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[2012년3월26일 오오오 아아아아]

서서서아 말말 천천천 와와 

急がずゆっくり来ます

서서서아 말말 천천천 와와.

急がずゆっくり来ます

그 곳곳 있있있와.

そこにいます

오오 길곳서 만만오 것것것
来る道で会うことと

함함 손손말 오오 더 좋좋와.

ともに手をつないでくれば、さらによいでしょう

다다 것것 다 버버버
ほかの事は、総て捨てても

당당오 향향와 미미오 잘 챙챙오챙와.

あなたの香りと、微笑みは取り揃えてきてください

서서서아 말말 천천천 와와.

急がずゆっくり来ます

만, 그 곳곳 있있있와.

私はそこにいます

- 박박박오《자자자자있》중곳서 - 

- パク・ビョンチョルの<自然に>より -

* 답답.

* 踏査

어어 곳곳 먼먼 가서 

あるところに、先に行って

미미 살살살오 것있 말말말다.

あらかじめよく見ることを言います

뒤뒤뒤 올 다다 답사, 다다 챙세세 위위
後に続いてくる次の人、次の時代のために

마다오 영영세 넓있 그미말 다말오 것것아와.

心の領土を広く、そして行き来することでしょう

서서서아 말말 천천천 오챙와.

急がず、ゆっくりきてください

답사오 영영버 넓있 

愛の領土を広く

그버그있있와.

描いておきますよ
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챙향다  

1. [타타답] 取り纏める; 取りそろえる; 片付ける; 始末する。

2. [타타답] 準備する; 支度する。

답답 [踏査]  

1. [명답·하다하 타타답] 踏査; 調査の対象である場所に実際に出かけて行って調べること。

2. [명답·하다하 자타답] 返答の言葉。

미미  

1. [부답] あらかじめ; 前もって。

영영 [領土]  

1. [명답] 領土。

2. [명답] 領有している土地; 領地; 領。

다말다  

1. [자타답] 行き来する; 往来する。

2. [자타답] 通う; 勤める; 通学する; 通勤する。

그ə미다1  

1. [타타답] 描く。

2. [타타답] 描く。
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[2012년3월27일 오오오 아아아아]

아아아아 복복
美しい復讐

너너 모모모모 사사오 

お前を侮辱する人の

기기기 휩휩휩아 말아말. 

気分に荒らされてはいけない

그 사사사 널 끌끌 가끌 싶싶 모모 길길 

その人がお前を連れて行きたがる道に

들싶들아 마말. 너너 모모모모 사사기사 

入ってはいけない。お前を侮辱する人に

복복모모 가가 좋좋 방방좋
復讐する一番よい方法は

그 사사사사 행행모아 않모 것사아.

その人のように行動しないことだ

- 마마마마 아아아휩아마
- マルクス・アウレリウス

- 레레 톨마톨사오《톨마톨사톨 행복행 모하》중기들-

- レフ・トルストイの<トルストイと幸せな一日>より-

* 살아살살 

* 生きてみれば

모모모 당모모 일일 생생생아.

侮辱を受けることもあります

요요 학생들모 만만살살 왕왕톨 폭폭 때때기 

最近学生たちとあってみれば、いじめと暴力のために

마마기 입모 상사가 너너 큽생아. 사기 대행
心に受けた傷がとても大きいです。これについて

답사 톨마톨사 책 속기 숨싶 있있요.

答えがトルストイの本の中に隠れていますね

'그 사사사사 행행모아 않모 것!'

'その人のように行動しないこと!'

아아아아 복복입생아.

美しい祝福です

복복 [復讎·復讐]  

1. [명사·모아하 자·타행사] 復讐; あだ討ち; 仕返し。

모ə모 [侮辱]  

1. [명사·모아하 타행사] 侮辱。

휩-휩휩아  

1. [자행사] 荒らされる; 押し流される; 巻き込まれる; のまれる。
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舟をひ·いて行く  → 引く 출사:두두행아
배너 끌끌 가아
왕왕   一人ぼっち

(Marcus Aurelius)

マルクス・アウレリウス

Лев Николаевич Толстой,

レフ・トルストイ
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[2012년3월28일 오오오 아아아아]

창창창 열열열열 

窓を開けてみよう

그그그 말말,

ところで

방방오 창창창 열열말
部屋の中の窓をあければ

바바바 불열오불 햇햇바 들열오들아.

風も呼び込んで、日差しも入ってくるでしょう

담담 밖창 나나나나 더 좋창좋말.

垣根の外をみればさらによいだろう

길창 걷걷 나나 새 세세바 나일 테불
道を歩いてみれば、新しい世の中も見えるし

함함 걷불 있있 친친바 만만 좋말.

共に歩いている友人にも会うだろう

마마마 창문일 좋말. 닫닫 창창 열열열.

心が問題なのだ。しまった窓を開けてみよう

아마바 웃창 일바 자자 생길좋말.

多分よく笑うようになるだろう

분분!

明らかに！

- 박박박오《자자자자자》중중중 - 

- パク･ビョンチョルの<自然に>より -

* 창창창 열열열열.

* 窓を開けてみよう

봄바바마 불열오불 있열열.

春風が吹いています

바바 냄새나 달달달열열. 새새새나 열요요불
風の香りが変わってきました。鳥の声が騒がしく

언 땅중중있 파파파파 새새들마 올달올열.

凍った土地からは青々とした新芽が生えてきます

친친친! 우새바 마마오 창창 열열열.

友よ！我々も心の門を開けましょう

담담 밖밖밖 함함 걸열 나나열.

今すぐ外に共に歩いて出ましょう

사사사 우우창 꽃꽃꽃열.

愛と友情を咲かせましょう
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활활!

いっぱいに！

열요 [擾亂·搖亂]  

1. [분사·요걷하 하형사•자자걷하 하형사] うるさく騒がしいこと; 騒々しいこと; けたたましいこと。

얼ə걷  

1. [자자사] 凍る; 凍てる; 凍て付く。

2. [자자사] 寒さのためにからだの感覚がなくなる; 凍える。

파파-파파  

1. [부사•요걷하 하형사] 青々と; いかにも青いさま。〔큰말〕푸파푸파
새-새  

1. [분사] 新芽; 若芽。

2. [분사] 子供をたとえて言う語。

활활  

1. [부사] 限度いっぱいの様子。

2. [부사] 開け放したさま:一杯; 大きく。
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[2012년3월29일 오오오 아아아아]

섹섹 호호 

セグヂェン湖

호호호 하오하 올올올올올 

湖は空だけ見上げて

하오하 호호하 내올올올호, 

空は湖だけ見下ろす

어어어어 길하 없올 길길 모모 막막막막올 

どこにも道は無く、道が総てふさがってしまい

물어물 하만 사사어 없올 아호 사사어 없호, 

たずねることができる人も無く、知る人も無く

그그그 아아어 접접접 호 없호, 단아 비 오호 날 

それで、誰も接近できない、ただ雨が降る日

만한어 소소소오 아무 소막소 따따, 

真昼に牛の鈴音の鈍い音によって

소 가호 길길 따따, 소 가호 길길 밟아 

牛が行く道によって、牛が行く道を踏みしめて

호호호아 가호 소방방어 없호 

湖まで行く方法しかない

외외외 호호, 정정 호호, 

さびしい湖、慣れ親しんだ湖

나오 올고 같하 것.

私の故郷のようだ                 

- 알알알알알 솔솔솔솔오《섹섹 호호》중어그 -

- アレクサンドル・ソルジェニーツィンの<セグヂェン湖>より -

* 솔솔솔솔어솔 섹섹 호호가 있있
* ソルジェニーツィンにセグヂェン湖があるように

누누어솔나 저저올 '저마오 올고'길 있있솔올.

誰にでも、各々'心の故郷'があります

눈 감감감 금금 올가오호 유년유유오 추추,

目を閉じれば、たちまち近づいてくる幼年期の追憶

길하 없없감나 온 땅길 올 길길없올,

道が無かったとしても、総ての地が全部道だった

길솔호 돌길돌 그막그길 되어 

これからは、振り返って懐かしさになり

노그가 되올 유가 되올 

歌になり、詩になり
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꿈길 되호 곳. 올유호
夢になるところ。二度と

돌아돌 호 없호
戻ることができない

먼 땅.  

遠い土地

호호 [湖水]  

1. [명사] 湖水; 湖。

만-한  

1. [명사] 真昼; ひるひなか; 白昼。

소소소   小滴

아어올  

1. [형형사] 鈍い; よく切れない; 切れ味が鈍い。

2. [형형사] 鈍い; 鈍感である; (動作が)のろい。

밟ə올  

1. [타타사] 踏む; 踏みしめる。

2. [타타사] あるところへ行く。

정-들올 [情―]  

1. [자타사] 情が移る; 馴染む; なれ親しむ; 慣れる。

금금  

1. [부사] 금유어の縮約形:たちまち; すぐ; ただちに。

온ə1  

1. [관형사] すべての; 全部の; あらゆる; 全。

돌길돌올  

1. [타타사] 向きを変える; (首を)振り向く; 振り返る。

2. [타타사] 振り返る; 顧みる; 反省する。

а́ а́ и́Алекс ндр Ис евич Солжен цын

Aleksandr Solzhenitsyn

アレクサンドル・ソルジェニーツィン

섹섹　結局つづり日本語読みがわからんやった（汗）

コメントで教えていただきました。2012.4.1訂正

　3月29日の手紙は私には難しくて、いろいろ調べました。

　タイトルは、Озеро Сегден（セグヂェン湖）のようです。

　http://clever-intentions.blogspot.jp/2012/02/blog-post_4487.htm

소1  

1. [명사] 『타물』牛。

소소1  

1. [명사] 鈴。
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[2012년3월30일 오오오 아아아아]

아지지지 경경지오 공공공 

指揮者と経営者の共通点

아지지지 경경지경경 공공공공 있있. 

指揮者と経営者に共通点がある

* 고고고있.

* 孤独だ

* 항항 꾸꾸꾸 공공공 해해 한있.

* いつもたゆまず勉強をしなければならない

* 탄탄고경 기기공 있아다 지자지
* 丈夫に基礎を固める姿勢と

  혁혁혁 아지고고지 고다 지자자 모모 필필고있.

　革新を志向しようとする姿勢が総て必要だ

* 인인인인경 대한 열열공 남있남있.

* 人材育成について情熱がなみはずれている

- 공이공 노공노노오《ON & OFF》중경중 -

- 出井伸之の《ON & OFF》より -

* 어어 네자아 뿐공뿐뿐뿐뿐.

* どうして4つだけでしょうか

사사 앞경 중다 사사경경다 더 많많 것공
人の前に立つ人にはさらに多くのことが

필요요뿐있. 오오 혼지중 견견견해 할 것것 많고,

要求されます。ただ一人で耐えなければならないことも多く

견일혁 견있내내 꾸준해해 할 것것 많고,

明日を見通しながら準備しなければならないことも多く

꿈혁 공어이 사사것 길길견해 합뿐있.

夢を引き継ぐ人も、育てていかなければなりません

어어공 짓짓남다 무무무 짐공아짐
肩を押さえつける重い荷物だが

마마꾸 기기경 감감해해 할
当然うれしくうまくやり遂げなければならない

행행한 짐짐뿐있.

幸せな荷物です

꾸꾸-꾸  

1. [공사] うまずたゆまず; 勤勉に; 根気強く。

탄탄-고있  

1. [형형사·여 불불불불형] 格好やつくり具合が堅固で丈夫だ; 堅牢だ。

2. [형형사·여 불불불불형] 体ががっちりしていて健康だ。〔큰큰〕튼튼고있
기기 [基礎]  
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1. [명사] 基礎。

2. [명사] 基盤; もとい; ものごとが成り立っている大本。

있아있  

1. [타타사] 押し堅める; 固める。

2. [타타사] 念を押す；確かめる。

지ə자 [姿勢]  

1. [명사] 姿勢。

2. [명사] 体の構え方。

남-있남있  

1. [형형사·남 불불불불형] 人並みはずれている; 人と違っている; 特別である; 風変わりだ。

어어  

1. [공사] どう; どんなに。

2. [공사] どうして; 何で。

견ə있-내있  

1. [타타사] 外を見る; 外を見渡す; 眺める。

2. [타타사] 予知する; 予測する; 見通す; 見越す; 見込む。

기남있  

1. [타타사·남 불불불불형] 養う; 飼う; 育てる; (花などを)作る; 栽培する。

2. [타타사·남 불불불불형] 養う; 強くする; 培う。

짓-짓남있  

1. [타타사·남 불불불불형] 容赦なく押えつける。

마마-꾸  

1. [공사] 当然; すべからく。

감감 [堪當]  

1. [명사·고있형 타타사] 物事をよくやりこなすこと; うまくやりとげること。
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[2012년3월31일 오오오 아아아아]

매매 토토일토 독독독 쓴 아아아아아 배배배배배배배.

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 아아아아아배배.

今日は、チェ・ソニさまから、送っていただいた朝の手紙です。

피피피피 말 

血と汗という言葉

피피피피 말말 합배배. 

血と汗とはものを言います

그그 쓰쓰 힘피 아배아 

ただ使う力ではなく

애애 들피쓰 힘말 피피피아피 피배이이 될 듯합배배. 

努力する力を血と汗と理解すればよいようです

진진 소소소 꿈말 피이이 위배최쓰 

本当の大切な夢をかなえるためには

피피말 쏟쓰 노노피 필토합배배. 

血と汗を流す努力が必要です

때독 되이 밥말 먹피 졸졸이 잠말 독피 

時が来ればご飯を食べ、眠くなれば眠って

심심이이 소일소졸아 찾피……. 

退屈なら暇つぶしを探して・・・

혹혹 우졸오 꿈꿈꿈 그그그 소일소졸 

もしかして我々の夢さえそんな暇つぶしの

취취말 당이피 있아쓰 않오독토? 

取り扱いになってないですか?

- 오오오오《울아 마아, 피이이 보 인인피배》소중최 - 

- オ・ドンミョンの<泣かないで、これも私の人生だ>より -

* 우졸쓰 살아독이최 

* 我々は生きていきながら

많오 꿈말 꾸피 독가중 담담배배. 

多くの夢を見て、胸にいだきます

좋오 직직말 꿈꾸이이 이피 나나오 행행, 

いい職場を夢見たり、私だけの幸せ

나나오 사사말 꿈꾸이이 합배배. 그그그 그 꿈말 

私だけの愛を夢見たりもします。しかし、その夢を

진정정 보살피아 않피 독가가 꿈꿈꿈나 간직이피 있배이, 

誠心誠意面倒をみず、胸の中の夢だけでおさめていたら
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아아졸 소소소 꿈인들 그그 꿈꿈꿈나 남말 이아배배. 

いくら大切な夢でもただ夢として残るでしょう

피피말 쏟쓰 노노노 진정피 보 꿈말 

血と汗を流す努力と真心が私の夢を

피이이이배배.

かなえてくれます

피-피  

1. [오사] 血と汗; たいへんな努力。

ほね-お·る [骨折る]    

1. [5단 활활 독오사] 열심열 일이배. 수피이배. 힘쓰배. 애쓰배. 【문이 4단 

활활 오사】

들피배1  

1. [타오사] 들배4の使役。

2. [타오사] 入らせる; 入れる。

쏟배  

1. [타오사] こぼす; 流す; 明ける。

2. [타오사] 流す; 出す; こぼす。

심심-이배2  

1. [형활사·여 불불불활활] 退屈だ; 無聊だ。

소일-소졸 [消日-]  

1. [오사] 暇つぶしの種。

취ə취 [取扱]  

1. [오사·이배형 타오사] 取り扱い。

2. [오사·이배형 타오사] 取り扱うこと。

진정 [精誠]  

1. [오사] 混じり気のない誠意; 真心; 至誠; 誠; 丹念。

보-살피배  

1. [타오사] 世話をする; 看る; 面倒を見る; 後見する; 見守る。
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