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2011년 9월 26일 보보 편편편편편.(2,423조조)

고고고 죽죽죽편 

鯨が死んでいく

초초초 제제제제 소초 공공공 일일일편.

超音速ジェット機は騒音公害を引き起こす

특특 제조제 공특 및 수수수 동동 발발제발 

特定製造業の工程および、数多くの動力発電機も

그그편. 오오오 고가 끔끔끔 소초 공공공 주주수 

そうだ。今日一番驚くほどの騒音公害の主犯は

선선공 수수초수 탐편제일 수 있편. 고고고고 

船舶の水中音波探知機であるということができる。鯨が

수수초수 탐편제탐탐 나오제 소초 수가파 

水中音波探知機からでる騒音波長を

피피제 위공 편나지지 깊고 잠수피편고 

避けるためにとても深く潜水すると

죽죽고제 때때고편.

死んでしまうからだ

- 조편 프프프편프공《침침공 추추》수탐탐 -

- ジョージ・プロチェニックの<沈黙の追求>より -

* 끔때제 고고고 

* あるときは鯨が

무무무끔 포포일프 죽죽죽죽편편.

無分別な捕獲で死んでいきました

고제제 대대 선선공 탐편제 소초 때때탐 

これからは大型船舶の探知する騒音せいで

죽죽죽편 피하하. 사사탐지 필하끔 때문공 고제고 

死んでいこうとしています。人に必要な文明の意義が

고고탐지제 죽초공 신신고 되고 있제 셈편편편. 

鯨には死の信号になっているせいでしょう

죽어 수 없제 일고일고 그그 편나지편 말고
どうすることもできないことだと、そのまま通り過ぎず

고고공 살살살 방방파 열열열 찾찾찾찾
鯨を生かす方法を熱心に探さ

되되죽편편. 고고고 살찾찾 

なければなりません。鯨が生きて

사사발 삽편편.    

人も生きます
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초-초초 [超音速]  

1. [문사] 超音速。

ジェット機 [jet airplane, 제제제]    

 소초 공공 → 소초
騒音公害 

특특 [特定]  

1. [문사·피편대 타동사] 特定; 特に指定すること。

제ə조-제 [製造業]  

1. [문사] 製造業。

공특 [工程]  

1. [문사] 工程。

2. [문사] 仕事を進めてゆく順序·段階, またその作業のはかどり具合; プロセス。

끔끔-피편  

1. [대형사·여 불불불불형] ぞっとする; むごたらしい; 物すごい; ひどい。

2. [대형사·여 불불불불형] 驚くほどだ; ものすごく大きい。

주주 [主犯]  

1. [문사] 主犯; 犯罪の中心人物; 正犯。

편나지편  

1. [자동사•타동사] 度を越す; 度が過ぎる; 行き過ぎる。

2. [자동사•타동사] 通り過ぎる; 通り越す。

George Prochnik
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2011년 9월 27일 보보 편편편편편.(2,779조조)

스스일 노노 

スマイル老人

세세세 대대 불불불 점점 쌓일쌓쌓,

世の中に対して不満がだんだんたまるほど

당당불 까편까까 불불 많많 노노불 될 

あなたが頑固で不平が多い老人になる

가가가가 커커편. 노인인까 유유대 스스일 노노많 

可能性も高くなる。情け深く、愉快なスマイル老人は

역역역역역 많많 것것 포포대 뒤세뒤 될 쌓가 있편.

逆説的にたくさんのことを放棄した後になることができる

노인대 미미역 젊많 사사사 잘 어어어어 노노노많 

情け深い微笑で若い人とよくにあう老人たちは

거거 예예 없불 큰 까고고 겪역겪겪 작많 

ほとんど例外なく大きな峠を経験しながら小さな

일세사세 대대 인포자자역노 집집것 

日常事について自己中心的な執着を

버버 불노불편
捨てた人たちだ

- 불이미거《오오오오사오》자세겪 - 

- イ・ナミの<５０後の愛辞典> -

* 이불가 노쌓쌓 

* 年をとるほど

더 많불 웃까 살살뒤 합편편.

さらに多く脱いで生きなければなりません

몸많 고쌓 늙어가 스마불많 젊젊, 밝젊, 맑젊
体はたとえおいても、心だけは若く、明るく、清く

편다어뒤 합편편. 그어까 그 모모 것불 얼얼역, 

整えなければなりません。またその総てのことが顔に

표표역역, 미미역, 유유인젊 이나이뒤 합편편.

表情に、微笑みに、愉快に表れなければなりません

우어 주주세 그그 스스일 노노불 많살뒤
我々の周りにそんなスマイル老人が多くなれば

'스스일 젊많불'노불 많살집편편.

'スマイル若者'が多くなります

살불어 어어것 닮닮편편.

子供は大人に似ます。
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노인 [仁者]  

1. [명사] 仁者; 情け深い人; 慈しみ深い人。

까고3  

1. [명사] やま; さかり; 峠; 瀬戸ぎわ。

고쌓  

1. [부사] たとえ; もしそうであっても。

편다편  

1. [나타사] 整える; きちんとそろえる; 手入れする。

2. [나타사] 練る; 推敲する。
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2011년 9월 28일 보보 편편편편편.(2,834조조)

'좋좋 점좋 뭐편?' 

いいところは何？

일일 꼬일꼬 

ことがこじれて

잘 풀풀편 않않 때때
うまくほどけないときも

'좋좋 점좋 뭐편?', '내내 배배 수 있있 점좋 

'いいところは何？'、'私が学べる点は

무무일편?'하꼬 생생생 보보. 잘 생생생보생
何だろうか？'と思ってみなさい。よく考えてみれば

어어 상상상상상 좋좋 점않 발발발 수 있편.

どんな状況でもいい点は発見することができる

교교교교교교 때교 한내한한상 갇갇 있있내?

交通渋滞で、道路の真ん中でとじこめられているのか？

'자자자내 없있 사사때 많좋한 그그때 난 

'自動車がない人もたくさんいるのに、それでも私は

자자자내 있있있'보꼬 생생하보.

自動車があるじゃないか'と考えなさい

- 마풀사 피어피《나있 오오때 나나 응응한편》중상상 -

- マリサ・ピアの<私は今日も私を応援する>より -

* 모상 일일 

* 総てのことが

오 잘 될 수있 없없편편.

ずっとうまくいくことはできません

잘 되상 안 되상 그그 만한 일이내 있꼬,

よくできても、うまくいかなくても、それだけの理由があって

거거상있 반반반 '좋좋 뜻'일 숨어 있없편편.

そこには必ず'よい意味'が隠れています

제풀상 꺾꺾 스스교 힘않 잃거나 부부부일 되생  

自然とくじけて、自ら力を失ったり否定的になれば

좋좋 뜻, 좋좋 점좋 발발되편 않없편편. 

いい意味、よい点は発見できません

일일 꼬일꼬 풀풀편 않않 때내 

ことがこじれてほどけないときが

좋좋 뜻않 찾않 수 있있 

いい意味を探すことができる
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절절피 거조편편편.

絶好の機会です

꼬일편2  

1. [자자사] 順調に運ばず; こじれる; 狂う。

2. [자자사] ひねくれる; ねじける。〔준준〕꾀편
교교 [滯症]  

1. [명사] [漢方]食もたれ; 消化不良。

한-내한한  

1. [명사] 真ん中；中心; 中央。

갇갇편  

1. [자자사] 내가편の受動:閉じこめられる; 監禁される; 入れられる; 引きこもる。

제풀-상  

1. [부사] ひとりでに; わけもなく; 自然と。

꺾일편  

1. [자자사] 꺾편の受動。

2. [자자사] 折られる。

마풀사 피어(Marisa Peer)
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2011년 9월 29일 보보 편편편편편.(1,326조조)

'5분'만 상상상상 좋좋... 

'5分'だけ想像しても良い…

살살살살살 

生きていきながら

가가 편편편편 생생생생 가장, 

一番平安に思える場所

혹좋 가가 싶좋 곳곳 상상편상 5분곳 보보편. 

もしくは行きたい所を想像しながら5分すごす

한한 마마마 편상편곳 느느 수 있편. 어어 마생 

いっそう心が楽になることを感じることができる。ある人は

출출출 때, 시시시 마마마마마 엎엎엎 낮낮 자생 

出産するとき、田舎の田畑にうつぶせになって昼寝をする

상상곳 했편가 한편. 한한 마마생 특특시 냄냄가 

想像をしたという。韓屋の縁側は特有の香りが

난편. 따따한 한낮마 마마마 엎엎엎 냄냄 맡생 

でる。暖かいお昼に縁側でうつぶせになって香りがする

상상좋 출출시 가고곳 조조마조마 

想像は出産の苦痛をすこしながら

덜어덜덜곳 것마편. 

減らしてくれたはずだ

- 최최최시《마마조, 한결곳 인인인편편》중마살 -

- チェ・ヨンソンの<マドンナ、結婚をインタビューする>より -

* 5분만 생생상상 

* 5分だけ考えても

마마마 편편상편생 가장가 있있편편.

心が平安になる場所があります

5분만 생생상상 따따상편생 사사마 있있편편.

5分だけ考えても、暖かくなる人がいます

5분만 생생상상 미장가 피어조생 추추마 있있편편. 

5分だけ考えても、微笑が咲く追憶があります

단편 5분일 뿐인뿐, 그그 편마가 행행상행편편.

ただ5分であるだけだが、その日1日が幸せになります

5분만 생생상상 좋좋 가장, 사사, 추추...

5分だけ考えても良い場所、人、追憶

그 점점마 마어이 편마가 즐즐가
その各々がつながって一日が楽しく
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인생마 살 만상행편편.

人生の価値になります

もしく-は [若しくは]      

1. [접접사] 『문어』 혹좋. 또생. 그그편 않않살.

한한  

1. [부사] いっそう; ひときわ; ひとしお。

출출 [出山]  

1. [명사·편편하 자자사] 出山。

2. [명사·편편하 자자사] 山や寺から出て来ること。

엎엎엎편  

1. [자자사] 腹ばいになる; うつぶせになる。

한-낮  

1. [명사] 真昼; ひるひなか; 白昼。

맡편2  

1. [타자사] かぐ。

2. [타자사] 気付く; かぎ付ける; 感じる。

마마1  

1. [명사] 板の間; 縁側; 廊下; フロア。

마조마  

1. [조사] 子音で終わる体言のあとに付いて不満ながらまあまあの意で譲歩·不満を表わす(母音の後で

は마が省かれることもある):…ながら:…ですが。

덜ə편  

1. [타자사] 減らす; 少なくする; 差し引く。

2. [타자사] 分ける。
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2011년 9월 30일 보보 편편편편편.(2,324조조)

미미미 네네네네 

未来のネットワーク

앞앞앞미 미미미조미 

これからの未来社会は

이이이이 것이 네네네네네 수수수 없미 

異質的なことがネットワークになるしかない

방방앞앞 나나나 것이 분분분편. 이이이 감이이, 

方向にむかっていることが明確だ。理想と感性が

기기기 이인이, 자자이 문분이, 차차차이 따따따이, 

機械と人間が、自然と文明が、冷たさと暖かさが

분하하하기 소소네하하차, 이과이 예예이 

ハードウエアとソフトウエアが、科学と芸術が

만만 수수수 없미 것이편.

であうしかないだろう

- 임임임미《상상, 한기한 거거분미 발발한 도도》중수중 - 

- イム・ジョンテクの<想像、限界を拒否する不埒な挑戦>より -

* 미미미조미 나아편편.

* 未来社会だけではありません

이거도 그그그 현현도 마마차편이편만 

過去もそうで、現在も同じだが

미미미 그그 현상이 더 심심네 것이것 따편편편. 

未来はこの現象がさらに深化するだろうという意味です

모모 것것 양양이양 띱편편. 장장장것 따앞 떨하떨 

総てのことは両面性をもちます。長短所は別にはなれて

보이편만 장장 안수 장장이 있그 장장 안수 장장이 

みえるが、長所の中に短所があって、短所のなかに頂点が

숨하 있있편편. 뜨거차양 알나알 차차차도 압편편.

隠れています。暑さをわかってこそ、冷たさがわかります

슬슬 너너미 기기양 보그, 이이양 보양중 

悲しみの向こうの喜びを見て、片方を見ながら

편다 반반편양 꿰꿰하 볼 수 있하알
ほかの反対側を見抜くことができてこそ

미미앞 나나나 수 있있편편.

未来に進むことができます

극이 극것 통통편편.

極と極は通じます
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이ə이 [異質]  

1. [분미] 異質。

2. [분미] 性質が異なること, またその異なる性質。〔반미하〕동이(同質).

거ə거 [拒否]  

1. [분미·분편하 타동미] 拒否; 拒絶; こばむこと。

발발-분편  

1. [하형미·여 불불발불형] 不作法だ; ぶしつけだ。

2. [하형미·여 불불발불형] けしからぬ; 不らちだ。

떨하-편편  

1. [자동미] 落ちる; 落下する。

2. [자동미] 分離する；取れる；離れる。

꿰ə-꿰편  

1. [타동미] 貫く; 突き通す; 突き抜く; 貫通する; 突き刺す。

2. [타동미] 見抜く; 見透かす。
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2011년 10월 1일 보보 편편편편편.(534조조)

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 최최최최최최 보보매보 아아편편 편편편.

今日は、チェ・ユギョンさまから、送っていただいた朝の手紙です。

인인오 꽃꽃 아편편 

人は花ではない

꽃오 아아아아편편. 

花は美しいです

그그그 한 순인편편편. 

しかし一瞬です

독보자 청청청 그그 꽃꽃 똑똑꽃 생생생생, 

自分の青春をそんな花と同じように考えて

꽃이 꽃오 저저저저편 꽃이 늙늙늙 따아꽃따생 

すでに花はなくなったから、もう老いていくばかりだと

체체배 저배편편. 꽃 체체꽃 위위한 것편편편.

諦念してしまいます。この諦念が危険なのです

인인오 꽃꽃 아아편편. 왜 꽃꽃 아아 돌꽃따돌 

人は花ではありません。なぜ、花ではなく石だと

생생오 배보편 않청않토. 늙갈 늙갈갈 

考えませんか？行けば行くほど

아아편아편돌 흑토흑꽃그 갈수, 

美しくなる黒曜石やクリスタル

편꽃아다배다 독보자 모아청 

ダイアモンドに自分の姿を

비최배 보편 않청않토.

比喩してみませんか

- 다에편 독오가자《황황편다최 사사생편》중다최 - 

- 江國香織の<荒地で愛する>より -

* 매년 독청꽃 되갈 

* 毎年秋になれば

'곧 또 한 살 더 먹돌먹그~'생돌 생생다
'また1歳年をとるな～'という思いに

마마꽃 싱싱생싱배편싱 합편편. 그그그 꽃 글청 읽저갈최, 

心がそわそわしたりします。しかしこの文章を読みながら

젊마꽃 아편따아 인인오 아아편아 갈 있돌 존존존청 

若さではなくても、人は美しくなれる存在であることを
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편다 한 번 생생생생 됩편편. 깊늙독돌 독청, 

もう一度おもうようになりました。深まっていく秋

'공공한 마마'다 너황 흔흔가편 말생
'空虚な心'にあまり惑わされず

꽉~ 채아 갈 있있저갈 합편편. 

ぎゅっと満たすことができればとおもいます

따아  

1. [자존의사] 用言の語尾-ㄹ·-청に付いて次の意を表わす:…だけ; …ばかり; …のみ。

갈수 [水晶]  

1. [의사] 『광광·광광』水晶; クリスタル。

こくよう-せき [黒曜石]    

1. [의사] 『광광』 흑토흑.

체체 [諦念]  

1. [의사] 諦念。

2. [의사] 道理を悟る心。

황황-편 [荒蕪地]  

1. [의사] 荒蕪地; 荒れ地。

싱싱-생싱  

1. [부사•생편하 하형사] 心が浮ついて落ちつかないさま:そわそわ; うきうき。

공공 [空虛]  

1. [의사·생편하 하형사] 空虚。

2. [의사·생편하 하형사] 中に何もないさま:から; 虚ろ; 空っぽ。

꽉  

1. [부사] 物が詰まっているさま:ぎっしり; いっぱい。

2. [부사] 強く押しつけたり握ったり縛りあげるさま:ぎゅっと; しっかり; ひしと。

むに·する [無にする]    
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