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[2012년3월12일 오오오 아아아아]

완완완아 않아않 된된 

完璧じゃなくてもよい

당당당 

あなたは

완완완아 않아않 된된.

完璧じゃなくてもよい

세세세 완완완 사사당 없된. 

世の中に完璧な人はいない

세세세세 가가 불불완 사사당 

世の中で一番不幸な人は

완완완아완 애애애 사사사된.

完璧であろうと気遣う人だ

완완완 겨겨애 경경세애 끝사 없경 때때사된.

完璧を競う競技には終わりが無いからだ

결결결세 가가사 된가다다다 그 결결결당
決勝点に近づくほど、その決勝点は

결결 더 멀멀아멀 만된. 

ますます遠ざかってしまう

- 마마사 피멀오《나애 오오않 나나 응응완된》중세세 -

- マリサ・ピアの<私は今日も私を応援する>より -

* 완완완당 없없없된.

* 完璧はありません

완완완 사사않 없없없된.

完璧な人もいません

완완완아 않경 때때세 세서 경기멀  

完璧じゃないから、お互い支えて

채채채채 살아살없된. 완완완아 않경 때때세 

満たしてあげながら生きていきます。完璧でないから

내가 당당완 더 깊사 품멀 사사사 다 있없없된. 

私があなたをさらに深く抱いて愛することができます

그 힘힘서 된다 새새새 않도사 다 있힘채 

その力でもう一度新しく挑戦することができて

더 아아된아 꿈완 꾸새 됩없된.  

さらに美しい夢を見るようになります

겨겨된  

1. [타타사] 競う; 対抗する; 張り合う。

결결-결 [決勝點]  
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1. [명사] 決勝点。

가가-사  

1. [부사] 近く; 近くに。

2. [부사] 親しく; 近く。

마마사 피멀
(Marisa Peer)
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[2012년3월13일 오오오 아아아아]

왜 물물 엎엎엎엎 

なぜ水をこぼしたのか

살살살살 

生きてみれば

누누엎 실실실 때때 있살. 

誰でも失敗するときがある

결결때 좋아 않물 때때 있살. 그그 때 

結果がよくないこともある。そういう時

절절절 그그 현실현 끌끌 살다다다 안 된살. 

絶対にそんな現実に引き回されてはいけない

엎아엎 물 때때현 상상다 크크아크, 아엎지 일일 

こぼした水のために傷は大きいが、過ぎ去ったことは

아엎지 일절 잊다 것것 좋살. 그그엎 왜 물물 

過ぎ去ったこととして忘れるのがよい。しかしなぜ水を

엎엎엎다아다 꼼꼼꼼꼼 따아따 반반반반 

こぼしたのかは、注意深く問い詰めて反省しな

한살. 충충충 반반반살살 그 일일 

ければならない。十分に反省したら、そのことは

깨깨것 잊잊잊끌반 한살. 

きれいに忘れなければならない。

- 것엎이이 때가오오《왜 일꼼다때》중현다 - 

- 稲盛和夫の<なぜ働くのか>より -

* 일물 꼼살살살 

* 働いてみれば

것따이 물물 엎아엎 수 있있있살.

たまに水をこぼすこともあります

일꼼따 있살다 한 증증것증때 합있살.

仕事をしているひとつの証でもあります

일꼼아 않않살 엎아엎 물때 없물 테있테테.

仕事をしなければ、こぼす水も無いからです

엎아엎 것일 엎아엎 것것있살. 살다 쓸잊
こぼしたことはこぼしたことです。もう一度

담물 수 없있있살. '비비 수수수 냈살',

入れることはできません。'高い授業料を払った'

생생꼼따 깨깨것 잊잊잊이잊다오.

とおもってきれいに忘れてください。
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그이따 아아 아안한 마마않절
そして、とても平安な心で

살다 열열충 일꼼잊다오.

また一生懸命働いてください。

엎-아지살  

1. [타타타·지 불불불불불] こぼす。

 彼方此方引き回される  → 彼方此方 출상:두두타아
여증여증 끌끌 살있살.

꼼꼼-꼼살  

1. [형불타·여 불불불불불] 緻密である; 几帳面だ; 手抜かりがない; 用心深い; 注意深い; 細心だ。

따아살  

1. [타타타] 問う。

2. [타타타] 問い詰める; 詰問する。

증증 [證據]  

1. [명타] 証拠; 事実を証明する材料; あかし; 証左。

쓸살1  

1. [타타타] 掃く。

2. [타타타] なでる; 愛撫する。

담ə살  

1. [타타타] 盛る; よそう; 入れる。

2. [타타타] 口にする; 口に出す; 話題にする。
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[2012년3월14일 오오오 아아아아]

'암암'(amma)

アンマ

인인오 아아아아아 전전전전전 

インドのアーユルヴェーダ伝統では

몸몸전 쌓인 무무무 독독독 있전 물물물
体の中にたまった重く、毒がある物質を

'암암(amma)'라무 부부아. 그그독 육육전 있있 

'アンマ'と呼ぶ。それが肉体にあっても

정정전 있있 구구구아 않전아. 아아아아아전전전
精神にあっても区別しない。アーユルヴェーダでは

독독독 들들 있전 음음전전부음 독독독 있전 

毒素が入っている食べ物から毒素がある

나나 생생생아, 전정전 독가아전 모있 

悪い考えまで、全身を害する総ての

스스스스 요인들 때때전 몸전전 

ストレス要因のために体から

점점물독 나나아무 본아.

粘液質がでるとみる

그그무 독그물 물질오 

そしてそれが疾病の

첫 단단단 여여아.

はじめの段階だと思う。

- 알스알알단 융융오《클클(Clean), 씻들씻무 새새새 

                                          태들나전 씻 몸 혁혁》중전전 -

-アレジャンドロ・ジャンガーの<クリーン洗って新しく

　　　　　　　　　　　　　　　　　　生まれる私の体革命>より-

* 아아전 일들일물 때 

* 朝起きたとき

몸 상태상 기기독 들어정독요.

体の状態と気分はどうでしょうか

혹혹 얼얼독나 손손독 부들있아전 않않정독요?

もし顔や手のひらがむくんでいませんか？

부기독 있않있  몸 안전 '암암'독 들들있아전 

むくみがあれば体の中に'アンマ'が入っている

증융라무 합합아. 잘잘 먹전 음음오 독독,

証拠だといいます。過って食べた食べ物の毒

나나 생생전전 오전 암음오 독독독

ページ(1)



20120314.txt

悪い考えからくる心の毒素を

걷들씻들 아아암아 오 개개구새
追い出して朝ごとに、ずっとさっぱりして

일들나기독 빕합아.

起きることを祈ります

アーユルヴェーダ インド大陸の伝統的医学

독가 [加害]  

1. [혁명·구아하 자·타타명] 加害; 害を加えること; 危害を与えること。

점점-물 [粘液質]  

1. [혁명] 粘液質。

붓아1  

1. [자타명·ㅅ 불불불불불] 腫れる; むくむ。

2. [자타명·ㅅ 불불불불불] ふくれる; むくれる; ふてくさる。

부기 [浮氣]  

1. [혁명] むくみ; ふくれ。

개개-구아  

1. [하불명·여 불불불불불] さっぱりする; すっきりする; 晴れ晴れする。

2. [하불명·여 불불불불불] あっさりしている; (口当たりが)すっきりする。

Alejandro Junger
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[2012년3월15일 오오오 아아아아]

아아아아(AffenLiebe) 

アッフェンリーベ

독일독독
ドイツには

아아아아AffenLiebe라독 말말 있있.

アッフェンリーベという言葉がある

'원원말 사사'말라독 뜻말있. 항항 새새새
'サルの愛'という意味だ。いつも小猿を

등독 둘둘둘둘 있다다다 말 잡아잡둘 털 핥아잡독 

背中におぶって、歩き回りながらシラミを捕まえて、毛をなめてくれる

원원말원 같같 자자 사사사 말말있. 아아 곳독곳 

サルのような、子供への愛をいう。どこにでも

가아 못못곳못 품품독품 넣넣 두독 부부오 잘못잘 

行かないように胸の中にだけおいておく、父母の間違った

사사사 표표말 말말있. 스스스 선선선독선 들같
愛を表現した言葉だ。ステファン先生に聞いた

'아아아아' 말이이독 부부라독 말이사 가가 

'アッフェンリーベ'の話は、父母という名前を持った

부모 사사들말 깊말 새새들넣이 못독 

総ての人たちに深く心に刻み付けなければならない

인선사 먼먼 산 선선가 들들잡독 

人生を先に生きた先輩が聞かせてくれる

가아말 충둘충있. 

真摯な忠告だった

- 박박박오《꼴꼴곳 행행말 교교》중독다 -

- パク・ソンスクの<びりも幸せな教室>より -

* 부부오 자자 사사곳 

* 父母の子供への愛も

사사사있 부부사있 있다선 표표표다있.

人ごとに、父母ごとに違う表現になります

그아둘 부부 뜻뜻독 정정정오 결뜻새 낳이곳 합다있.

そして、父母の意味とは正反対の結果を生んだりもします

부부독 사사사사 표표말 것말 자자독선독 아아 

父母は愛で表現したことが、子供にはいたい

항상사 남아 평선사 괴괴괴다있. 자자독 정말
傷として残って、人生をつらくさせます。子供について
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부부오 내아사사같 더더말 원둘못아품
父母のおろす愛はこの上なく崇高だが

'원원말 사사'말 되넣다독 품표다있.

'サルの愛'になってはいけません

때사독 따뜻말 엄사 품독다 

たまには、温かい母の胸から

놓아잡넣이 합다있.

離してあげなければなりません

Affenliebe 日本語

翻訳と定義 "Affenliebe", 辞書 ドイツ語-日本語 オンライン

翻訳を追加するあなたの発音を録音する

日本語への翻訳:

おやばか

ねこかわいがり

猫可愛がり

親ばか

親馬鹿

말3  

1. [명사] 『곤충』しらみ(シラミ目シラミ科に属する昆虫の総称)。

잡있1  

1. [타타사] 取る; 握る; つかむ。

2. [타타사] 手に入れる; 取る; 握る; つかむ。

털  

1. [명사] 毛。

2. [명사] 人や動物の体に生える毛。

핥있  

1. [타타사] なめる。

2. [타타사] 舌先で味わう; ねぶる。

새새-듣있  

1. [타타사·ㄷ 불불불불불] 새이넣 듣있の縮約形。

새이넣 듣있  

1. [관불관] 心に刻みつける。

가아 [眞摯]  

1. [명사·못있하 하불사] 真摯; まじめでひたむきなこと; 真剣。

꼴꼴  

1. [명사] びり; しんがり; いちばん終わり; どんじり; 最後; ラスト。

원둘 [崇高]  

1. [명사·못있하 하불사] 崇高。

놓아-잡있  

1. [타타사] 放してやる; 解き放す; 釈放する; 逃がしてやる。
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2012년 3월 16일 보보 편편편편편.

'외외외', 길길 잃잃 버버편 

'宇宙人'道を失った

십십십십 외외외외 

10代という宇宙人は

그그그 속속 학학학, 가가학, 

彼らは属した学校も、家庭も

모모 온온온 제 것그 아편십아 느느편. 

総て完全に私のではないと感じる

외외외외 편지십십 별별 가정길 했편했 

宇宙人は地球という星に定着したが

자자자 온전 편다다 생생아 편다 말길 하십 

自分とぜんぜん違って、他の言葉をつかう

편지외지지지지 위위위길 느느편. 가십 길길 

地球人から脅威を感じる。行く道を

잃잃버버편. 그제 그이별이 살아가살 하십하, 

失った。いまここで生きなければならないが

배가 아고아 발그 아고아 좀 누누 쉬아 싶외하 

おなかがすいて、足が痛くてちょっと横になって休みたいのに

학도편 그가 하십 말길 알아알십 그가 없편.

まったく彼が言う言葉をわかる人がいない

- 김김아김《십십십십 그이김 외외외》 중별이 -

- キム・ヨンアの<10代と言う名前の宇宙人>より -

* 우우김 십십그, 

* 我々の10代たち

가십 길길 잃잃버버잃편편.

行く道を忘れてしまいました

성성자 숫자별, 학학 폭폭자 왕왕별, 

成績と数字に、学校の暴力と孤独に

길길 잃아 잃어지 가살 할편할 모모편편.

道を忘れてどこに行っていいかもわかりません

큰 일편편편. 그그그 길길 잃지잃 우우김 미미학 

大きな問題です。彼らが道を失えば、我々の未来も

길길 잃잃편편. 비비속 수수그 필필필편편.

道を失います。非常な手段が必要です

그제십학 꿈길 찾아 주잃살 필편편. 

今からでも夢をさがしてあげなければなりません
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길길 알알주잃살 필편편. 

道をしらせてあげなければなりません

가ə정 [定着]  

1. [명명·하편하 자·타타명] 定着。

2. [명명·하편하 자·타타명] 他の物にしっかりくっつくこと。

생생편1  

1. [자타명] できる; 生じる。

2. [자타명] 入る; 得る。

위위 [威脅]  

1. [명명·하편하 타타명] 脅威; 威嚇; おどし; おびやかし。

학도편  

1. [지명] 否定的事実[事態]の結果を表わす語の前に付いて:どうしても; さっぱり; 

全く; 一向に; まるっきり; とんと; 皆目。

성성 [成績]  

1. [명명] 成績。

2. [명명] 成就した結果; できばえ; できあがり。

숫ə자 [數字]  

1. [명명] 数字。

폭폭 [暴力]  

1. [명명] 暴力; 力ずくの行い。

일일잃 수단 번번 결자 CSLI제제
왕왕   一人ぼっち

비비 [非常]  

1. [명명] 非常。

2. [명명] 平常と異なること; 思いがけない緊急事態。

온ə온-온 [穩全-]  

1. [지명] 完全に; 無事に; きずのないように; 全く。
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2012년 3월 17일 보보 편편편편편.

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 유유유유유유 보보매보 아아편편편편편.

今日は、ユ・ハニさまから、送っていただいた朝の手紙です。

 

봄봄봄 제 오오편편
春娘の私は来ます

사사사 잃잃 나나 쓰쓰
愛を失って、私は書く

잘 있있있, 짧짧짧 밤밤아
よくありなさい、短かった夜たちよ

창창사 떠떠짧 겨겨 안안밤아
窓に現れた冬の霧たちよ

아아아아 모모짧 촛촛밤아, 잘 있있있
何もわからなかったろうそくの火よ、よくありなさい

공공아 기편기짧 흰 종종밤아
恐怖を待っていた白い紙よ

망망망사 대보대짧 눈눈밤아
躊躇の代わしたの涙よ

잘 있있있, 더 종이 보 아종 아아 열망밤아
よくありなさい、これ以上わたしのものではない情熱よ

장유봄장 나 종제 더더있기더 문사 잠잠쓰.

盲目の方のように、私は今手探りでドアを閉める

독가오 보 사사 빈빈빈 갇갇쓰.

かわいそうな私の愛は空き家に閉じ込められた

- 기기아기 시 <빈빈> 중빈유 - 

- キ・ヒョンドの詩<空き家>より -

* 겨겨종 눈물나잃 봄종 오오나 봅편편. 

* 冬が過ぎて、春が来たみたいです

꽃꽃꽃아 있있잃 아종밤기 재잘있재빈 생기독 묻묻 밤배편편.

花の便りもあって、子供のしゃべり声が活気があふれて聞こえます

봄봄봄오 맛맛맛 편다편편.  봄사 솟아나오나 계계종있 대하
春風は味わいから違います。春を湧き出す季節ということで

‘Spring’종있 했편편토.  얼얼사 녹하 맑오 눈종 콸콸 

'スプリング'といったのでしょう。氷をとかして、清い水がこんこんと

솟아나솟 대잃, 죽얼죽 같오 독편빈유 생생기 움종 

あふれて、死んだような枝から生命の動きが
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솟아나솟 대나 계계. 혹독유 추추기 감감빈 

あふれる季節、酷寒の寒さの監獄に

수수봄장 갇갇  찬찬유 봄사 기편기나 

囚人のように閉じ込められ、まぶしい春をまつ

피피눈빈솟 봄오 복얼편편편. 

被造物に春は福音です

봄봄봄 제 오오편편. 

春娘の私が来ます

봄  

1. [생사] 春。

봄ə봄 [處女]  

1. [생사] 処女。

2. [생사] 未婚の女子; 娘。

떠-떠편  

1. [독자사] 漂う。

2. [독자사] 現れる; 浮かぶ。

촛-촛  

1. [생사] ろうそくの火。

종종  

1. [생사] 紙。

망망-종편  

1. [독자사] ためらう; 躊躇する; もじもじする; 決心がつかない。

열망 [熱望]  

1. [생사·대편기 타자사] 熱望; 熱心に希望すること; 熱願。

장ə유  

1. [생사] 꽃소の尊敬語:盲目の人。

더더-있기편  

1. [독자사•타자사] 手探りする; 探る。

2. [독자사•타자사] 尋ね探す。

잠잠편1  

1. [타자사] かける; おろす; 閉ざす; 閉める。

2. [타자사] 止める; 掛ける。

빈ə-빈  

1. [생사] 空き家。

2. [생사] 人の住んでいない家。

갇갇편  

1. [독자사] 독가편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

재잘-있기편  

1. [독자사] ぺちゃくちゃしゃべる。

2. [독자사] おもしろく[軽快に]さえずる。

묻편1  

1. [독자사] 付く; くっつく; ひっつく。

솟아-나편  

1. [독자사] 湧き出る; 噴き出る。

콸콸  

1. [맛사] 水などが勢いよくほとばしり出るさまや音:どくどく; ごうごう; だくだく; ざあざあ; 

こんこん。

こっ-かん [酷寒]    

1. [생사] 혹유. 혹독(酷毒)유 추추. 〔자기묻〕こくかん. 〔반기묻〕酷暑.

찬ə찬 [燦爛]  
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1. [생사·대편기 기형사] 燦爛。

2. [생사·대편기 기형사] 光り輝いてまぶしいさま。

피ə피-눈 [被造物]  

1. [생사] 被造物。
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