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2011년 10월 10일 보보 편편편편편.(1,001조조)

당당 가가가 

君の胸に

온온 생생 보보보
あらゆる生命はより

습편 내내 싶편
湿地に出たい

당당 가가가/

君の胸に

아아아 가편 않않 숲
誰も持ってない森

오오오 내내 싶편
細道に出たい

당당 가가가/

君の胸に

열열 줄 걸걸걸내
12の縄をかけて

휘휘휘 한 바바 뜯내 싶편
せきたてる根をとりたい

당당 가가가
君の胸に

- 양양양 시시《하하가 썼걸썼》가 실실 시 <당당 가가가> 중가중 -

- ヤンソクの詩集<空に書いた>に掲載された詩<君の胸に>より -

* 당당양 가가...

* 君の胸…

나양 영영한 습편편편편.

私の永遠な湿地です

메메메편 않아않 생생생생 촉촉촉 젖젖 합편편.

枯れないように生命でしっとり染まるようになります

당당양 가가보 나양 깊보 숲숲 오오오편편편.

君の胸は私の深い森の中の細道です

편지내 힘힘 때 그 오길 따따 걸생걸
つかれてつらいとき、その道に沿って歩けば

한 바바 내 가가가 휘휘아지휘
私の胸に吹き込んだ

당당양 뜨뜨뜨 가가휘
君の熱い胸が

ページ(1)



20111010.txt

편시 느느시편편.  

また感じられました。

온ə온  

1. [관관관] あらゆる; すべての; いろいろの。

습편 [濕地]  

1. [생관] 湿地; 湿気が多くてじめじめした土地。

오오-오  

1. [생관] さびしい細道。

휘-휘편  

1. [타타관] せき立てる。

2. [타타관] 駆り立てる。

바바1  

1. [생관] 出身; 育ち; 毛なみ。

2. [생관] 体質, または才質; 根。

뜯편  

1. [타타관] 取り外す; むしり取る; もぎ取る。

2. [타타관] 捲る; 剥がす。

젖편2  

1. [자타관] 濡れる; 湿る。

2. [자타관] 浸る; 染まる。

편ə지편1  

1. [자타관] 疲れる; へとへとになる; くたびれる; 飽き飽きする。

 가가가가 촉촉촉 젖편. → 가가-가
霧雨にしっとりぬれる。 
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2011년 10월 11일 보보 편편편편편.(3,287조조)

가가 큰 죄 

一番大きな罪

사사사편 않않 죄
愛さない罪

사사사 기기기 죄
愛を欺いた罪

그그그
しかし

사사
実際は

사사사 잘 모모모모편편
愛をよくわかりません

- 박박박 외외 시시《작않그작 시박시》에 사실
- パク・インスク他の詩集<小さな木の詩人たち>に掲載された

  박박박외 시 <가가 큰 죄>(전전)에에 -

　パク・インスクの詩<一番大きな罪>(前文)より -

* 사사사 잘 모모기 때전에 

* 愛をよく知らないせいで

계계 도전사도 또 도전도편편.

続けて挑戦して、また挑戦します

잘 모모모 것사 부부그부 사편 않도 

よく知らないことを恥ずかしがらず

또 편시 사사사 시작도편편. 앞앞앞모 더 이이
もう一度愛をはじめます。これからは、これ以上

'가가 큰 죄'를 짓모 죄박이 되편 않기 위위에, 

'一番大きな罪'を犯す罪人にならないために

기기사 몰몰몰도 진진앞앞 살기 위위에,

偽りを追い払って、本当に生きるために

더 많이 사사사사 도편편.

さらに愛そうと思います

기기 [欺瞞]  

1. [명사·사편하 타타사] 欺瞞; ごまかすこと; 人の目をだます; 欺く。

몰몰-몰편  

1. [타타사] 追い出す; 追いはらう。
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2011년 10월 12일 보보 편편편편편.(4,325조조)

말말말 

話し振り

'말말 잘 하하 것'과 

'言葉をよく話すこと'と

'잘 말하하 것'은 전전 편다편편. 

'ちゃんと話すこと'はぜんぜん違います

말말 잘 하하 것은 말말말말 좋은 것것것, 

言葉をよく話すことは、話し振りがよいことで

잘 말하하 것은 상상상상 솔솔하상 

ちゃんと話すことは、相手に率直に

내 마마말 전하하 것편편편. 

私の心を伝えるのです

말말 솔솔하상 하하하 

言葉を率直にすれば

내말 느느하 감감상 

私が感じる感情に

솔솔솔솔 합편편.

正直でなければなりません

- 감정정정《프프것프정 정의》중상중 -

- チョン・ドオンの<フロイトのいす>より -

* 말말 중상 으으것 말말말편편편.

* 腕前の中で一番が話し振りです

사사 앞상 중하 사사상상하 특특 중중합편편.

人の前に立つ人には特に重要です

그그그 말말말상말 매매매하 오오말편 못합편편.

しかし、話し振りにだけ消耗すれば、長く続きません

감감 그상프, 생생 그상프, 살살살 그상프,

感情のままに、思いのままに、生きてきたままに

솔솔하상 잘 말하하 말말솜솔 합편편.

正直によく話す話し振りでなければなりません

그그하하 내말 먼먼 마마정 문말 

そうしようとすれば、私がまず心の扉を

열열솔 합편편. 그 편마상
開かなければなりません。その次に

편말 열열솔 합편편.

口を開かなければなりません
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말ə-말말  

1. [명사] 話術; 話し方; 話し振り。

솔솔 [率直]  

1. [명사·하편하 하형사] 率直; 飾り気がなく正直なこと; ありのままであるさま。

말말  

1. [명사] 手で物をつくる才能; 手並み; 手の内。

2. [명사] 手際; 手腕; 腕前。]

으으  

1. [명사] 第一番; 一番; 最上。

2. [명사] 基本[根本]の意。

매ə-매편  

1. [타타사] つる; つるす; ぶら下げる。
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2011년 10월 13일 보보 편편편편편.(2,736조조)

때때때 마마마 피피 흘흘편 

たまには心に血が流れます

편지 20세세세 화화화 몸몸몸편몸 

過ぎ去った20世紀の話題が体だったなら

몸이 21세세세 화화때 단단 마마편편편. 

これから21世紀の話題は断然心です

마마세 흐흐몸 몸몸마 영영영 줍편편. 

心の流れが体にも影響を与えます

마마마 마마마때 부부부부부 몸이이이 합편편. 

心は心で抱きしめて理解しなければなりません

마마세 약마 마마편편편. 돌몸 걸걸 넘넘편몸 

心の薬は心です。石につまづいて倒れれば

무무몸 피화 납편편. 때때때 마마마 

ひざに血が流れます。たまには心にも

피피 흘흘편편. 

血が流れます

- 정마정세《프때몸프세 세의》중몸중 -

- チャン・ドオンの<フロイトのいす>より -

* 무무몸중 나때 피때 

* ひざから出る血は

약영 바바바나 닦닦닦몸 됩편편.

薬を塗ったり、ふき取ればよいです

그그나 마마몸 흘흘때 피때 그그 방방마때 

しかし心に流れる血は、そのような方法では

부됩편편. 화가몸 박박 못, 상상, 변변, 절절, 

だめです。心に突き刺さった釘、喪失、変心、絶望

좌절, 우우, 분분, 우화, 공공... 우흘 마마몸 피피 

挫折、憂鬱、憤怒、鬱積、恐怖…我々の心に地を

흘흘흘 하때 상상상편편편. 특특약마 각의세
ながさせる傷です。特効薬は各自の

마마 부몸 있있편편. 그그중 '마마공부'화
心の中にあります。だから'心の勉強'が

필필합편편. 그몸 몸바때 길몸
必要です。それに至る道が

세마기 명상편편편.

祈祷と瞑想です
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화ə화 [話頭]  

1. [명명] 話頭; 話の糸口。

부부부-부편  

1. [타타명] 抱き締める; 抱き込む。

石にけ-つまず·く  → け-つまず·く

돌몸 걸걸 넘넘편편.

 신신몸 묻마 흙영 닦닦닦편. → 흙
靴についた土を取る。 

변ə변 [變心]  

1. [명명·하편하 의타명] 変心; 心変わり; 心移り。

우화 [鬱火]  

1. [명명] 積もりつもった心火; 憤り; うっ憤。

공ə공 [恐怖]  

1. [명명] 恐怖; 恐れること; 恐ろしく思うこと。
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2011년 10월 14일 보보 편편편편편.(2,672조조)

낭낭낭편 

絶壁

편지지지지 

今からでも

뇌뇌 달달달 하하. 

脳を走るようにしよう

오오오오오 만만만 고고고 수지 있고, 

上り坂にあって、苦労することもあり

낭낭낭편낭만 미미낭미 위위지 있편.

絶壁からすべる危険もある

그낭만 무무지 걱걱걱걱. 낭낭낭편뇌 

しかし何が心配だろうか。絶壁に

만만만 비비비 날 수 있편있 사사오 

あってようやく飛ぶことができるという事実を

깨달오 것 아아걱!

悟るじゃないか！

- 윤수걱윤《크달낭지크크 테지테》중낭만 - 

- ユン・スジョンの<クリエイディブセラピー>より -

* 걱고오,

* 人生の道

늘 평평하편 않않편편.

ずっと平坦ではありません

때비있 걱가가 오오오오오 만만만지 하고
たまには急な上り坂にあったり

깊깊 낭낭낭편낭 굴낭 떨떨편만지 합편편.

ふかい絶壁に転がって落ちたりもします

바비 그때걱 만뇌 바지보있 시시편편편.

まさにそのときが私を眺める時間です

내걱 과과 독수달독독 날 수 있있편...

私が果たしてワシのように飛ぶことができるのか…

독수달있 오오오지 낭낭낭편지
ワシは上り坂も絶壁にも

두두두하편 않않편편.

恐れません

낭-낭낭편  

1. [명사] 絶壁; 断崖。

오오오-오  
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1. [명사] 上り坂の道。

평평 [平坦]  

1. [명사·하편하 하형사] 平坦。

2. [명사·하편하 하형사] 平坦; 土地が平らなこと。

걱가오편  

1. [하형사·오 불불불불형] 勾配が急だ; 険しい; 切り立っている。

구오편1  

1. [하자사·오 불불불불형] ころころ転がる; 転ぶ。

2. [하자사·오 불불불불형] はね返る; 後ろへはねる。〔준준〕굴편
독-수달 [禿―]  

1. [명사] 『조조』ハゲワシ(ハゲワシ科の鳥)。

2. [명사] 『조조』ワシ。
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2011년 10월 15일 보보 편편편편편.(2,557조조)

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・ムギョンさまから、送っていただいた朝の手紙です。

그그그 

懐かしさ

곱곱 물물 

きれいに色づいた

오은은이 길길 걷편독
イチョウ並木をあるいて

그그그그 줍줍 왔왔편편
懐かしさを拾ってきました

사사사 편은지지 병이 된편편그
愛も度が過ぎれば、病になるといえども

솔솔솔곱 줍고솔지, 오오
正直に告白すれば、今日

그 병병 걸그줍 싶싶싶토
その病気にかかりたいですね

- 윤보윤윤《보 안병 그그독 그그그 날》중병이 - 

- ユン・ボヨンの<私の中であなたが懐かしい日>より -

* 사사이 없없 곳토 은행사 없왔편편.

* 愛のないところには幸せもありません

그그그 사사윤 혼혼 생생오 그그그편편편.

しかし愛の魂と生命は懐かしさです

같이 있길 때보편 멀그 있있은 헤헤헤 있길 때 

一緒にいるときより、離れていたり、別れているとき

마마 깊이 느느없 감감이 그그그편편편. 특특 은이마편 

心深く感じる感情が懐かしさです。特に木ごとに

단단이 들줍 낙낙 편없 독길이지 헤헤헤 사사이 싶더
紅葉が入って落葉する秋なら、別れて人がさらに

그배왔편편. 누누보편사 사사사 부부, 남편, 아보,

恋しいです。誰よりも死別した父母、旦那、妻

독자, 형형, 친누독 있있지 사이지곱 그배왔편편. 

子息、兄弟友達がいれば、しみるように懐かしいです

그그오 사사솔없 독없 보 곁길 떠떠헤사 

それは愛する者は私のそばを去っても
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 그그그오 떠은편 않않 때때편편편.

懐かしさは去らないからです

물-들편  

1. [독자사] 染まる。

2. [독자사] 色がつく; 色づく。

곱편4  

1. [형형사·ㅂ 불불불불형] 美しい; きれいだ。

2. [형형사·ㅂ 불불불불형] やさしい。

줍ə편  

1. [타자사·ㅂ 불불불불형] 拾う；拾い上げる；拾得する。

사이지편  

1. [독자사] 染みる; しみ通る；(心に)徹する。
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