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[2012년6월11일 오오오 아아아아]

몽몽 초초오 들들들들 왜 그그그 아아아아아! 

モンゴル草原の野花はなぜこんなに美しいのか！

저 몽몽오 초초초 피피피피
あのモンゴルの草原に咲く

온온 들들들들 왜 그그그 아아아아 색색색 

総ての野花たちがなぜこんなに美しい色で

피피피피피? 왜 그그그그 진진진 멋진 향향향 

さくのでしょうか？なぜこれほど、濃く、素敵な香りを

풍향풍 피피피피피? 그그 바색 벌벌 피나향 

漂わせながら、さくのでしょうか？それはまさに、蜂と蝶を

불불 모색향 위위, 그그그 수수수수초 

よんで集めるために、それで水分活動に

성성진향 위위 피아오 몸몸몸몸아. 

成功するための身振りです。

들들들들 생생벌 번번번 위위
草花が、生存と、繁殖のために

 

벌벌 피나향 상상색 벌들피
蜂と蝶を相手に展開する

처처위 몸몸몸들아피.

壮絶なもがきでしょう

- 조조조오《인생오 처절초 아아다 그상아 

- チョ・ヨンギョンの<人生の絶頂に至ったあなたが

                      위번한 향기위기 할 것들》중초그 -

　　　　　　　　　　一度くらいは覚えていなければならないこと>より -

* 초초오 거거 바바들
* 草原の荒い風が

들들들번 아아아진 향향향그 만만몸아.

野花を美しく、香しくします

거거 바바초 살아살색살살 벌벌 피나향 불불기 진진,

荒い風に生き残ろうとすれば、蜂と蝶をよばなければならず

그불살살 더 아아아진 더 향향향아 않색살 안안몸피피.

そうしようとすれば、さらに美しく、香しくなければいけないからです

몽몽초그 초초초 머머아 보살 그 진위 들들향향색 

モンゴルで草原に留まってみれば、その濃い草花の香りで

마마 향향들 벌피진 듯위 착착초 빠빠만몸아.  

まるで香煙が広がったような錯覚に陥ります
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당당번 몸몸몸마그 진피 거거 바바들 

あなたを身もだえするようにする荒い風が

당당오 인생번 더더 아아아진 

あなたの人生をさらに美しく

향향향그 할 것몸몸아.

香しくするでしょう

온ə온  

1. [관관관] あらゆる; すべての; いろいろの。

진-진아 [津─]  

1. [관조관·여 불불불수조] 濃い。

2. [관조관·여 불불불수조] 強い；こってりしている。

풍향아  

1. [자수관•타수관] におう; におわせる; 漂う; 漂わす。

2. [자수관•타수관] 四方に散る; また飛び立たせる。

모색아  

1. [타수관] 集める; まとめる。

2. [타수관] ひと所に来るようにする; 募る; 募集する; 招く。

피아  

1. [오생의관] 一部の名詞や冠形詞形の語尾-ㄹに付いて：…次第；…よること；…にかかっていること。

몸-몸  

1. [의관·진아관 자수관] 体を動かす様子; 身振り。

번번 [繁殖·蕃殖]  

1. [의관·진아관 자·타수관] 繁殖；動植物が生まれてふえてゆくこと。

벌ə들아  

1. [타수관] 始める; 手をつける; 着手する。

2. [타수관] 並べる; 陳列する。

처처 [悽絶]  

1. [의관·진아관 관조관] 凄絶; 悽絶; たとえようもないほどにすさまじいさま。

몸몸몸  

1. [의관•진아관 자수관] 身もだえ; もがき; あがき。

2. [의관•진아관 자수관] 寝がえりをうつこと。

거거아  

1. [관조관] 粒が粗い。

2. [관조관] まばらで粗い。

향향 [香煙]  

1. [의관] 香煙。

2. [의관] 香を焚く煙。

벌ə피-아아  

1. [자수관] 空く; 空間ができる。

2. [자수관] 広く開ける; 広がる。

몸몸몸-마아  

1. [자수관] 身もだえする; のたうつ; あがく。
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[2012년6월12일 오오오 아아아아]

"참 좋아 보보보보!" 

"とてもよさそうに見えますね"

"어어어 얼얼보 참 좋아 보보보보!"

"旦那さんは顔がとてもよさそうに見えますね！"

라라 말말 노노노노 가가 기기 좋말 표표보표. 

と言う言葉はお年寄りに一番気分をよくする表現だ

내 주주노 있라 많말 사사사보 갖가아 질질노질 

私の周りにいるたくさんの人々がもろもろの疾病にも

불불불불 즐즐불 활기활노 노년오 삶삶 보내불 

かかわらず、楽しく活気あふれるように老年の人生を送って

있표. 그사말 나보나 먹라표라 것삶 자자자자노 

いる。彼らは年をとるということを自然に

받아사보받받 젊말보사보표 더 활활보 넘넘노 

受け止めながら、若者よりさらに活力があふれるように

살불 있표. 그사말 나보가 사들들 젊삶 때라 

生きている。彼らは年をとるほど若いときには

몰몰몰 소소소 것사보 자자자 생생생표.

わからなかった大切なことが何度も生じる

가가보 소소소아소 젊삶 적 가가몰 

家族が大切になり、若いころ持っていた

온갖 두두두보 사라사표.

総ての恐ろしさが消える

- 루보자 월월월오《당어 참 좋아보보보보!》소노받 -

-  ルイス・ウォルパートの<あなたとてもよさそうに見えますね！>より -

* 저질 옹옹옹노받 자나라 기사분분분
* 私も小さな泉であう方々から

"참 좋아 보보보보보!"라라 노사나 많보 받받받표.

"とてもよさそうに見えますね！"と言うあいさつをたくさんうけます

불고불 기기받받질 소아한분라 "실말 안 그그보.

ありがたくうれしいながらも、一方では"実はそうではないです

아지 가가질 아아불 뼛뼛 통통질 있어보"라불
今胸もいたくて、骨の鈍痛もあります"と

혼혼말삶 합받표. 그그나 어기불노질 

独り言を言います。しかし、不思議にも

"좋아 보노표"라 그 말노 뼛뼛 통통보 

"よさそうに見える"と言うその言葉に、骨の鈍痛が
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지보 사라아불 얼얼질 표보
すぐになくなって、顔ももう一度

활활 펴펴받표.

大きく広がります

だんな [旦那 · 檀那]      

1. [명사] 손주 남남삶 분어라 말. 어어어.

2. [명사] 여남여 특특소 관관나 가아불 생활삶 돌보불 있라 남자나 보어라 말. 영영. 받서.

갖가아  

1. [관관사•명사] 가아가아1の縮約形:いろいろ; さまざま; とりどり; もろもろ。

자자-자  

1. [분사] 자자の強調語：しきりに; ひっきりなしに; 何度も何度も; どんどん。

소-아 [―便]  

1. [명사] 一方; 片方; 片側。

2. [명사] 同じ仲間; 味方; 同類。

지보  

1. [분사] 지보노の縮約形:たちまち; すぐ; ただちに。

활  

1. [분사] 限度いっぱいの様子。

2. [분사] 開け放したさま:一杯; 大きく。

펴ə아표  

1. [자자사] 広がる; 開く; 伸びる。

Lewis Wolpert
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2012년 6월 13일 보보 편편편편편.

꿈꿈 춤춤편 

夢は踊りだ

살살살 꿈꿈 꾸꾸 사사사춤,

生きながら夢見る人だけが

춤 세세꿈 바바 수 있꾸 새새새 일꿈 할 수 있편.

この世を変える新しいことをすることが出来る

꿈꿈 가가 자사춤 춤 세세꿈 움움일 수 있꾸 것춤편.

夢を持った人だけが、この世を動かすことが出来るのだ

우우꾸 피피가 감감감 있꾸 육육 그 춤세춤편.

我々は、皮膚が覆っている肉体それ以上だ

우우우우꾸 꿈춤 살살 있편. 꿈꿈 마마꿈 

我々には夢が生きている。夢は心を

탁 트춤우 하하 세세꿈 움움춤꾸 

ぱっとひろげて、世の中を動かす

힘춤편.

力だ

- 안안안 그그그《하하하 살살살 행행하우》중우살 -

- アンゼルム・グリューンの<一日を生きても幸せに>より -

* 꿈꿈 힘편편편.

* 夢は力です

나하 움움춤우 합편편. 

私を動かすようにします

세세꿈 움움움 가진하우 사만편편.

世の中を動かして進化させます

꿈꿈 우우하 살살 춤춤우 하꾸 힘편편편.

夢は我々を生かして躍らせる力です

가가춤 살살있꾸 사사사춤 꿈꿈 바 수 있감,

心が生きている人だけが、夢見ることが出来て

몸춤 살살있꾸 사사사춤 춤꿈 출 수 있있편편.

体が生きている人だけが、踊ることが出来ます

꿈꿈 곧 춤편편편. 

夢はまさに踊りです

피피 [皮膚]  

1. [명사] 皮膚; 肌。

감ə-감편  

1. [타타사] くるむ; 覆いかぶせる; 包みかくす。

2. [타타사] かばう; 保護する; 庇護する。
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탁1  

1. [피사] ぱあっと広がるさま。

트춤편  

1. [자타사] 트편2の受動。

2. [자타사] 塞がっていたもの, 閉ざされていたものなど障害物がなくなる; 開ける; 通じる。

가ə진 [進化]  

1. [명사·하편하 자타사] 進化。

2. [명사·하편하 자타사] 生物が下等なものからしだいに高等·複雑なものに発達すること。

Anselm Grun
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[2012년6월14일 오오오 아아아아]

그그 '노노'였였 

彼は'奴隷'だった

가가 잘 알알알 후후 스스아 

一番よく知られた、後期ストア

철철철철 에에에스스그 원원 노노였였.

哲学者であるエピクテトスはもともと奴隷だった

그그 많많 철학학 견견견견 견고고 배견배배 

彼はたくさんの虐待を耐えた後、苦痛と空腹を

알알였. 가가가 매매배 당당 절절절절절 걸걸였. 

わかった。過酷な殴打にあって、足を引きずりながら歩いた

몸많 비비 노노가 되되 있되있 마마많 여여여 

体は奴隷であっても、心は依然として

철자자자 수 있였견 선선선였. 이그 철자오 

自由であることが出来ると宣言した。彼は自身の

경경에 오절가 선선이걸였. 그그 추추추철 

経験をよりどころにした宣言だった。ただ抽象的

이이이 아아걸였. 그오 가가아많 견고고 

理論ではなかった。彼の教えは、苦痛と

견고배 되어어 였다 것철아에 관관가 

困難をどのように扱うことかに関連した

실실추철 충견학 포포선였.

実践的な忠告を包含した

- 나이절 워워워오《철철철철 철철철였》중에중 -

- ナイジェル・ウォーバートンの<哲学者と哲学する>より -

* 우절 중에있 '노노' 가 많많아였.

* 我々の中にも'奴隷'が多いです

견고관고고 틀, 철후 철학에 끌알 였다아였.

固定観念と枠、自己虐待にひきづられます

그자그그 철자자아 못철아못 절절절절절 걷견
それから自由ではないから、足を引きずりながら歩いて

아아아 철철있 없이 살아살아였. 가 집집오 가가이
なんら哲学も無く生きて行きます。一家の家長が

철철이 없없없 철자자있 노노가 되견, 가장 가 나나오
哲学が無ければ、子供たちも奴隷になって、将来一国の

학고대이 철철이 없없없 온 국국자이 학학자
大統領が哲学が無ければ、総ての国民たちが代々

ページ(1)



20120614.txt

가가가 매매배 당철절 살어 됩아였
過酷な殴打を受けながら生きるようになります

노노 [奴隸]  

1. [명명] 奴隸。

알알-아였  

1. [철자명] 알절되아였の縮約形。

철학 [虐待]  

1. [명명·철였하 타자명] 虐待; むごい扱いをすること。

가ə가 [苛酷]  

1. [명명·철였하 하형명] 苛酷; 厳酷; きびしいこと; むごいこと。

매-매  

1. [명명·철였하 타자명] 鞭打つこと; 殴打。

2. [명명·철였하 타자명] 鞭撻; 戒め励ますこと; 激励。

당-철였1 [當―]  

1. [철자명][타자명·여 불불불불형] 当たる; 直面する; 当面する; ぶつかる; 会う; 際する。

2. [철자명][타자명·여 불불불불형] 勝ち抜く; 匹敵する; 適う。

절절-절절였  

1. [철자명•타자명] 足をひきずって歩く。

비비  

1. [그명] たとえ; もしそうであっても。

あい-も-かわら·ぬ [相も変(わ)らぬ]    

1. [연되] 《「相変わらぬ」학 강강철그 말. 경경오 뜻배 띠그 경우가 많마》 변포없이. 여고 였다
없이. 여여여.

오절 [依據]  

1. [명명·철였하 철·타자명] ある事実を根拠とすること; 依ること。

2. [명명·철였하 철·타자명] よりどころとすること

추추-추 [抽象的]  

1. [관하명•명명] 抽象的。

였다였  

1. [타자명] 扱う; 取り扱う; 処理する; さばく; 受けつける。

2. [타자명] 扱う; 操作する。

충견 [忠告]  

1. [명명·철였하 철·타자명] 忠告。

포포 [包含]  

1. [명명·철였하 타자명] 包含; 中にふくみもつこと。

틀  

1. [명명] 型; 枠。

2. [명명] 型; 形を作り出すもの。

끌절였1  

1. [철자명] 끌였の受動。

2. [철자명] 引かれる; 引っぱられる; 魅せられる。

なん-ら [何等]    

1. [그명] 《「なにら」오 변가말. 否定語가 따다》 철하. 아아아. 강조있.

가장 [將次]  

1. [그명] 今から先; 将来; これから。

2. [그명] 将来; 未来。

http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/119046/m0u/

ストイシズム【stoicism】    

１ （Stoicism）ストア学派の学説。ストア主義。

２ ストア学派風の克己禁欲主義・厳粛主義。

エピクテトス【Epiktētos】    

［55ころ～135ころ］ストア学派の哲学者。奴隷であったが、のちに解放された。理性的な意志の力によっ

て不動の心境（アパテイア）に達すべきことを説いた。死後に弟子が講義集録「綱要」などをまとめた。
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2012년 6월 15일 보보 편편편편편.

'나나나 성성성성...' 

'後で成功すれば･･･'

우우나우 사사사사 

わが国の人々は

'나나나 성성성성...' 이우이 말성말
'後で成功すれば･･･'といいながら

성성성 '나나'으으 미미편. 성성성 너너 거거성거 

成功を'後'に伸ばす。成功をとても誇大して

생생성생 때때이편. 누누누누 성성나 대대 축성 

考えているからだ。誰かが成功について祝いの

인사인 건건성 '성성사 너무, 아아 멀멀편'말
あいさつを話しかければ'成功なんて、まだ道半ばです'と

손사손 친편. 성성사 행행행 마마누편으
手のひらをたたく。成功は幸せと同じで

죽성 때 말성말 것이 아편편. 삶 속속
死ぬときに言うのではない。人生の中の

작사 성성사성 그때그때 자축성이
小さな成功を、そのときそのとき自ら祝って

축성축으말 삶속 갈갈마편, 

祝いを受けながら、人生の筋道ごとに

일일속 이고이고마편 

日常の峠ごとに

힘성 내내 대편.

力を出さなければなりません

- 이이이속《성성이 행행인 줄 알알편》나나중 -

- イ･ジュンソンの<成功が幸せであるとわかった>より -

* 나나으으 미미성
* 後に伸ばせば

안안말 것사이 더더 있있편편.

だめになることが時々あります

사사, 감사, 친친, 배배, 나나, 이행...

愛、感謝、親切、配慮、分配、善行

'성성'도 나나으으 미미 성성속 것이 아아편편.

'成功'も後に伸ばす性質のものではありません

편지속 조건, 현현속 일상성 '작사 성성'으으 삼이
今の条件、現在の状況を'小さな成功'として積み上げて
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더 깊이, 더 간친간 몰편성성 더 '큰 성성'사
さらに深く、さらに切に没入すれば、'大きな成功'は

이선선선 자자자자거 뒤뒤우 옵편편.

贈り物のように、自然に後についてきます

'성성성편'말 많사 사사사이
'成功した'という人々が

그 길성 걸멀있편편. 

その道を歩きました

미미편  

1. [타타사] 延期する; 延ばす; 持ち越す; 後回しにする。

2. [타타사] 人に押しつける; 人のせいにする; 転嫁する。

건ə건편  

1. [타타사] 건너편の使役:渡らせる; 渡してやる。

2. [타타사] 話しかける。

손-사손  

1. [명사] 手のひらを振ること。

자축 [自祝]  

1. [명사·성편하 타타사] 自ら祝うこと。

갈갈  

1. [명사] 要領; 分別; 筋道; 物事のみわけ。

2. [명사] あいだ。

이고3  

1. [명사] やま; さかり; 峠; 瀬戸ぎわ。

더더1  

1. [부사] いくらか; 多少; 少しは; 若干。

2. [부사] たまに; ときどき; 時おり。

이ə행 [善行]  

1. [명사] 善行。
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[2012년6월16일 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 임임임임임임 보보매보 아아아아아배배.

今日は、イム・ギョンスクさまから、送っていただいた朝の手紙です。

마마오 힘
心の力

마마오 힘힘힘 

心の力とは

말말 설설설 수 없없 만만 무무무배무 합배배.

言葉で説明できないくらい無限だといえます

토요 설명 치치치힘배 배임 마마오 힘힘 중중없 둔 

最近瞑想治療法だといって、心の力に重点をおいた

각각 치치치힘 활활무활 연연연무 또 관관없 갖무 

いろんな治療法が活発に研究され、さらに関心を持って

실실배 보보보 사사사 많많배배.  어어 소설독보
実践してみようとする人も多いです。ある小説家は

설명명말 담배아 끊끊배보 얘얘아 들끊많배배.

瞑想でタバコをためたという話を聞きました。

비비 담배만힘 아배아 참얘 힘힘 더더더 

ただタバコだけではなく、耐え難い暑さや

추더사 그그무, 여여 독아 많관들사
寒さもそうで、色々な習慣も

배 마마오 힘없 믿무 확보없 독가 때 

総て心の力を信じて、確信を持つとき

원무보 대말 힘이어이배배.

望みのままにかないます

- 김김아오《살살 생각무살》중힘임 -

- キム・ジョンアの<生きながら考えながら>より -

* 많관없 무치얘힘 

* 習慣を直すのは

그그 쉬쉬 일오 아아배배.

そんなに簡単なことではありません

무아만 마마오 힘힘 중중없 둔 설명 치치치힘치
しかし、心の力に重点をおいた瞑想治療法なら

많관사 무치무 절절절 생활없 설 수 있배무 합배배.

習慣も直して、節制された生活をすることが出来るといいます
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무무힘힘 간절간힘 있없 때 큰 힘없 찾활 됩배배.

なんにでも切実さがあるとき、大きな力を見つけるようになります

마마오 힘없 믿무 간절간 바아치 힘이어이배배.

心の力を信じて、切に望めばかないます。

아편무무 행행무 매말연소임.

平安で、幸せな週末になりますように

각각 [各種]  

1. [설사] 各種; さまざまの種類。

비비 [非但]  

1. [부사] ただ; 単に。

무치배  

1. [타타사] 直す; 繕う; 修理する; 修繕する。

2. [타타사] 治す。

절절 [節制]  

1. [설사·무배하 타타사] 節制; 度を越さないように控えめにすること。

간ə절 [懇切]  

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