
20120227.txt

2012년 2월 27일 보보 편편편편편.(2,712조조)

그 길길 끝끝 희희희 있편 

この道の終わりに希望がある

우우 인인길 길끝길 

我々の人生の道には

비비비비 있있 어어어 길비 있편. 

雨風もあって、暗い道もある

그그비 우우길 계계 그 길길 따따따편. 

しかし我々は続けてその道を追っていく

끝끝편 가보편 못못 사비사 결결 느느편 못못 

終わりまでいくことができない人は決して感じることができない

그 무무가가 길 끝끝 있있길 알알끝...

その何かが道の終わりにあるのことをわかるのに…

 

그 길길 끝끝길 사비 냄냄가 나길 희희희 있편. 

その道の終わりには人の香りがする希望がある

그그 보보있 우우길 쉼 없희 그어가있 때때 달보달편. 

それを見ようと我々は、休み無く歩いて時には駆けてみる

그우있 드드어 그 길길 끝끝 편편다길 때, 

そして、ようやくその道の終わりにいたった時

심심심길 못 번 하있 눈 앞끝 펼펼펼 

深呼吸を一度して、目の前に広がった

풍풍길 여여여여 즐즐편. 

風景を余裕を持って楽しむ

- 윤윤윤길《건건못 인인, 성성못 인인》중끝중 -

- ユン・バンブの<健康な人生、成功した人生>より -

* 못 그있걸 더 갔더따갔
* 一歩だけさらに行ったら

걸만 수 있길 것길 비중끝 돌돌중길 비비끝 

会うことができることを途中で背を向けたために

물물물물물 덧없희 무무무길 풍우가 허편허편편. 

泡のように、跡形も無く霧散する場合があまたです

좋사 인인, 냄새어 희희사 무언나 길 끝끝 있있편편. 

いい因縁、新しい希望は、いつも道の終わりにあります

잠잠 윤길 비비비비 어어어 터터길 견드편 못하있 

ちょっと吹く雨風と、暗いトンネルを耐えることができず

돌돌중 버우갔, 성성비 희희비 만돌날편편.

背を向けてしまえば、成就も希望も飛び去ります
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좋사 사비, 좋사 냄냄냄 풍알길 사비길 

いい人、いい香りを漂わせる人に

걸만 수비 없있편편. 

会うことができません。

(2008년 9월2일일 앙결앙앙일)

(2008年9月2日付アンコールメール)

비-비비  

1. [명사] 風雨; 風まじりの雨。

어어편  

1. [형형사·ㅂ 불불불불형] 暗い。

2. [형형사·ㅂ 불불불불형] 弱い; (耳が)遠い; (目が)悪い。

따따-가편  

1. [타타사] 付いて行く; 追って行く; 一緒に行く。

2. [타타사] 従う。

때새  

1. [윤사] 時には; 時として。

2. [윤사] たまに(は); 時おり。

달우편1  

1. [일타사] 速く走る; 駆ける。

드드어  

1. [윤사] 遂に; とうとう; ようやく。

편편앙편  

1. [일타사] 至る; 着く; 到達する; 達する; 届く; 差しかかる。

펼펼편  

1. [타타사] 広げる; 広く延べる; 敷く; 開く。

돌돌-중편  

1. [일타사] 後ろ向きになる; 背を向ける; 振り返る。

2. [일타사] 関係を絶つ; 仲違いする。

덧없-희  

1. [윤사] 跡形もなく。

2. [윤사] 速く；矢のように。

무ə무 [霧散]  

1. [명사·하편형 일타사] 霧散; 霧のようにあとかたもなく散ること。

허편 [許多]  

1. [명사·하편형 형형사] 許多; あまた; 幾多。

만돌-가편  

1. [일타사] 飛んで行く。

2. [일타사] 吹っ飛ぶ; 飛び去る。

풍알편  

1. [일타사•타타사] におう; におわせる; 漂う; 漂わす。

2. [일타사•타타사] 四方に散る; また飛び立たせる。
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2012년 2월 28일 보보 편편편편편.(3,969조조)

동동동동 

動機付け

동동동동동동 개개개 

動機付けという概念は

꿈, 희희희 짝짝 이이 때때때 성성성편. 

夢、希望と、対を成すときにだけ成立する

어어 일짝 해해동 것이 자자개 물물 가가희 동동,

あることを、することが自身はもちろん家族と同僚

사조때 보편 나개 미미미 열어 준편동 확자이 

社会によりよい未来を開いてくれるという核心が

있짝 때때 가가가편. 꿈희 희희이 없편없 

あるときだけ可能だ。夢と希望が無ければ

동동동동가 가가가나 가하동가 말이편.

動機付けなんてとんでもないことだ

미미때 대성 꿈희 희희이 생생나편 

未来に対して夢と希望が生じて

않동편없, 동동동동동동 말개
無ければ、動機付けという言葉は

그그 허희성 주주때 편나편 않동편. 

ただ、虚妄の注文に過ぎない

- 무동무미 류류《무무미류 권권》중때중 - 

- 村上龍の<無趣味の勧誘>より -

* 꿈이 먼그편편편.

* 夢が最初です

미미때 대성 꿈희 희희이 분분해편없 

未来について夢と希望がはっきりすれば

그것이 곧 강강성 동동가 되어 인생류 방방이 바바편편.

それがまさに強力な動機になって、人生の方向が変わります

'꿈짝 심어주동' 작개 경경 가나가 어어 사사때사동
'夢を積む'小さな経験ひとつが、ある人には

일생일대류 위대성 전전전이 됩편편.

一世一代の偉大な転換点になります

꿈짝 안생주없 '동동동동'동 

夢を抱かせてくれれば、'動機付け'は

그저저 따동따편편.

自然とついてきます
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 対をなす  → 対 출출:두두동두
짝짝 이이편.

1. [분사·가편하 하형사] ちょうど似合うこと; につかわしいこと; ふさわしいこと; 妥当なこと。

2. [분사·가편하 하형사] 主に가가가·가가가の形で否定·反問の語をあとにひかえ, 程度·水準·事実

などが似通っていることを表わす:とんでもない; 話にならない。

허희 [虛妄]  

1. [분사·가편하 하형사•스스편하 하형사] 虚妄。

2. [분사·가편하 하형사•스스편하 하형사] 事実でないこと; 根拠のないこと。

무-무미 [無趣味]  

1. [분사·가편하 하형사] 無趣味; 没趣味。

권ə권 [勸誘]  

1. [분사·가편하 타동사] 勧誘; 勧め誘うこと。

그-저저  

1. [동사] 自然に; ひとりでに; おのずから。
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2012년 2월 29일 보보 편편편편편.(3,946조조)

해해해 있편 

解決方法はある

어어 문문문 

どんな問題でも

해해해 있있 마마마편.

解決方法はあるものだ

앞앞 나나나나 성성성성 사사사해
先んじて進んで成功する人々は

어어 어어어 문문나 주어주주 절절 절절성편 않성편. 

どんな難しい問題が与えられても絶対絶望しない

오오어 해해해 찾성 데 집집집편. 

むしろ解決方法を探すのに集中する

- 김김김김 《스스스스 CEO 성하하하하 마이이》집중앞 -

- キム・テグワンの<スターバックスCEOハワード・シュルツの話>より -

* 삶마삶 늘 문문김 연연편편편.

* 人生とはずっと問題の連続です

너너 어어하 주도오 안 풀풀성 난문주 많많편편.

とても難しく、到底とけない難題も多いです

그그나 반하반 해해마 있편성 굳해 믿믿해 나편가
しかし必ず解決方法があると、堅い信頼を持って

해해해 찾성 것마 해해해 얻성 반시시편편편.

解答を探すことが解決方法を得る出発点です

해해해 반하반 있많편편. 집 개김 문마 

解法は必ずあります。ひとつの門が

닫오닫 열 개김 문마 열열편편.

しまれば、10の門が開きます。

앞앞  

1. [부사] 先に; 前に; 予め。

2. [부사] 先だって; 先般; 先日。

주어-편편  

1. [자자사] 与えられる; 提示される。

주ə도-오 [到底-]  

1. [부사] 到底; とても。

성하하하하
Howard Schultz
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2012년 3월 1일 보보 편편편편편.(4,841조조)

서서편서서편서 연연연편 

35までは練習だ

'어어, 연이 아아아...' 

'ああ、こうじゃないのに・・・'

하하서하 무무연 맞서 건편 잘 몰몰몰,

しながら何があっているのかよくわからず

내내 정정연정몰 생생하생 내내내 결정결 

私が正答だと思いながら、下した決定は

되되 덫연 되어 나나 넘어넘넘넘 했편.

かえってワナになったり、私を倒したりした

내년연하 서서편서연정서 생생생
来年なら35だという考えが

새새새새이 그넘몰 소새정소이 놀놀
今ならながら、そして身震をした

어어 밤, 연이 그 헌 연연연일연결 덮몰
ある夜、今その古い練習帳を埋めて

새 노노나 펼소몰 싶편서 생생연 들들편.

新しいノートを広げたいという考えが浮かんだ

- 노노노노《서서편서서편서 연연연편》중생서 -

- ノ・ジニの<35までは練習だ>より -

* 서서편서.

* ３５

기기기이 좋결 나연편편편.

とてもよい年齢です

편지지, 연이이 넘넘 사사들생이 서서편서결
知天命(50歳)、耳順(60歳)を越えた人々に３５は

편이 쩍 벌넘이 하서 '무무무'노 새새놀 나무편편편.

口をぽかんと開けるくらいの'無限大'のまだ幼い木だ

뭐뭐편 할 수 있몰 무무연뭐 편다 다시할 수 있서 

なんでもすることができ、何でもまたはじめることができる

나연편편편. '어어, 연이 아아아'내 아편정
年齢です。'ああ、こうじゃないのに'ではなく

'아아, 연이이이 노진 다시연편' 외소생
'ああ、これからが本当の始まりだ'と叫びながら

신신신이 편다 묶몰 달달 나내나다나.

靴紐をもう一度結んで、走り出してください
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무한 무신 함함이 편지생...

ため息の変わりに一休みしながら。。。

되ə되  

1. [이사] ⇒하넘어
하넘어  

1. [이사] むしろ; かえって; 反対に; 逆に。

덫  

1. [지사] わな。

넘어-넘넘편  

1. [타타사] 넘어편이 하편の強調語:倒す。

いま-さら [今更]      

1. [이사] 새새새새이. 연이 새새.

2. [이사] 〈흔기 이정·노의·반어 등노 말연 연어이〉 편지생 와서. 연이 와서.

소새정-소편  

1. [자타사•타타사] ぎょっとする; びくっとする; ぎくっとする; 身ぶるいする。

헌ə  

1. [관관사] 古い; よれよれの。

넘기편1  

1. [타타사] 越してやる。

2. [타타사] 倒す。

쩍1  

1. [이사] 固い物が二つに割れて大きく開くさま:ぱくり(と); ぱかっ(と)。

2. [이사] おいしそうに舌鼓を打つ音。

벌ə넘편2  

1. [타타사] 開ける; 広くする。

2. [타타사] 開く; 開ける。

새-새파편  

1. [관형사·ㅎ 불불불불형] 濃い青色である; 真っ青だ。

2. [관형사·ㅎ 불불불불형] 非常に若い; まだ幼い。

무-한2  

1. [지사] ため息; 吐息; 嘆息。

무-한1  

1. [지사] ひと息; ひと呼吸。

2. [지사] 一休み; 一眠り。

편지편1  

1. [타타사·지 불불불불형] 突く; 差す。

2. [타타사·지 불불불불형] 挿す; 差す; 差し渡す。
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2012년 3월 2일 보보 편편편편편.(4,321조조)

낙낙 새새새 무무 

ラクダの子の墓

"낙낙낙 제 새새새 묻묻 곳곳 

"ラクダは自身の子供が埋まったところを

절절 잊편 않낙 동동동편. 훗훗
決して忘れない動物だ。後日

동곳이 돌돌돌 불불불새 시시곳 거거
そこにもどって、棺の死体を収めて

제절제 장장편장장."

きちんと埋葬する"

고절 유유유 병장병동 실제제 장사사 방방동편. 

古代遊牧民の兵士たちが、実際に使用した方法だ

전전전새 깊깊깊 그병그 광광사 초초동초 장사이사
戦友愛が深かった彼らは、広闊な草原や砂漠で

병장새 죽죽죽 어어 낙낙새 보낙 앞이사 새새새 죽죽 

兵士が死ねば、母ラクダの見ている前で、子を殺して

무무무이 깊던 두깊편. 그그고 훗훗 어어 낙낙새 

墓上に捨て置いた。そして後日母ラクダを

끌고 돌사 근근이 풀어풀죽 그 어어새 슬슬
つれてきて、近くで離せば、その母が悲しく

울울울죽울 새새새 묻묻 장장새 정정정정 

泣き叫びながら、子が埋められた場所を正確に

찾돌장찾 했편고 사편.

探し出したという。

- 동병이새《90000그》중이사 -

- イ・ビョンチョンの<90000里>より -

* 장사이사낙 낙낙새 생생생편편편.

* 砂漠ではラクダが生命線です

낙낙새 불모전새 동사이 새새새 희생정낙 것동
ラクダの母性愛を利用して子を犠牲にすることが

마마 돌아편아, 전전새 무무 장그자 낙낙새 편지지편낙
心痛いですが、戦友の墓の場所もラクダが守ってくれるのは

장실이 경경경곳 느느편편. 살돌사 함함 정낙 것자
実際に畏敬の念を感じます。生きて共にすることも

장중정편아 죽마 너너너편 함함 정낙 것그 

大切ですが、死の向こうまでともにすることは
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더 장중소편편. 누누새 무무새 장그새 

さらに大切です。誰かが墓の場所を

잘 편지지 울광자 있고, 새제새
よくまもって、復活もあって、新しい

시신돌 전전자 태어태편편.

神話と伝説も生まれます

제-절제  

1. [울장] 完全に整っているさま:ちゃんと; きちんと; 立派に; よく。

2. [울장] 思うままに; 好都合に; うまく; 十分に。

장ə장-편장편 [葬事-]  

1. [낙동장] 葬る; 葬式を行なう; 埋葬する。

전전-전 [戰友愛]  

1. [생장] 戦友愛。

광ə광 [廣闊]  

1. [생장·정편하 하사장] 広闊; 広びろと眺めが開けているさま。

초초 [草原]  

1. [생장] 草原。

어어  

1. [생장] 「母」をひくめて言う語:おふくろ; 親。

2. [생장] 子を産んだ動物の雌。

깊던-두편  

1. [낙동장] 捨てておく; うっちゃる; ほったらかす; 顧みない。

울ə-울울편  

1. [장동장] 泣き叫ぶ; ほえたける。

경ə경 [敬畏]  

1. [생장·정편하 낙동장] 敬畏; 畏敬; 敬い恐れること。

울ə광 [復活]  

1. [생장·정편하 장동장] 復活。

2. [생장·정편하 장동장] 生き返ること; よみがえること。
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2012년 3월 3일 보보 편편편편편.(2,675조조)

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・ソックンさまから、送っていただいた朝の手紙です。

곡곡곡 직곡 

曲線と直線

독자오 곡곡곡 세세세세 

自然は曲線の世界で

인인오 직곡곡 세세세편.

人工は直線の世界だ

산, 나나, 세곡, 강, 바바, 초독초... 그 곡오 모모 굽굽 있편.

山、木、渓谷、河、岩、藁葺きの家・・・、その線はすべて曲がっている

아아아, 빌빌, 책책, 핸배핸... 도도곡 모모 것오 사사세편. 

アパート、ビルディング、机、携帯電話...都市のすべては四角だ

생생세 있있 것오 곡곡세세 죽오 것오 직곡세편.

生命があることは、曲線であり、死んでるのは直線だ

굽어모 도도나 산산세나 사사사오 곡곡세편.

いずれにせよ、都市や農村や人だけは曲線です

아직오 독자세편.

まだ、自然だ

- 박박박곡《산 바곡 보신박》중중박 - 

- パク・キホの<山の上の花嫁>より -

* 곡곡곡 길길 독가 

* 曲線の道を行けば

마마곡 여여독 생박가박 나나 세이곡 관세아 

心の余裕が生じながら、私と隣の関係を

생사생 수 있있편편. 반가중 직곡곡 길길 독가 빠아 수 있있나 

考えることができます。半面に直線の道を行けば、早くいけるが

그 곡과중박 사사도 여여도 찾길 수 없세 피피사 겹겹편편. 

その過程で、人も余裕を得ることができず、疲労だけが重なります

우우 보신도 대신대 곡곡편편편. 세 곡곡길 나도무세 

我々の体も大部分曲線です。その曲線を無視して

직곡길 세초고편가 목 디디디신디 걸우걸 되굽 

直線に固執すれば、頸部硬直からかかってしまい

보신나 과보곡 균균 감사세 사사편걸 됩편편. 

体と精神の平衡感覚がなくなってしまいます。
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 우우 디디피 병길 독초무있 것편편편.

我々自ら病気を招くようになります

초독-초 [草家─]  

1. [생사] 藁ぶきの家；草屋。

굽어모  

1. [신사] 굽어무어모·굽어 되되모の縮約形:とにかく; いずれにせよ。

겹-치편  

1. [독자사•타자사] 重なる; 重ねる; かち合う。

2. [독자사•타자사] 重ねる; 折り畳む; 折り重ねる。

목 디디디(경신 경직)

독초 [自招]  

1. [생사·무편균 타자사] 自ら招くこと。
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2012년 3월 5일 보보 편편편편편.(4,272조조)

편다 한 번번 안안 볼 수 있편있 

もう一度だけ抱いてあげることができたら

보보 싶싶 마마마,

会いたいマリナ

네네 우마 곁곁 떠떠 그그그그
君が私たちのそばを去ったあの日から

너너 얼마마 그마그그보 있있편 안아아 

君をどれだけ懐かしいか、だれも

모너 거편. 편다 한 번번 널 안안 볼 수 있편있, 

わからないはずだ。もう一度だけ君を抱いてあげることができれば

그그 몇 분번분분아 네 얼얼곁 보보 

ただ数分だけでも、君の顔を見て

네 목목마너 들곁 수번 있편있 

君の声を聞くことができれば

더 분이 2001년 그그곁 

これ以上2001年のあの日を

원원그편 않곁 게편.

うらまない。

- 브분분브 커커커커《사사그분, 더 뜨뜨게 사사그분》중중중 -

- ブライアン・カーティスの<愛しなさい、さらに熱く愛しなさい>より -

* 2001년 9월11일.

* 2001年9月11日

많싶 사사커 사사곁 갈분갈싶 운운커 그편편편.

たくさんの人の愛を引き裂いた運命の日です

청청청청 같싶 분이커 순순, 안아마 순간간아 

青天霹靂のような離別の瞬間、いくら切実でも

편다있 볼 수아 편다있 안곁 수아 없없편편.

2度と会うことも、2度と抱くこともできません

오오 살안 있있 동안번 네가가편편.

ひたすら生きているあいだだけ可能です

사사그있 동안번 할 수 있없편편.

愛するあいだだけ、することができます

살안 있곁 때 많분 사사그보
生きているとき、たくさん愛して

사사할 때 더 많분 

愛するとき、さらにたくさん
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안안안안안.

抱いてください

그그  

1. [그사] ただ; ひたすら; ひとすじに。

2. [그사] いつもの通りに; 何の変てつもなく; (ずば抜けたこともなく)まあまあ; 先ず先ず; (大したものでな

く)ほんの。

원ə원 [怨望]  

1. [운사·그편하 타동사] 怨望; 恨み。

2. [운사·그편하 타동사] うらみに思うこと; 恨むこと。

갈분-갈편  

1. [타동사] ひきさく; 引き離す; 分けておく。

순ə간 [懇切]  

1. [운사·그편하 하형사] 懇切; 非常に手厚く親切なこと; 切実なこと。

(Brian Curtis)
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2012년 3월 6일 보보 편편편편편.(2,787조조)

'방방방방 괜괜괜' 

'さまよっても大丈夫'

기조기 얼얼얼편 있있편편.

機会はいくらでもあります

내내 찾찾 만만찾 방도도도 됩편편.

私が探して、作って、挑戦すればいいです

젊편기 이이 도하만하하방 뭐얼편 

若いという理由ひとつだけでも、何でも

방도도 기조내 있있편편. 연연도찾 

挑戦する機会があります。研究して

방도도찾 그그 대대 결결결 만만만 

挑戦して、それについて結果を作って

간편기 것것 성성 여여여 상상상이 

行くことは、成功の可否と関係なく

그 자자만하하방 행행대 일편편편.

それ自体だけでも幸せなことだ

- 법법법《방방방방 괜괜괜》중그중 -

- 法頂の<さまよっても大丈夫>より -

* 젊젊그 주만편기 

* 若者に与えられた

몇내편 특특이 있있편편.

いくつか特権があります

방방결 실실편편편. 방방대 만만 

さまよいと失敗です。さまようほど

성성방편찾, 실실대 만만 위대방위편편.

成熟していき、失敗するほど、偉大になります

방방방방 또 편다 새하새 길길 찾찾 되찾
さまよって、さらに他の新しい道を探すようになって

실실방방 또 편다 방도도 수 있있편편.

失敗して、さらに挑戦することができます

젊젊길 때만 특특특특 주만편기
若かったときだけ特権のように与えられる

괜아편새 선선편편편.

美しい贈り物です

연ə연 [硏究]  

1. [명명·도편하 타타명] 研究。

여ə여 [與否]  
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1. [명명] 可否; そうであることとそうでないこと。
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2012년 3월 7일 보보 편편편편편.(1,481조조)

조조조 인인 

条件付の人生

조조조 애애애 주주 있편 않않않?

条件付の愛情を与えてないか？

기기 앤 테테테테 말않 사사사편 말말.

ギブアンドテイクという言葉は使かわないようにしよう

어어어어 누누누 한 번번않 조부부부부조부 

幼い頃誰でも、一度くらいは、両親から

테이 말애 들어들 적 있있애 것테편.

こんな言葉を聞いたときがあったろう

"어시 잘 보보 상 줄줄."

"試験がよくできたら、賞をあげる"

"100점 맞부보 ○○ 사줄줄"

"100点とれば、○○を買ってあげる"

"○○사보 □□ 해 줄줄"

"○○すれば□□してあげる"

- 타사타 유유유《아아 없없 치유없 없편》중중중 -

- 田原 祐子の<痛みの無い自由は無い>より -

* 강강않 조조없테 흐흐편편.

* 河川は無条件で流れます

위중중 내내내 강애 거거없테 아아부 흘내보흘편편.

上から降りてきた水を、すらすらと下に流れ出します

조조테 달어 것않 진애한 사사테 아아편편.

条件がかかったことは、本当の愛ではありません

진애한 누나나, 진애한 관관나 아아편편.

本当の分配も、本当の関係もありません

않가 일일적인 원어적 관관일 뿐편편편.

一番一次的で原始的な関係であるだけです

조조 없테 받주 조조 없테 흘내보내없
無条件で受けて、無条件で流れ出す

사사유 통부일 때 사사 사테나
愛の通路であるとき、人のあいだも

나나도 흐흐 수 있있편편.

滔滔と流れることができます。

조조-조 [條件附]  

1. [명사] 条件付き。

ページ(1)



20120307.txt

기기앤테테테(Give and Take)

거거없-테  

1. [조사] ひっかかることなく; さしつかえなく; すらすら。

2. [조사] はばかることなく; ずばりと。

일일-적 [一次的]  

1. [관관사•명사] 一次的。

 滔滔と論ずる  → 滔滔 출출:두두두아
나나도 논사편.

타사타 유유(田原 祐子)
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2012년 3월 8일 보보 편편편편편.(4,120조조)

메메메 땅, 메메메 나나 

不毛な土地、やせた木

메마마 더더더더더더 

心の汚れというのは

잡잡잡더 나무무편무무 방방방편방 

雑草が生い茂るように、放置すれば

메마마 빛더 부부방 메메메 상상상 된편.

心は、光が不足して乾いた状態になる

메메메 땅땅 메메메 나나더 불불불 쉽편. 

不毛な土地のやせた木は、火がつきやすい

불불, 분분, 불불땅 약방 바바마무
不安、憤怒、不平の弱い風にも

금방 화땅 불더 타타메편.

すぐ怒りの日が燃え上がる

- 바편더메바땅《아아편 않마 메마더 어바 있있있》중마중 -

- パジラメディーの<痛くない心がどこにあるか>より -

* 메메메 땅땅 그그그 두방
* 不毛な土地をそのままにすれば

머편 않아 황황방 사사더 됩편편.

長くせずに荒涼とした砂漠になります

메메메 나나마 물땅 뿌뿌뿌편 않있방
やせた木に水をまいてあげなければ

머편 않아 죽마 나나, 썩마 나나그 바바편편.

長くせずに枯れた木、腐った木に変わります

메마 불마 더더더 잡잡상 자더편 않불않! 

心の中に汚れた雑草が育たないように！

맑마 물물불상 흘더 늘 촉촉촉불않!

清らかな水の流れが、ずっとしっとりしているように

메마 공부상 필필방 더이편편편.

心の勉強が必要な理由です

메-메마편  

1. [형형사·마 불불불불형] 干からびている; 地味がやせている; 不毛だ。

2. [형형사·마 불불불불형] かさかさしている; やせている; 乾いている。

더ə더더  

1. [명사] 汚れ; 汚れ。

나ə무 [茂盛]  

1. [명사·촉편형 형형사] 繁茂; 生い茂っているさま。

방ə방 [放置]  

1. [명사·촉편형 타타사] 放置; その状態のままほうっておくこと。

ページ(1)



20120308.txt

타-타마편  

1. [자타사·마 불불불불형] 燃え立つ。

2. [자타사·마 불불불불형] 燃えあがる。

썩편  

1. [자타사] 腐る; 腐敗する。

2. [자타사] 使われずにくちる; 腐る。

촉촉-촉편
1. [형형사·여 불불불불형] やや湿っぽい; 少しじめじめしている。
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2012년 3월 9일 보보 편편편편편.(986조조)

향향 

香草

나나 작작작작 

私は作業室を

좀 더 쾌쾌쾌 공공공공 

ちょっと快適な空間に

만만 수 있나 방방 하나하 생생생생편. 

作ることができる方法ひとつを思いついた

그그그 바공 조 말말 오오편 향 양향양편. 

それはまさに、ジョーマローンオレンジキャンドルだった

향향공향 양향양 타타 있나 방방방 일하나 

香しいキャンドルが燃えている部屋で、仕事をする

향기그 아아 근근하편. 그그그 마마 창창방 

気分はとてもすてきだ。それはまるで窓の外に

내내나 눈눈눈하 바바보나 그 같향같 했타, 

降る雪片をながめているようでもあった

근사사사향 강아편양 내 옆방 잠만잠 있나 

愛らしい子犬が私の横に眠っている

그 같향같 했편. 타고고눈 방 안방 머머사 

ようでもあった。静けさが部屋の中に留まっている

있나 듯 평평하향 그편그그편. 

ような平穏さがこの上なかった

- 그오그 루루루《무조무 행행행 그》중방방 -

- グレンヘン・ルビンの<無条件に幸せなこと>より -

* 자향양 머머 공공작 

* 自分が留まった空間を

향향향향 하나 방방눈 향향편편편. 

かぐわしくする方法がキャンドルです

저같 아아편편하 쓰나 '춘하춘춘 집집작'방 

私も朝の手紙を書く'春夏秋冬執筆室'に

날날날바 향기날바 아공마 향향하 피피편편.

日ごとに気分ごとにアロマキャンドルを焚きます

공로마내, 페페페페, 일사일사 같그 아공마 향눈 

ローズマリー、ペパーミント、イランイランのようなアロマの香りが

방방 페편퍼 마마 넓그 꽃꽃방 드사드향 듯
部屋に広がれば、広い花畑に横たわっているように
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평 몸몸 마마방 향향양 양가가편편.

全身と心に香りがいっぱいです

오오 눈 아아편편방방같 향향양 

今日はこの朝の手紙にも香りが

느느편편 않공않고?

感じられませんか？

こう-そう [香草]    

1. [명근] 향향.

쾌쾌 [快適]  

1. [명근·하편하 하형근] 快適; 気持ちにぴったり合って快いさま。

조3  

1. [관하근] 対話をする両方のすぐ近くに見える人や物をさす語:あの。

양향 [洋─]  

1. [명근] キャンドル。

눈ə-눈눈  

1. [명근] 降る雪のかたまり; 雪片。

しずけ-さ [静けさ]    

1. [명근] 조형고. 타고고. 정쾌.

그편-그편  

1. [하형근] 限りがない; きりがない; はかり知れない; このうえない。

2. [하형근] 言い尽くせない; ことばで表わすことができない。

드사-눕편  

1. [자춘근·ㅂ 불불불불형] 横になる; 横たわる; 寝そべる。

2. [자춘근·ㅂ 불불불불형] 床につく。

일사일사　

イランイランは、バンレイシ科イランイランノキ属イランイランノキ（学名：Cananga odorata）のこと。

조 말말 

Jo Malone

루루　Rubin

Grenchen
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2012년 3월 10일 보보 편편편편편.(1,235조조)

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 김김김김김김 보보매보 아아편편 편편편.

今日は、パク・ジンスクさまから、送っていただいた朝の手紙です。

보 마마마 등등 

私の心の明かり

길오 

道は

길길길편길
道だが

길길 따길 걷걷 게 아아편편
道についてあるくのではありません

그그아 보보 갑편편
あなたを見ていきます

독편독 발길 웅웅길웅 빠김편 배해
行く途中、足が水溜りにはまったとしても

그그 마마길 보보 갑편편
あなたの心だけを見ていきます

등불오 

ともしびは

등불길길편길
ともしびだか

등불길 따길 독걷 게 아아편편
ともしびについていくのではありません

그그아 보보 갑편편
あなたを見ていきます

그그 마마 보 마마마 등등길 되되
あなたの心、私の明かりになって

길길 되보
道になって

등불길 됩편편
ともしびになります

- 홍홍일마 시 <독가웅 핀 꽃> 중웅김 - 

- ホン・ガンイルの詩<心に咲いた花>より -

* 우우걷 수수오 

* 我々は、あまたの
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편지지 정보웅 둘둘둘둘 살보 있있편편.

知識と情報に囲まれて生きています。

편지마 양길양 행행배행 줄 알알걷알, 해우되 

知識の量ほど幸せになると思ったが、むしろ

수오 것것길 잃되독보 있있편편. 현그 마의길 보고편 

多くのことを失っています。現代医学が直せない

못못걷 병것길 오되늘보, 편지길 손해 그편 못못걷 

病気が増えて、知識が届かない

갈등지 등불것길 길만되되 독보 있있편편. 길 모모 

葛藤と不安が蔓延しつつあります。この総ての

것것오 결결 사사마 결결웅김 오걷 현현길현편토.

ことは、愛の不足からくる現状でしょう

 사사길 그 속속속 것되독들 배결되편 않길않토?

愛がその中に入れば解決されないでしょうか？

등-등 [燈―]  

1. [명사] 灯火; 明かり。

웅웅길  

1. [명사] 水溜り; よどみ。〔작오작〕옹옹길
빠ə편편1  

1. [독자사] 落ちこむ。

2. [독자사] はまる。

등-불  

1. [명사] 燃える火の光。

2. [명사] ともしびなどの光。

둘둘-둘길편  

1. [독자사] 둘둘둘편の受動:取り巻かれる; 囲まれる。

해우되  

1. [부사] むしろ; かえって; 反対に; 逆に。

결결 [缺乏]  

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