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[2012년6월25일 오오오 아아아아]

더 깊깊 사사사사 법 

さらに深く愛する方法

슬슬슬 힘힘 일, 

悲しく辛いこと

분분 반반아 않않 불불불깊아불 

明らかに会いたくない招かざる客だが

어어어 받아받깊받받받 따따 슬고고 

どのように受け入れるかによってありがたい

벗깊벗벗 합합합. 슬슬슬 힘힘 일깊 아합아 

友でもあります。悲しく辛いことが

끝끝 모모슬 말말말 더 깊깊 사사사사 법말 

ついにわからなかった、深く愛する方法を

알어 해해해해합해해.

わかるようにしたからです。

- 슬벗고오《꿈깊 그그그 춤춤어 사따》중받중 -

- コ・ドゥオンの<夢があなたを踊るようにさせる>より -

* 슬슬 일 때때받 

* 悲しいことのせいで

우우사 함함 울 수 있있합합.

我々は共に泣くことができます

아슬슬 힘힘 일깊 있벗받 우우사 

痛く、辛いことがあって我々は

중서 더 깊깊 부부부부말 수 있있합합.

お互いさらに深く抱き合うことが出来ます

슬슬 고마말 합다다 함함 노노그 부모슬,

悲しい心を収めて共にうたを歌って

아슬 몸말 일해부 함함 춤말 춤사 것,

痛い体を起こして、共に踊ること

그것깊 깊않 사사사합합.

それが深い愛です。

분분 [分明]  

1. [분사·사합하 하형사] 分明; 明らかなこと; はっきりしていること; 明白。

불불-불 [不請客]  

1. [분사] 勝手に来た人; 招かざる客。

も [友]      

1. [분사] 벗.

2. [분사] 친친.

끝-끝  
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1. [부사] とうとう; ついに; ずっと。

부부부합  

1. [타타사] 抱く；(両手で)しっかりつかむ。

합다우합  

1. [타타사] 治める; 統治する; 支配する。

2. [타타사] 収める; 鎮める；収拾する。
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[2012년6월26일 오오오 아아아아]

마마오 제1법법 

心の第1法則

모모 사사사 차차 없없
総ての人を差別無く

사사사사사 교교교교교 사하,

愛するように教育させなければならないし

사도사 필필필 사하 사사사사하 언제언 

助けを必要とする人にはいつも

기기없 사도사 주주, 곤곤사 빠빠 없사사하
喜んで助けになって、困窮に陥った人には

망망망 없없 교시시 돈사 쓸 줄 알사사 가가가교 한한.

躊躇無く時間とお金を使うことができるように教えなければならない

오 타타사 먼먼 생생사하 법사 가가가가. 없이 마마오
ずっと他人をまず考える方法を教えよう。このような心の

법법사 아지지 없기이타 사사사 얻사 수 없하 

法則を守れば、利己的な人は得るとが出来ない

깊사 만만사 얻사 수 있마사 

深い満足を得ることができるのを

가가가사사 사가.

教えるようにしよう

- 사에 쿠사오《가기자교》중사중 -

- エミール・クーエの<自己暗示>より -

* 우우하 대대대 

* 我々は大部分

가기자 먼먼 생생생생한.

自分をまず考えます

오오오오 길길길빠 마마오 법법법생한.

長い間手なずけられた心の法則です

없제하 그 법법오 우우 순순자 바바바교 생생한.

これからはこの法則の優先順位を変えなければなりません

언나한 한다 사사사 먼먼 생생사하 쪽쪽필 방방사 틀바
私より他の人をまず考える方に方向をむけて

'마마오 제1법법'쪽필 삼쪽지 사하 맛없 달달달생한.

'心の第1法則'とすれば、生きる味が変わります

세세사 제법 살 만한 곳없 되주, 언하 오 

世の中は案外生きる価値あるところになり、私はずっと
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그 중중사 있사 됩생한.

その中心にいるようになります

곤ə곤 [困窮]  

1. [명사·사한하 하형사] 困窮; ひどく貧しくて苦しむこと。

ためらい [躊躇い]    

1. [명사] 주먼. 망망망.

길-길없한  

1. [타오사] 飼い馴らす; 手なずける。

2. [타오사] 手入れをよくして使いよくする。

삼ə한1  

1. [타오사] …する。

2. [타오사] する; 見なす。

제법  

1. [대사] 思いの外; なかなか; 結構; 案外。

2. [대사] なかなか; 案外; 思いのほか。

Emil Coue 
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[2012년6월27일 오오오 아아아아]

구구 위위 걷걷걷... 

雲の上を歩いてから…

두 사사사 서서 사사사걷사 

二人がお互い愛すれば

사한한한 구구 위위 걷걷 되되 

しばらくは雲の上を歩くようになって

말 그그서 영영영 것 같한 행행행 잠잠걷 된걷.

言葉のままに永遠のような幸せにかかるようになる

그그그 어어 날 사이사 땅땅서 되되아되 때때 

しかし、ある日彼らが地に帰ってくるときは

현현현땅서 서서위 바바바바 사걷. 

現実的にお互いを眺めなければならない

사때이이 비서비 성성사 사사오 

そのときから、ようやく成熟した人生の

걷가성사 열열걷. 

可能性が開かれる

- 서로로 존존오《당당오 그그그걷 울되 있걷》중행서 -

- ロバート・ジョンソンの<あなたの影が泣いている>より -

* 사사한 생생생생걷.

* 愛は生活です

'결결'한 특특 더 그그그생걷.

'結婚'は特にそうです

때서 구구 위위 걷때 황황황황 있아있
たまには雲の上を歩く恍惚の境地もあるが

땅땅서 내내내 어어황 이부부되 서서오 걷가행 낸
地に下りてきて、肩もぶつつけて、お互いの心に出した

상상오 길길 함함 걸어바 합생걷. 먹되 그되,

傷の道を共に歩かなければなりません。生活して

일일되 놀되, 울되 웃때 일상오 반행 속행
働いて、遊んで、泣いて、笑う一生の反復の中に

사사한 설설상설 녹아 있그생걷.

愛は砂糖のように溶けています

사-한한  

1. [명사] しばらくの間; 一時; いっとき。

잠잠걷2  

1. [그한사] 잠그걷2の受動。

2. [그한사] 漬かる; 浸る; 沈む。

황황-황 [恍惚境]  
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1. [명사] 恍惚の境地; 夢見るような気持ち。

ロバート・ジョンソン

Robert Johnson
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2012년 6월 28일 보보 편편편편편.

'인인 있있' 암암 빈빈 

'人気がある'メスの南京虫

수암 빈빈빈 생생인있 칼칼칼 생생편.

オス南京虫の生殖器は刃のように見えた

수암수 아아 암암암암암 붙수 편다, 암암 몸암 

オスは、どんな雌にも交尾したあと、メスの体に

아무무무암 그 칼칼 찔찔 넣있편. 인인 있있 암암 빈빈있 

無慈悲にその刃を突き立てる。人気がある南京虫は

따따따 몸빈 이이이이암 상칼상 흉흉흉 안안 살아살편.

したがって、体のあちこちに傷と傷跡を抱いて生きて行く

인인 있있 암암수 덜 인인 있있 암암암 무비
人気があるメスはそんなに人気の無いメスに比べ

일일 죽있편. 빈빈빈 미인미미, 아편 

早く死ぬ。南京虫も美人薄命、いや

미'빈빈'미미이편. 

美'南京虫'薄命だ

- 미명명빈《몸몸명 책책인》중암따 -

- ミョン・ロジンの<体で本読み>より -

* 한한 빈빈빈
* 一介の南京虫も

'사사'암 살안 죽죽편편.

'愛'に生きて死にます

사사빈 칼칼 수수명 사사무안
愛の刃を随時使って

그명그흉 생생 상칼상 흉흉흉 안안 삽편편.

それから生じる傷と傷跡を抱いていきます

미미이미 사사이미 사사 없이 살 수 없죽편편.

微生物でも、人でも愛無く生きることはできません

사사무안 상칼상안, 사사무안 상칼상안...

愛して、傷を受けて、愛して、傷を受けて･･･

그그빈 편수 사사무사 살아살 합편편.

それでもまた愛しながら生きなければなりません

살아있있 생미빈 특특편편편. 

生きている生命の特権です

암암  

1. [미사] めす。

빈빈  
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1. [미사] 『곤곤』南京虫。

생인편1  

1. [무자사] できる; 生じる。

2. [무자사] 入る; 得る。

붙편2  

1. [무자사•타자사] つがう; 交尾する。

つき-た·てる [突き立てる]    

1. [무1단 활사 타자사] 세암 찌찌편. 찔찔 넣편. 내편찌편.

2. [무1단 활사 타자사] 마마 밀밀빈편. 무자 밀편. 〔자빈밀〕突きまくる. 【문밀문】 つきた·つ ｛무2

단 활사｝

きず-あと [傷痕 · 疵痕]    

1. [미사] 상상. 상칼 무자. 흉흉. 흠.

덜ə  

1. [그사] ある基準より弱いさま; ある程度に及ばないさま。

2. [그사] より少なく; より少なめに。

한한  

1. [그사] 単に; ただ一つの。

2. [그사] 取るに足りない; 一介の。

수수 [隨時]  

1. [미사] 随時。

2. [미사] 好きな時にいつでも。

미미 [微物]  

1. [미사] ごく小さくて取るに足りないもの。

2. [미사] 虫などごく小さな生物。
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2012년 6월 29일 보보 편편편편편.

기편기기 할 때때 있편
待たなければならないときがある

기편기편.

待つ

기편기기 할 때때 있편.

待たなければならないときがある

누누누 편때다편 않않 시시,

誰も近づかない時間

기편기않 것 말말않 편다 어어 일누 할 수 없없 때때 있편.

待つことではなく、他のどんなことも出来ないときがある

그그 기편기기 시시없 겪어겪 사사사 알 것것편.

そんな待つ時間を経験した人は分かるだろう

그것사 형형기 시시것시 동시동 

それは刑罰の時間で同時に

축축기 시시것편.

祝福の時間だ

당당, 편지 기편기말 있않때?

君は今まっているか？

- 조조조기《따따따 슬슬》중동중 -

- チョ・ビョンジュンの<温かい悲しみ>より -

* 기편기사 언언언 길말 외외외편편.

* 待つことはいつも長くさびしいです

그그언 그 기편기것 있기 때때동 희희것 있외편편.

しかし、その待つことがあるから希望もあります

기편기편보기, 그기그그 사사기 잔잔잔사 걷어편말 

まってみれば、懐かしさと愛の杯の泡は集まって

진진진 남외편편. 우기동우 기편기것기않 

液体だけ残ります。我々に待つことという

형형것 없없없기 삶 전전때 절희것절, 

刑罰が無ければ、人生の全体が絶望でしょう

숨것 막막없 겁편편. 그그중
息も詰まったはずです。だから

기편기사 곧 축축편편편.

待つことは、すなわち祝福です

(2008년 5월1일일 앙앙앙앙일) 

(2008年5月1日付アンコールメール)
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형형 [刑罰]  

1. [명사·하편형 타동사] 刑罰; 国家が犯罪人に制裁を加えること, またその制裁。

잔잔  

1. [명사] 泡; 気泡; あぶく。

잔 [盞]  

1. [명사] 술잔の縮約形:杯; 盃。

2. [명사] …杯。
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[2012년6월30일 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 김김김김김김 보보매보 아아아아아배배.

今日は、キム･ユジンさまから、送っていただいた朝の手紙です。

사사오 그 독자자 

愛はその場所に

호호호호 병병자김 

ホスピス病棟で

독가 확확확확 깨배오 것것 있배있, 

一番確かに悟ったことがあるなら

'사사확아사 애애 어어 행병것행행행 독가 큰 사사사 

'些細だが、愛情こもった行動でこそ、一番大きな愛を

전배전 수 있배'는 사확아배배. 사사오 어어 일사 통배김통 

伝えることが出来る'と言う事実です。愛はどんなことを通じても

배드드 수 있있배배. 배배독오 옷자 묻오 티티사 털어매털털,

現れることが出来ます。配偶者の服についたほこりを払ってあげたり

낯낯 사사자확 미사 짓털털, 인인자 떨어김 휴아휴휴사 

見知らぬ人に微笑んだり、人道に落ちた紙切れを

줍는 등오 행행자김인 사사오 털나나배배. 당보오 

拾うなどの行為にも愛は表れます。あなたの

사사사 생생오 모통 순순자 불어불불불불오. 

愛を生活の総ての瞬間に吹き込んでください

오오, 독가 독가가 것자확 당보오 

今日、一番近い人にあなたの

사사사 표표확불불오. 

愛を表現してください

- 카카 와것어와오《일매일것 남남배있》중자김 - 

- カレン・ワイアットの<一週間が残ったら>より -

* 확하 일일독 호피피배는 것김행 

* 一日、日課が疲れたという理由で

친애친친오 안안 전전자 틱틱 대대 행남말 저,

実家の母の安否電話に、舌打ちしてしまった私

본인인 아친 몸불행 퇴퇴퇴 아보오 어깨아 매주드주 남아자확 

本人も疲れた体で、退勤した妻の肩をもんであげた夫に

감병확감는 커커 눈불행는 배드친아 좇불좇 TV 속 행로호아
感動するどころか、目ではドラマを追ってテレビの中のロマンスを
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안드부퇴 독보사 안부부확 사통 글아배배. 앞사 보대 독가드 

うらやましがる自分を恥ずかしくさせる文章です。前だけみていくために

옆자 있는 것이오 사사사 순일퇴 것오 아아아, 아지 곁자 

横にいる人々の愛を見逃したのではないか、いまそばに

있는 사사사 바드보대 감사확대 또 사사배행사있배배.

いる人を眺めて感謝して、また愛さなければなりません

어자배1  

1. [독병사] 涙がにじむ; 涙ぐむ; 目がうるむ。

2. [독병사] こごる; 凝結する

배ə배-독 [配偶者]  

1. [명사] 配偶者; つれあい。

묻배1  

1. [독병사] 付く; くっつく; ひっつく。

털ə배  

1. [나병사] 払う; はたく; 振り払う; 払い落とす。

2. [나병사] 使いはたす; はたく; ありったけの財産を出す。

친애 [親庭]  

1. [명사] 実家; さと。

아ə치배1  

1. [독병사] 疲れる; へとへとになる; くたびれる; 飽き飽きする。

매주주배  

1. [나병사·주 불불불생불] やたらにいじる; 手をつける。

2. [나병사·주 불불불생불] もむ; 手でもんで柔らかくする; あんまをする。

순일 [看過]  

1. [명사·확배하 나병사] 看過。

2. [명사·확배하 나병사] おおざっぱに目を通すこと; ざっと見ること。

Karen M. Wyatt

ページ(2)


	20120625
	1/2
	2/2

	20120626
	1/2
	2/2

	20120627
	1/2
	2/2

	20120628
	1/2
	2/2

	20120629
	1/2
	2/2

	20120630
	1/2
	2/2


