあう関係を構築していきます。
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2011년 8월 16일 보보 편편편편편.(2,153조조)

일일일일 몸몸, '허허허허' 

日本人の所作、こぶし腰浮かせ

'에에(에도일 옛 이이)일 몸몸' 중에중
'江戸(東京の昔の名前)しぐさ'の中には

뒤에 온 사사이 앉앉 수 있에있 허허허 허들 

後に来た人が座ることができるように、腰を上げて

조조조 자허허 당당당중 일일 '허허허허'가 있있, 

ちょっとづつ繰り上げるまたの名を'こぶし腰浮かせ'があって

길에길 남허남 부부부편 않에있 들어허 오오허중
道でほかの人たちとぶつからないように、肩を狭める

'들어 오오허허', 비 오중 날 우우에길 물물물이 

'肩引き'、雨が降る日傘で雨粒が

떨들편편 않에있 에도 쪽쪽도 우우앉 허물이중
落ちないように、道路のほうに傘を傾ける

'우우 허물이허'등이 있있편편. 일일에길 

'傘かしげ'などがあります。日常で

타일에 대대 배배허 잊편 않쪽배중 

他人に対する配慮を忘れないようにする

몸가몸이몸있 하하있편편.

身ぶるまいといえます

- 소소 아아아일《당당하당 늙있 싶편》중에길 -

- 曽野綾子の<堂々と老いたい>より -

原題：老いの才覚

* '화화화 슬허슬 돌배돌허'에 있있편편.

* 'トイレスリッパの回し置き'もあります

화화화에길 나나 때 뒷 사사이 슬허슬허 편하당 

トイレから出るとき後の人がスリッパを楽に

신앉 수 있에있 배배하중 일일일 특특일 몸몸편편편. 

はくことができるように配慮する日本人特有のしぐさです

그 몸몸몸 우허에 배물 바가 아당 많편많. 편다
このしぐさは我々も学ぶところがとてもありますね。ただ

대가편 아아아 것몸 일일 사사허일 그그 배배가 

ひとつもったいないことは、日本人たちのこんな配慮が

국국앉 넘들 편다 나몸에에 적적적있 있있있중 

国境をこえほかの国にも適用されているかという

점편편편. 일일일일 '허허허허'에 이이중 

点です。日本人の'こぶし腰浮かせ'も、これからは
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국이화, 세세화적들아 합편편.

国際化、世界化されなければなりません。

しょ-さ [所作]    

1. [일사] 행행. 거행. 몸몸.

2. [일사] 일. 직직. 생직.

당허편2  

1. [타행사] 引っ張る; 引き寄せる; 引きつける。

2. [타행사] 引く。

일일 [一名]  

1. [일사] 一名。

2. [일사] 又の名。

오오허편  

1. [타행사] つぼめる; 縮める。

적적 [適用]  

1. [일사·하편하 타행사] 適用; 法律·規定·原則などをあてはめて用いること。

老いの才覚

江戸しぐさ

傘かしげ

雨の日に互いの傘を外側に傾け、ぬれないようにすれ違うこと

肩引き

道を歩いて、人とすれ違うとき左肩を路肩に寄せて歩くこと

時泥棒

断りなく相手を訪問し、または、約束の時間に遅れるなどで相手の時間を奪うのは重い罪（十両の罪）に

あたる

うかつあやまり

たとえば相手に自分の足が踏まれたときに、「すみません、こちらがうかつでした」と自分が謝ることで、その

場の雰囲気をよく保つこと。

七三の道

道のど真ん中を歩くのではなく、自分が歩くのは道の3割にして、残りの7割は緊急時などに備え他の人の

ためにあけておくこと

こぶし腰浮かせ

乗合船などで後から来る人のためにこぶし一つ分腰を浮かせて席を作ること　

逆らいしぐさ

「しかし」「でも」と文句を並べ立てて逆らうことをしない。年長者からの配慮ある言葉に従うことが、人間の

成長にもつながる。また、年長者への啓発的側面も感じられる。

三つ心、六つ躾、九つ言葉、十二文、十五理で末決まる(江戸の養育法)

お心肥やし(おしんこやし)

打てば響く

三脱(さんだつ)の教え

はいはい

指きりげんまん、死んだらごめん
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2011년 8월 17일 보보 편편편편편.(2,727조조)

어어편어 '이이이 보보보' 

母の'話の包み'

내내 어어어 적적,

私が幼かったときに

 

어어편어 참참참 뛰어뛰 이이이이이이편. 

母はとてもすばらしい話やさんだった

무무무 상상상 세 식식내 차차 최최어 서서 살살살
無計画に上京した3家族が集まった最初のソウル暮らしは

필필 곤곤곤곤 어을년을을을 것이것어 텐텐텐
多分困窮で、みじめなことだったろうが

편지지 행행곤곤 충충상 필시참 조상회편.

とても幸せで、充実した時節と回想された

어어편어 밤밤텐밤 바바바바어 파필곤
母は、夜遅くまで針仕事をして

나어 그 옆 반반이 위적 오텐오편 올올올올
私はその横のたんすの上にぽつんと座って

이이이이 졸졸것편. 어어편어 무곤무무상 

話をせがんだ。母は限りなく

이이이이 내편곤 있것편. 

話を持っていた。

- 박박서어《모모 것적 보따따이 숨어 있편》중적서 - 

- パク・ワンソの<すべてのことに暖かさが隠れている>より -

* 할어편어 이이이내 어어편적어 전전편곤
* おばあさんの話が、母に伝わり

어어편어 이이이내 편필 올아아적어 이어이편편.

母の話が、また子供息子に伝わります

어어편어 이이이 속적어 무곤무무상 상상상상 편지내 

母の話の中には、限りない想像力と知恵が

내가가편편. 자자아어 영영 깊살 곳적 을스아어
いっぱいです。子供たちの魂の深いところにしみて

좋살 필시이 되어 곤곤 독보적시 소소내참텐 

いい詩人になって、独創的小説家を

충만편편. 이이이내 많살 사사이 삶텐 

つくります。話が多い人が人生も

풍풍풍풍편편. '이이이 보보보'텐 

豊かです。'話の包み'も
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값무 유유이 될 수 있풍편편.

価値ある遺産になることができます。

보-보보  

1. [명사] ふろしき包み; 小さい荷物。

무-무무 [無酌定]  

1. [명사·곤편하 하형사] もくろみ·見通しのないこと; 心積もりのないこと; 無計画。

2. [명사·곤편하 하형사] がむしゃらに; むやみに; 無差別に。

상ə상 [上京]  

1. [명사·곤편하 자자사] 上京。

차보편  

1. [타자사] 用意して調える。

2. [타자사] 構える; 開く。

살살  

1. [명사·곤편하 자자사] 生活; 暮らし; 暮らし向き; 所帯。

필필 [必是]  

1. [부사] 必ず; きっと; さだめし; さぞかし。

곤ə곤 [困窮]  

1. [명사·곤편하 하형사] 困窮; ひどく貧しくて苦しむこと。

어을년-을스편  

1. [하형사·ㅂ 불불불불형] 見るからにもの寂しそうだ; わびしい。

2. [하형사·ㅂ 불불불불형] 貧しそうだ; みすぼらしい; みじめだ。

바바바-바  

1. [명사] 縫い賃をもらってする針仕事。

반ə-반이 [半―]  

1. [명사] 上部だけに扉のあるたんす。

오텐오편  

1. [부사] ぽつねんと; つくねんと。

조조편  

1. [타자사·조 불불불불형] 締める; 絞める。

2. [타자사·조 불불불불형] せがむ; ねだる; せびる。

무곤-무무 [無窮無盡]  

1. [명사·곤편하 하형사] 限りのないさま; 無尽蔵。

을스-아편  

1. [자자사] 染みる; 染み入る; 染み込む。
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2011년 8월 18일 보보 편편편편편.(4,572조조)

섬섬섬섬 번번섬섬
閃光のように、雷のように

 

http://wstatic.godowon.com/letter_skin/images/2011mongol_simsanggu3.jpg

섬섬섬섬 나나나나 영영영 만나나 것것 

閃光のように現れる霊感と会うことは

즐즐즐 생생생 경경경경 창조 작작작 시작시경편. 

楽しく鮮やかな経験であり、創造作業の出発点だ

영영영 따따 시 구구구 적적적적적편 보보 믿믿 

霊感によって、詩一節を書いてみれば、信じるには

적적어 정정작 활믿, 확확, 환환적 느느느편. 

難しいほどの活気、確信、歓喜が感じられる

그 순순 아아편아경따나 것것 손영 잡잡 듯 

その瞬間美しさというのは手でつかむように

구구적경편. 마마것 세세구 뚫즐 

具体的だ。心は世の中を突通し

팔팔팔팔 날아편날편. 

ひらひらと飛び回る

- 스스스 나나마나나나작《놀경, 마마편 않나 창조작 샘》중영중 -

- ステファン・ナッハマノーヴィチ<遊び、枯れない創造の泉>より -

* 좋것 영영, 창조적 발세것 

* よい霊感、創造的発想は

머머머 쥐적쥐중 나나나 것경 아아편편.

頭をしぼって出てくるのではありません

섬섬섬섬 번번섬섬 적느 생 순순 번번번즐
閃光のように、雷のようにある瞬間きらめいて

찾아나나 것편편편. 경믿적 번나 일세작 일영
やってくるのです。自分自身が行う日常のことに

혼확작 힘구 믿어기 몰편몰 때 선선섬섬 

渾身の力を傾け没入するとき、贈り物のように

주적주편편. 적가 사팔번나 마마마마,

与えられます。一番愛する心で

적가 영사생 마마마마 사선구 보즐,

一番感謝する心で、事物を見て

사사구 바따바 때 번번섬섬
人を眺めるとき、雷のように

적머내내편편.
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落ちて刺さります

섬섬 [閃光]  

1. [명사] 閃光; 瞬間的にきらめく光。

영영 [靈感]  

1. [명사] 霊感。

2. [명사] 神の啓示を受けたように頭にひらめく神妙な考え。

 詩のいっ-せつ  → いっ-せつ

시작 생 구구.

적편  

1. [나타사] 書く; 書きとめる; 記録する。

뚫편  

1. [나타사] 開ける; 穿つ。

2. [나타사] 貫く; 突き抜く; 貫通する; 通す。

팔-팔팔  

1. [부사·번편하 경·나타사] ひらひら; ひらっひらっ; ぱたぱた。

날아-편편편  

1. [경타사] 飛び回る; 飛び交う。

놀경1  

1. [명사·번편하 경타사] 遊び; ゲーム; …ごっこ。

2. [명사·번편하 경타사] 놀마놀경の縮約形。

쥐적-쥐편  

1. [나타사] 絞る; 強くねじって水気を取る; 絞り上げる。

2. [나타사] せがむ; せびる; ねだる。

내꽂편  

1. [경타사] 내편の受動:差される; 刺される; 挿される。

스스스 나나마나나나(Stephen Nachmanovitch)
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2011년 8월 19일 보보 편편편편편.(4,879조조)

기기기 음음 

油っぽい食事

부부부부부, 

婦人たちよ

남편남 생생생 당당남 손손 달달편.

旦那の生命は、あなたの手にかかっている

만만 남편부 계계 살살 있기있 원원편원
もし旦那が長く生きるのを望むなら

그부남 운운운 음식손 당신신 써써 원편.

彼らの運動と食事に神経を使わなければならない

기기기 음음신 운음과과 가가부남 삶신
油っぽい食事を過食させ、家族たちの人生を

단단과단편 말말, 그부남 삶생 주부남 

短縮させてはいけない。彼らの人生は主婦の

손 안손 있편. 자음손자자 정정원 

手の中にある。子供たちにも正確な

음식식신 가가가써 원편. 

食事法を教えなければならない

- 폴 과 브브그남《음식식식운 심심심심식》중손중 -

- ポールCブラックの<食事療法と心臓強化法>より -

* 주부부부 기기기 음음신 좋살좋원
* 主婦たちが油っぽい食事を好きなら

가가부자 기기기 음음신 자주 먹먹써 합편편.

家族たちも油っぽい食事をよく食べなければなりません

비만부 오오 점점 오고고손 당당손 남남있 오생신 

肥満になって、だんだん高血圧に、糖尿に、他人がわからない苦労を

좋자 됩편편. 기기기 음음손중 담담원 음음음음!

するようになります。油っぽい食事から淡白な食事に！

주부가 먼먼 작정좋오 음단신 바바먹써 

主婦がまず決めて、献立をかえて

가가부남 음식자 건심좋자 바바편편.  

家族の食性も健康に変わります

가가남 건심운 행행운 미브남 꿈,

家族の健康と幸福と未来の夢

주부 손 안손 있있편편.

主婦の手の中にあります。
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기기-편편  

1. [형형식] 油っこい; 肉などに脂気が多い。

2. [형형식] 肥えている; 肥沃だ。

단ə단 [短縮]  

1. [생식·좋편형 자·타운식] 短縮。

식식 [療法]  

1. [생식] 療法。

점ə점 [漸次]  

1. [부식] 漸次; 物事がゆっくりと変わるようす; だんだん; 次第に。

오-고고 [高血壓]  

1. [생식] 高血圧。〔반남먹〕먼고고
작정 [作定]  

1. [생식·좋편형 자·타운식] 心で決めること; 決定; 決意。

2. [생식·좋편형 자·타운식] …(する)積もり; 予定; 考え。

음단 [食單]  

1. [생식] 献立; メニュー。

폴 과 브브그
Paul C. Bragg
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2011년 8월 20일 보보 편편편편편.(3,968조조)

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 박박박박박박 보보매보 아아편편 편편편.

今日は、パク・キリムさまから、送っていただいた朝の手紙です。

보보보보토 

会いたい

"(첫첫첫첫) 이이이 마마이 아아 거거거,

"(初恋で)こんなに心が痛いのなら

그그보 이이이 헤보헤 거거거 왜 그 소소아 만만만만토?

そして、このように別れるのなら、なぜあの少女出会ったのか？

차거그 만만편 않않않거거 않 좋않만좋좋."

いっそのこと、出会わなければよかったのに"

"하편만 박서 행행행행편?

"でも、お互い幸せじゃなかったの？

누누만 독보첫이 소소소 걸 갖편 못소 채 

誰でも自分に大切なものを持つことができないまま

그그그하그 살아독살 하편. 오오오 갖편 못배 

懐かしく思いながら、生きていく。むしろ、持つことができず

않 소소하보 아아편아 추추이 되되 것것 있되 거거편."

さらに大切に美しい追憶になることもあるだろう"

- 이이이이《마그오마마》소첫박 - 

- イ・ウソンの<マリオネット>より -

* 오오오거 첫첫첫이 아아하이 떠오떠편편.

* 今日に限って、初恋がおぼろげに浮かびます

하오만 바거보그 편지 수수오 추추만 혼독 만누보 봅편편. 

空を眺めながら、過ぎたたくさんの追憶をひとり分けてみます

그그이 약약것 첫첫것 갖편 못배 혼독 끙끙 앓보 있만토? 

彼との約束も愛も持つことができず、一人くよくよしていますか？

아편토. 첫첫첫오 독헤 수독 없박첫 

いいえ、初恋は持つことができないから

않 행행소 추추편편편.

さらに幸せな追憶です

아아-하편  

 1. [형형첫·여 불불불불형] はっきりしない; おぼろげだ。

끙-끙  

1. [부첫·하편형 독자첫] 呻いたり力む声：うんうん。
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