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[2012년6월18일 오오오 아아아아]

도도도도 것 이이오 목목 

道徳的なこと以上の目標

자자이 

自身が

사사사사 일일 사하하오.

愛することをしましょう

너너 도도도이 되아 마하하오. 

あまり道徳的にならないようにしましょう

그그그 사하 삶오 많많 부부부 있있있 

そのようにすれば、人生の多くの部分で

자자일 속이그 될 것것것것. 도도도도 것 

自分を欺くようになるでしょう。道徳的なこと

이이오 목목목 가아하하오. 

以上の目標を持ってください

그그 좋많 사사이 되아사 마하하오. 

ただいい人にならないでください

너무가목 위위있 좋많 일일 사하하오. 

何かのためにいいことをしてください

- 헨헨 데이데 소소소오《구도자부그 보보 아아》중부있 -

- ヘンリー・デイヴィッド・ソローの<求道者に送った手紙>より -

* '도도'도 진진되있진 합것것.

* '道徳'も進化しなければなりません

기기오 도도일 기기기소 사되 때때소 

既存の道徳を基盤として時には

그 껍껍일 깨깨 나오사 하도시 도도이 있있진
その殻を破って出るこころみと挑戦があって

새소새 사이, 철철, 과철, 예예이 창창창것것.

新しい思想、哲学、科学、芸術が創造されます

도도 이이오 목목목 갖깨 자자이 진진
道徳以上の目標を持って自身が本当に

사사사사 일부 목목목 때 도인목
愛することに、命を懸けるとき人類を

움움이사 세세도도 명명도
動かす世界的名作も

탄탄창것것.

誕生します
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속이것  

1. [타타사] 騙す; 欺く; ごまかす; ちょろまかす。

구도-자 [求道者]  

1. [명사] 『종종』求道者。

기기 [基盤]  

1. [명사] 基盤; ものごとの基礎となるもの; 土台; もとい。

껍껍  

1. [명사] 皮; 表皮; 殻。〔명많작〕깝껍
깨ə것1  

1. [자타사•타타사] 覚める。

2. [자타사•타타사] 開ける。

사이 [思想]  

1. [명사] 思想。

진진 [眞正]  

1. [명사·사것하 하형사] 真正。

2. [명사·사것하 하형사] まちがいなくそれであるさま; 何もまじっていないさま。

Henry David Thoreau
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[2012년6월19일 오오오 아아아아]

사사사 '일일일'이 아아아 

人は'使い捨て'ではない

작사 일이아일 

小さなことだが

우우일오 문문문 일만만만 것이아. 

我々だけの文化を創りだすのだ

한한 쓰쓰 버우버 매매매매아 튼튼한 제제제
一回使って捨てる薄情さより丈夫な製品を

잘 사사 오오 쓰버 즐즐즐제 누우누. 

ちゃんとかって、長く使う楽しさを享受しよう

우우 삶이 일일일이 아아아, 

我々の人生が使い捨てではないように

한한 맺사 인인이 일일일이 아아아, 

一度結んだ縁が使い捨てではないように

우우 곁곁 온 물물만곁물물 

我々のそばに来た品物にも

깊사 애매제 주누. 

深い愛情を与えよう

- 박박문오《물도곁사 생생생생생 사버 법》중곁사 -

- パク・ギョンファの<都市で生態的に生きる法>より -

* 우우오 일만만 사사,

* 我々の出会いと愛

한한생생 끝끝버 일일일이 아아아아. 

一度で終わる使い捨てではありません

내 곁곁 온 물물 하끝곁물 깊사 애매이 필필한필
私のそばに来た品物ひとつにも深い愛情が必要で

하물하 내 곁곁 머머버 사사곁물 머무 말이
まして私のそばに留まる人にどんな言葉が

더 필필하필필아필. 사사사 '일일일'이 

もっと必要でしょうか。人は'使い捨て'では

아아아아. 오오 이만아버 인인이
ありません。ながくつながる縁が

참 아아아필아아.

とても美しいです

매매-하아  

1. [형일사·여 불불불불일] 薄情だ; つれない; すげない; 素っ気ない; つめたい。
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튼튼-하아  

1. [형일사·여 불불불불일] 丈夫だ; 壮健だ; 達者だ; すこやかだ; がっちりしている。

2. [형일사·여 불불불불일] 堅固だ; がんじょうだ; しっかりしている; 丈夫だ。〔작사말〕탄탄하아
누우아1  

1. [타타사] 享受する; 味わい楽しむ。

생생 [生態]  

1. [명사] 生態; 生物が自然界に生活している状態。

하물하  

1. [부사] まして; なおさら; いわんや。
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[2012년6월20일 오오오 아아아아]

흙흙흙 

土遊び

아아아아 흙흙흙흙 하하
子供たちが土遊びをすれば

"에에!" 하하하 못 만아만 하하 부부부아 많아많. 

"きゃー"といいながら、触ることが出来ない両親が多いでしょう

하아만 흙흙 만아하 아아아 뇌 발발에 훨훨 

しかし、土を触れば子供たちの脳の発達にいっそう

좋좋좋좋. 부모흙흙 열열열 하하 아아아아 

よいです。砂あそびを熱心にした子供たちは

그 감감감 즐즐즐흙 성성아 되되하되 

その感触と楽しさを成人になっても

기기기좋좋. 맨발맨 흙 길흙 좋좋만 

記憶します。素足で土の道を行き来するように

하하 흙흙흙 열열열 하만 하하 

土遊びを熱心にするようになれば

정하정정맨 풍부풍 아아맨 

情緒的で豊かな子供に

기기 수 있좋좋좋. 

育てることが出来ます

- 아이성오《정정 소소풍 것아 풍 뼘 곁에 있좋》소에하 -

- イ･ウソンの<本当に大切なことはちょっと横にある>より -

* 옹발옹에 오하 아아아되
* 小さな泉にくる子供たちも

부모흙흙 흙흙흙흙 참 좋아기좋좋.

砂遊び、土遊びをとても好きです

얼얼에 웃웃웃아 가가하하 시시 가하 줄 부모좋좋.

顔に笑いの花があふれて、時間が過ぎるのを忘れます

흙아 생생 덩되덩덩좋좋. 이덩가 나하 이덩가 

土は生命の塊です。我々が出て、我々が

돌아가돌 할 본본덩좋좋. 흙감 노하 것아  

帰らなければならない故郷です。土と遊ぶことは

생생오 근근성 되어좋오 품에하 놀놀 

生命の根源である母の胸で遊びながら

사사흙 배이하 것덩좋좋.

愛を学ぶのです
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흙-흙흙  

1. [생사·하좋하 자자사] 土遊び。

에에  

1. [생사] 幼児に「怖いもの」の意で使う語:おうこわ; お化け。

부모 흙흙  

1. [생사] 砂遊び。

맨-발  

1. [생사] 素足; はだし。

좋좋좋  

1. [자자사] 行き来する; 往来する。

2. [자자사] 通う; 勤める; 通学する; 通勤する。

情緒的成熟度  

1. [생사] 『가정가』 정하정 성성
덩되덩  

1. [생사] 塊。

2. [생사] 心をひとつにして集まった集団; かたまり。

본본 [本鄕]  

1. [생사] 本郷。

2. [생사] 生まれた故郷。
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[2012년6월21일 오오오 아아아아]

소소소
帰属意識

마마 테테테테 평평평 가가가가 

マザー・テレサは一生を貧困で

아아 테사사사 함함 보보 후후 다다사 같같 

つらい人々と共に送った後次のような

통통평 얻얻다. "오오오 가가 큰 재재같 나나나나 

洞察を得た。"今日一番大きな災難は、ハンセン病や

결결나 아아아 소소소아 못못다테 느느나다." 

結核ではなく、所属できなかったという感覚だ"

우우 테사후사 나 나같 유유나유유 소얻다. 

我々の社会でこの病気は、流行病のようになった

우우테 소소소소소 애애애 열열가열사열 

我々は所属できるようにやきもきして熱望しながらも

스스스 그그 만만 가가가 

自らそうするだけの価値が

없테 것유유 느느다.

無いように感じる

- 애아 브브오 《받아사받》중후사 -

- タラ・ブラックの<受け入れ>より -

* 내 집평 '내 집'나아 

* 私の家を'我が家'と

평생생생 소소소나 평생아다.

思って、帰属意識が生じます

내 집평 '옆집'나나 '남오 집'으스 평생가열
私の家を'隣の家'や'他人の家'と思えば

곤곤가아곤. 떠떠나나 나이이같 소소소나 

困りますね。さすらい人や異邦人は帰属意識が

없없아다. 자소 자우후 닻평 내우가,

ありません。自分の場所に錨を下ろして

뿌우소 박가, 최최으스 테사사 때
根を張って、最善で愛するとき

비스소 소소소같 평생아다.

ようやく帰属意識が生じます

나오 몫몫아다.

私の割り当てです
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き-ぞくいしき [帰属意識]    

1. [명테] 귀소 오의. 소소소 집집후 대만 강만 소소소.

가가  

1. [명테·가다하 하형테] 貧乏; 貧しいさま; 貧困。

나ə나 [癩病]  

1. [명테] 『오의』ハンセン病; 癩病; レプラ。

애ə-애다  

1. [자자테] 気が気でない; はらはらする; やきもきする; 気苦労する。

떠떠-나  

1. [명테] さすらい人; 渡り者; 流れ者; 風来坊。

나ə이-이 [異邦人]  

1. [명테] 異邦人; 外国人。

닻  

1. [명테] 錨。

몫  

1. [명테] 分け前; 割り当て; 配当; 取りまえ; 取り分。

2. [명테] おのおのが受け持った任務; 持ち分。

Tara Black
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2012년 6월 22일 보보 편편편편편.

예예예예
予行演習

예예 없없 즉즉즉즉즉 

演習の無い場当たり的に

프프프프없프프 할 거거거
プレゼンテーションをするつもりなら

차거차 포포포포 것없 낫편.

むしろやめたほうがよい

예예예예예 프프프프없프프 성성성
予行演習はプレゼンテーションの勝敗を

좌좌할 만만 중중포편. 특특 예예예예포포 

左右するほど重要だ。特に予行演習する

모예프 동동동즉즉 촬동촬 자자프 

姿を動画で撮影して自身を

관관포포 것예 매좌 중중포편.

観察することはとても重要だ

- 카카 갤즉프《차리프 자자》중중중 -

- カーマイン・ガロの<リーダーの資格>より -

* 삶예 예예예예없 없예편편.

* 人生は予行演習がありません

좋예 목목, 좋예 방방프 방촬 한한한 한한한
いい目標、いい方向に向かって一瞬一瞬

최최프 편포다 열열특 사포 것편편편. 그그그
最善を尽くしながら、一生懸命生きるのです。しかし

삶프 길목중포 예예예예프 구한없 많예편편. 

人生の道の要所には、旅行演習の区間が多いです

예예예예예 실실실실 철철포철!

予行演習は、実際のように徹底して！

실실포 예예예예실실 편편포철! 

実際は予行演習のように楽に！

그그거 당자프 인인 길없 

そうすれば、あなたの人生の道が

평평촬평 것편편편. 

平坦になるでしょう

즉즉-즉 [卽興的]  

1. [관관사•명사] 即興的; 場当たり的。

실실 [實際]  

1. [명사] 実際; 有りのままの様子; 実地の状態や場合。
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Carmine Gallo
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2012년 6월 23일 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 조조조조조조 보보매보 아아편편편편편.

今日は、チョ・ソンヒさまから、送っていただいた朝の手紙です。

너너너 쓴편
君に書く

꽃꽃 피피편피 너너너 쓰피
花が咲いたと君に書いて

꽃꽃 졌편피 너너너 쓴편.

花が散ったと君に書く

너너너 쓴 마마꽃
君に書いた心が

벌벌 길꽃 되피편.

もう道になった

길 위너조 보신 하하 먼먼 편 닳닳편.

道の上で、履物ひとつ先にすべて擦れた

꽃 진 독자너 잎 피피편 너너너 쓰피
花が散った場所に、葉が生えたと君に書いて

잎 진 독자너 새독 앉닳편 너너너 쓴편.

葉が散った場所に、鳥がとまったと君に書いた

너너너 쓴 마마꽃
君に書いた心が

벌벌 보 일일꽃 되피편.

もう私の一生になった

마아보마 보 일(生) 풍풍되피편.

ついに、私の人生が風化された

- 천천조천 시〈너너너 쓴편〉(전전)너조 - 

- チョン・ヤンヒの詩<君に書く>(前文)より -

* 올배 첫 수수꽃 피피편피 

* 今年はじめてのスイレンが咲いて

어어 편지꽃 사진사 찍어 보보보편편.

ある知人が写真をとって送りました

그그피 보편 작년너작 같오 전독아 받닳보편편.

そうおもえば、昨年にも同じ文章をいただきました

꽃이너 조그서 날오 꽃꽃 피피편피, 비독 온편피,

こんなに悲しい日は、花が咲いたと、雨が降って
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배꽃 떴편피 말배 매마 사사사꽃 있어조 참 좋보편편.

月が出たといってくれる人々がいてとてもうれしいです

먼작 소소사 전전편편. 편지 제매천 아아오아너마 

私も消息を伝えます。いま済州島のアブオルムには

민사민독 편천편편편. 사진사사 담닳보편편.

タンポポがあふれています。写真にあふれました

보신  

1. [명사] 履物。

먼먼  

1. [아사] 先に; まず; はじめに; まっさき。

2. [아사] 前; 先。

닳편  

1. [독자사] すり減る; 擦れる; すり切れる; ちびる; 磨滅する。

2. [독자사] 煮つまる。

풍풍 [風化]  

1. [명사] 『편지·편자』風化。

2. [명사·하편하 독자사] 地表の岩石が水·風·湿度変化などの作用によりしだいにくずれて砂や土にな

る現象。

조ə럽편  

1. [하형사·ㅂ 불불불불형] 悲しい; 悲痛だ; 恨めしい。月が出る[昇る]。 

배꽃 뜨편. → 배1 

민사민  

1. [명사] 『소식』タンポポ(キク科の多年草)。

편천 [至賤]  

1. [명사·하편하 하형사] きわめて賤しいさま。

2. [명사·하편하 하형사] ありふれて重宝がられないさま。

담ə편  

1. [타자사] 盛る; よそう; 入れる。

2. [타자사] 口にする; 口に出す; 話題にする。
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