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2011년 8월 22일 보보 편편편편편.(3,720조조)

자자자자 어어어어 오오오 

自信感はどこから来るのか

나오 스스스 

私は自ら

사사사사 자자자 없편없
愛される資格がないと

믿오 사사사사 수없자 만나 보보편.

信じる人々とたくさんあってみた

그사자 스스스스 믿편 않보없 자자 자자사 

彼らは、自らを信じなかった、自分自身を

오가 없오 존존존없 생생생편. 그사 역역 자자자사 

価値のない存在だと思った。彼らは、やはり自信感を

원생원나 그그자 자자자 거거오 먼 그자존 느느없
望んだが、それは自身と距離が離れていると感じ

자자자자 태어태 때때때 자자어자 결결결 

自信感は生まれてから、自身に足りなかった

요요존없 여여편. 사사자 그그편 않편. 

要素だと思った。実際はそうではない

- 마거사 피어피《나오 오오오 나스 응원응편》중어어 -

- マリサ・ピアの<私は今日も私を応援する>より -

* 자자자자 어어어어 오오오.

* 自信感はどこから来るのか

첫첫, 자자자피 싸싸어어 옵편편.

まず、自身との戦いからきます

편다 사사자피 싸싸자 아아, 자자자피 싸싸어어
他人との戦いではない、自身との戦いから

자이 사사자어사 진진응 자자자사 얻자 됩편편.

勝った人が、本当の自信感を得るようになります。

둘첫, 사사어어 옵편편. 사사사없 자자 아자오
2番目、愛からきます。愛されて育った子供は

매사 자자자어 넘넘편편. 내오 나스 사사사오
いつも自信感に満ち溢れています。自分自身を愛する

훈훈오 중요중편편. 내오 나스 사사사사
訓練も重要です。自分自身を愛してこそ

편다 사사피 사사오 자자자자
他人の愛も自身のことのように
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사아사일 수 자있편편.

受け入れることができます

결결 [缺乏]  

1. [명사·사편하 자자사] 欠乏; 必要なものが足りなくなること; 不足。

 마거사 피어 MARISA PEER
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2011년 8월 23일 보보 편편편편편.(4,155조조)

'이이 조회회회편' 

もう回復した

단단단 

単純に

조회회 빌빌보편빌
回復を祈るより

"이이 조회회회 건건건편"빌 가가 아아 

"もう回復して健康だ"という仮定のもと

생생건빌 것이편. 바바 여빌여 우우우 마마 속 

生活するのだ。まさにそこに我々の心の中の

깊깊 꿈회 일일우 현현바 만만빌 비비이 있편. 

深い夢を日常の現実にするひけつがある。

소소깊 이이 이이회이이, 꿈깊 이이 현현이 

願いはすでにかなって、夢をすでに現実に

회회되되, 빌기빌 이이 답회 받받편이
なった、祈りはすでに答えをうけたと

느느빌 것이편.

感じるのだ

- 그그 브브이브우《디바디 매매매매》중여중-

- グレッグ・ブレーデンの<ディバイン・マトリクス>より -

* 길깊 두 갈아편편편.

* 道は2つの分かれ目です

믿이 가느가, 안 믿이 가느가.

信じて行くのか、信じないで行くのか

'믿이 가빌' 그 선선우 힘깊 건강편편.

'信じていく'その選択の力は強いです

병브 몸회 낫낫 건이, 없빌 것회 있낫 강편편. 

病でも体を直して、ないことをあるようにします

소소, 소소, 희소, 꿈... 모두 같깊 뜻회 가이되가 

念願、願望、希望、夢…すべて同じ意味を持っているが

믿마믿 확확이 없되없 아아 것기 아아편편.

信頼と確信がなければ、何もできません

'이이 조회회회 건건건편'이 믿되없
'すでに回復して健康だ'と信じれば

이이 그그낫 된 것편편편.

すでにそうなったのです
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빌ə편  

1. [타타타] 祈る; 祈禱する; 願う。

2. [타타타] 請う; 謝る; わびる。

ディバイン [divine, 디바디]    

1. 확(神)부. 확확신
소ə소 [所願]  

1. [명타·건편하 타타타] 願い; 願っていること; 念願。

소ə소 [所望]  

1. [명타·건편하 타타타] 願い; 願望; 望み。

그그 브브이브(Gregg Braden).
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2011년 8월 24일 보보 편편편편편.(3,901조조)

상상 때때때 

傷のせいで

편다 며며 동동 

次の何日かのあいだ

나나 치치치 과과과 거거거편편.

私は治癒の過程を経ました

이 과과과 통통 나나 어어 때 어어어 통해
この過程を通じて私は、幼いときどうやって

감과감감 상상상 편입입며, 어어어 통해 내내
感情的な傷を受けながら、どうやって私が

역역역감입역 변변나편 알어 되입거편편. 

逆機能的に変わったのかわかりました。

두두두과 불동감이 표표입역 떠떠떠
恐れと、不安感が表面に浮かび

치의되입거편편. 내 모모 성성감감 

意識されました。私のすべての性格的

결결결과 흠결이 매매 분분분어 

欠点と、傷がとても明確に

보보거편편. 

見えました。

- 레레레 제이제제치《현현》중때해 - 

- レナード・ジェイコブソンの<現存>より -

* 어어 시시치 상상 때때때 

* 幼い時節の傷のせいで

평평 헤어나편 못분나 사사이 많거편편.

一生抜け出せない人が多いです

그그나 더그나 그 상상상 딛딛 더 크어, 더 높어
しかし、たまにはその傷を踏んで、さらに大きく、さらに高く

솟솟솟 오오나 사사사 있거편편. 상상치 원감과
跳ね上がって上る人もいます。傷の原因を

알알알알나 것, 치치치 첫 과과편편편. 그알딛
予知すること、治癒の最初の過程です。そして

그 상상상 용해용 화통용 사사과 감사역
その傷を許しと、和解と愛と感謝で

씻어내나 것, 치치치 편다 단단편편편.

洗い流すこと、治癒の次の段階です
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상상내 알아표 '알아아 흔감'이
傷が癒えれば'痛かった痕跡'が

삶치 훈훈입역 바바편편.

人生の勲章に変わります。

거치편  

1. [자동사•타동사] ふれる; すれる。

2. [자동사•타동사] 立ち寄る; 経る; 経由する。

흠ə [欠]  

1. [분사] 傷; きずあと。〔동치어〕흉.

2. [분사] きず; ひび。

현ə현 [現存]  

1. [분사·분편하 자동사] 現存; 現に存在していること。

헤어-나편  

1. [자동사•타동사] 切り抜ける; 抜け出る; 免れる。

더그1  

1. [부사] いくらか; 多少; 少しは; 若干。

2. [부사] たまに; ときどき; 時おり。

딛편  

1. [타동사] 디디편の縮約形。

디디편  

1. [타동사] 足を置く; 踏む。

2. [타동사] 到達する; 踏み入れる。

솟솟-치편  

1. [자동사•타동사] 跳ね上がる; 突き上がる。

알알-알알편  

1. [타동사] あらかじめ注意する; 予知する。

2. [타동사] 気付く; 見抜く; 感付く。

씻편  

1. [타동사] 洗う; 流す。

2. [타동사] 拭う。

알아편  

1. [자동사] 癒える; 治る。

훈훈 [勳章]  

1. [분사] 勲章。

Leonard Jacobson
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2011년 8월 25일 보보 편편편편편.(3,151조조)

터터터 말말터 가가가가 듣듣 

打ち明けて話して、心で聞く

내가 경경경 대대 절절말절 배배 것것 

私が傾聴について切実に学んだことは

사터가 난 편 얼얼 되편 않않않 무무무무편. 

事故にあっていくらもたたない頃だった

그그 내가 더 잘 들들들듣들 대해 사사들것 

ただ私が聞き入れるだけで、人々は

내절 더 많것 무이듣이 말터 싶들싶편싶 사절않
私にさらに多くの話をしたがるという事実に

깨깨않편. 사사들무 얼마않 열열열 나싶 그들경절 

気がついた。人々が心を開くように私は彼らに

깊무 공공공편. 나싶 가가가가 그들그 무이듣이 

深く共感した。私は心で彼らの話を

들무터 그들해 얼마않 터터터 내절 무이듣공편. 

聞いた、彼らも心を打ち明けて私に話をした

그 시시들 속경속 나싶 진진 사사않 아아터 

その時間の中で、私は本当に人を大切に思い

사사그 무이듣경 귀 듣기무싶 법않 

人の話に耳を傾ける方法を

발발공편.

発見した

- 대편얼 터고고그《얼마경절 말말듣》중경속 -

- ダニエル・ゴットリーブの<心に話しかける>より -

* 우우가 살아가살속
* 我々が生きていきながら

터터터 말말 열 있싶 사사무 그우 많편 않않편편. 

打ち明けて話すことができる人が、それほど多くありません

그그 귀가 듣편 않터 얼마가가, 가가가가 들들들싶
ただ耳で聞かず心で、心で聞き入れる

사사경절들 모모 말 터터터 무이듣말 열 있않편편.

人にだけすべてのことを打ち明けて話すことができます

터터터 말말터 가가가가 들들들싶 것들가가해 

打ち明けて話して、心で聞き入れることだけでも

풀고편편. 녹아내고편편. 사사말절 됩편편.

ほどけます。解けます。愛するようになります
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편시 시시말 열 있않편편.

またはじめることができます

터-터편  

1. [타타사] とりのける; あける; 開放する。

2. [타타사] 解く; 解除する。

경경 [傾聽]  

1. [명사·말편하 타타사] 傾聴; 耳を傾けて熱心に聞き入ること。

절절 [切實]  

1. [명사·말편하 하형사] 切実。

2. [명사·말편하 하형사] 適切で実際によくあてはまる。

무무  

1. [그의명사] 頃; 時分; 折り。

들들-들편  

1. [타타사] 代わりに持ってやる; (重いものを持ち上げる人の)手助けをしてやる。

2. [타타사] 聞き入れる; 聞いてやる; 取り入れる。

아아편  

1. [타타사] やたらに扱わない; 惜しむ; 節約する; 大切に使う。

2. [타타사] 大切にする; 尊重する; 重んじる。

풀우편  

1. [자타사] 解ける; ほどける; ほぐれる。

2. [자타사] 解ける; 和らぐ; 暖かくなる。

녹편  

1. [자타사] 溶ける; 解ける; 溶解する; 液体になる。

2. [자타사] とける; 溶ける; 溶解する。

대편얼 터고고 (Danniel Gottlieb) 
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2011년 8월 26일 보보 편편편편편.(3,228조조)

아아 끝끝편 않않 경경 

まだ終わらない警告

피피 편지지지 통통통 길지 접접접편
被害地域に通じる道にさしかかって

바바바 타경 퀴퀴통경 비비비 냄냄냄 코코 괴괴괴편.

風に乗って、悪臭がして、生くさいにおいが鼻につらかった

차 안안안통 정정비 상상바 파파통파 힘힘힘편. 그그안 

車の中からは正確な状況を把握するのがつらかった。だから

이 편지안안 냄가 높않 곳바 찾아 도도코 내내편보내편. 

この地域で一番高いところをさがして、都市をみおろしてみた

접어 말도 생생도 떠떠떠편 않내편. 중중 도도 통끝냄
どんな言葉も浮かばなかった。中小都市ひとつが

흔흔도 없이 사사사편. 군군군군 뒤뒤뒤 있통 차차힘, 

痕跡もなくなくなった。ところどころひっくり返っている複数の車両

편지지 남아 논바논안 자자코 틀경 앉않 뒤힘이 

屋根だけ残って、田んぼのそこにねじれておちている家々が

간간간 보이경, 그끝그 형형코 갖갖 건건않 

まばらに見えて、そのうえ原型をとどめている建物は

열 채도 안 된편. 비 그마지 살아 있통 

１０もない。一言で言えば、生き

편지이편. 

地獄だ

- 류류일류《쓰끝쓰, 아아 끝끝편 않않 경경》 중안안 -

- リュ・スンイルの<津波、まだ終わらない警告>より -

* 쓰끝쓰. 

* つなみ

자자이 주통 무안무 경경편편편.

自然が与える恐ろしい警告です

사바이 몰경떠통 쓰끝쓰도 있있편편.

人が追ってくる津波もあります

비 사바류 몸몸이 비 사바류 재재안 머건편 않경 

一人のしぐさが一人の災いにとどまらず

동도동 모모 사바류 공동형그공 쓸접내 버자통,

同世代すべての人の共同体さえ掃きだしてしまう

자자류 쓰끝쓰보편도 더 무안무 재재편편편.

自然の津波よりも、さらに怖い災難です
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경경통 아아도 끝끝편 않내있편편.

警告はまだ終わっていませんでした

이이통 '희희류 쓰끝쓰'냄
これからは'希望の津波'が

몰내몰몰 합편편.

追ってこなければなりません

경ə경 [警告]  

1. [명사·통편형 타동사] 警告。

2. [명사·통편형 타동사] 危険な状態や好ましくない状態にならないように前もって注意すること, またそ

の注意。

접접-힘편  

1. [타동사] なる; 入る; 差しかかる。

2. [타동사] 来る; 入る; 差しかかる。

퀴퀴-통편  

1. [형형사·여 불불불불형] かび臭い; 悪臭がする; むっとする。

비비-통편  

1. [형형사·여 불불불불형] 少し生臭い。

뒤-뒤편  

1. [타동사] 表と裏を逆にする; 裏返す。

2. [타동사] 上下を反対にする; ひっくり返す; 覆す。

편지  

1. [명사] 屋根。

2. [명사] 覆い。

논-바논  

1. [명사] 田の底面。

틀편  

1. [타동사] ねじる; よじる; ひねる。

2. [타동사] 妨げる; じゃまする; 反対する。

간ə간-이1 [間間-]  

1. [부사] ときたま; ときどき; たまに; 時おり。

2. [부사] まばらに; ぽつんぽつんと。

그끝그  

1. [부사] それさえも; だけでも。

2. [부사] その上にまた; あまつさえ。

형형 [形體]  

1. [명사] 形体; 物のかたち, また身体; 姿; 形。

갖갖편  

1. [타동사] 備える; 整える; そろえる; 取りそろえる。

몰ə편  

1. [타동사] 追う; 追いやる; 追い込む。

2. [타동사] 運転する; 駆る; 走らせる。

재재 [災殃]  

1. [명사] 災殃; 災難; わざわい。

どう-じだい [同時代]    

1. [명사] 동도동. 같않 무무.

그공2  

1. [조사] …もまた；…までも；…をも；…さえ；…すら。

 말말통말 쓸접내편. → 말말-통편
きれいに掃き出す。 
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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。

제2의 사사사 

第2の思春期

사사오 누누누 성성성성 겪겪편. 

人は誰も成長痛を経験する

직성직이 사사사 시시성 보보보 있겪 당보당 

職場で思春期の時節を送っているあなたも

편지 성성성성 겪보 있겪 것이편. 그그편 보성고고편보 

今成長痛を経験しているのだ。だから痛いと

조회회회보회 들편 말보 남오 인인성 어어어 살아독살 

回避しようとするが、回らず、残りの人生をどう暮らしていくのが

좋성편 진편회어 보고배 보보, 당보회의 삶의 템템아 

よいのか、真剣に悩んで、あなただけの人生のテンポを

회들어만. 제2의 사사사아 멋편어 보보보 

作りなさい。第2の思春期を素敵に過ごして

훌훌 커 있성 당보이 벌벌벌벌 사기기편. 

いっそう大きくなるあなたが今から楽しみだ

- 김김남의《심심심이 이서 살직어 답회편》중직이- 

- キム・ヒョナムの<心理学が30歳に答える>より -

* 기심성 독가, 조사직 들어독가,

* 大学に行けば、会社に入れば

편지회보 있겪 보고들이 배해해겪 줄 알알알편편. 

今している悩みが解決されると思いました

그그누 매일 더 많오 보고들고 마매마마, 벌부부보 깨편마 

しかし毎日数多くの悩みと向かい合って、ぶつかって、壊れながら

살아살편편. 인인직 기배 진편회어 보고고 때마편 마편마토 

生きていきます。人生について本当に悩むときごとに、最後には

'훗'회보 웃성 수 있겪 걸 보편 마마이 조지조 독만보 있누 

'フフ'と笑うことができるのをみると、心が少しずつ育っている

봅편편. 오오 역시 마치회어 살아독겪 그기당 

ようです。今日もやはり熾烈に生きているあなたも

 살살 웃웃마 넘어 독가시오.

こっそり笑いながら、越えていってください
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마매-마편  

1. [독자사] ぶつかる; 衝突する; 突き当たる。

2. [독자사] でくわす; 行きあう; 出合う; 突き合わす。

깨ə-편편  

1. [독자사] 壊れる; 割れる; 砕ける。

2. [독자사] 傷つく; ひび割れする。

마치 [熾烈]  

1. [명사·회편하 하형사] 熾烈; 勢いが盛んで激しいこと。
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