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2012년 9월 3일 보보 편편편편편.(1,620조조)

열열 찍찍 안 넘찍 가가 나나나 있편 

10回切って、倒れない木もある

찍어 날 

ある日

인인인 웹웹 그그그그
インターネットのウェブトゥーンの絵で

'열 열 찍찍 안 넘찍 가가 나나나 있편. 

'10回切って倒れない木もある

그그 열열 열 찍가 용용가 필필필편'가 글글 보보편. 

そのとき11回切る勇気が必要だ'と言う文章を見た

마마 박박박박 논논 연연 중 가가 힘힘힘힘 그때 

折りよく博士学位論文の研究中一番つらかったときだったので

나가 그 열한한한 웹웹그 크크 공공공편. 마마 

私は、そのひとつのウェブトゥーンに大きく好感した。まるで

그 연구구 내 삶삶 연연연가 어느마느 힘힘편.

その句節が私の人生とつながっている感じさえした

왠편 열열 열번 나도도글 필하 나나, 

何故か11回の斧仕事をしてみれば

열열 열번 나도도글 박위 용용용 

12回の斧仕事のために勇気を

내용가 더 수월위편편 않글않 

だすのがたやすいのではないか

필가 믿믿구 힘힘편.

という信頼がした

- 구이연이《열열열번 나도도》중그그 -

- イ・ソヨンの<11回目の斧仕事>より -

* 열 열번 커커 스나 열글 찍찍나
* 10回はおろか、20回切っても

안 넘찍 가가 나나나 수열수수편편.

倒れない木もざらに有ります

그그나 포용필편 않하 계계 나도필하 

しかし、放棄せず、続けて挑戦して

또 나도필나 언언가 반반반 나나가 쓰그쓰편편.

さらに挑戦すれば、いつか必ず木が倒れます

아나한 크하 우우위나 넘찍가편 않가 나나가 

いくら大きく、雄大でもたれない木は
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없없편편. 열 열번 찍하 중나그 나도용
有りません。10回くらいは切って、途中で斧を

내내내보용 그논그 넘찍가편 

下ろしたから、倒れない

않보글 뿐편편편.

だけです。

찍편2  

1. [타타박] 切る; ぶち切る。

2. [타타박] 突き刺す。

あま·る [余る]      

1. [5단 활용 자타박] 넘편. 구이구편.

2. [5단 활용 자타박] 벅벅편. 버버편. 겹편. 넘마편. 삶과필편. 편나마편. 【논찍 4단 활용 타
박】

마마  

1. [부박] 折りよく; 程よく; いいあんばいに; ちょうど; うってつけに。

2. [부박] 偶然に; たまたま; あいにく。

 一間   → 間 출출:열두타아
열 한.

연구 [句節]  

1. [명박] 句と節。

2. [명박] 文章や言葉の一くぎり。

수월-필편  

1. [형용박·여 불불불활용] たやすい; 容易だ; 楽だ。

2. [형용박·여 불불불활용] はきはきしている; 気持ちよく。

커커  

1. [조박] 体言や用言の-용名詞形のあとに付いて「…どころか·…はおろか」の意を表わす助詞。 普

通…나と共に否定語がつづき, 特に強調するときには번(가)が前に付く。

수열수-필편  

1. [형용박·여 불불불활용] おびただしい; ありふれている; ざらにある。〔작번작〕이나소필편 〔준작〕

수수필편
우우-필편  

1. [형용박·여 불불불활용] 堂々として威厳がある; 雄大である。

중나 [中途]  

1. [명박] 中途; 中ほど; 半ば; 途中。

Webtoon. ウェブトゥーン
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[2012년9월4일 오오오 아아아아]

정정정정 간간 

庭園へ行く

시시 타타타타 

詩人タゴールは

이이이 말말말말간.

このように言いました

"어어어어 사사어 서서타타, 

"おろかな人は急ぎ

영어영 사사어 기간어아기,

利口な人は待つが

현현영 사사어 정정정정 간간."

賢明な人は庭園へ行く"

- 유영기·타서현오《곡곡이 이이간》중중서 -

- ユ・ミョンマン、コ・ドゥヒョンの<曲線が勝つ>より -

* 꽃꽃 찾타 사사사 정정정정 갑말간.

* 花を探す人も庭園に行きます

벌벌 나나오 날날날꽃 그어그그타 사사사
蜂と蝶の羽ばたきを懐かしむ人も

정정정정 갑말간. 생현이 춤꽃 추타 

庭園に行きます。生命が踊って

진정영 쉼벌 아아간아이 있타 곳, 

本当の安らぎと美しさがあるところ

그그서 오오사 시간꽃 내어
だから、今日も時間を作って

정정오 꽃꽃꽃 걷말말간.

庭園の花道を歩きます

어어어간  

1. [형형사] 愚かだ; 間抜けだ; ばかだ。

서서타간  

1. [타타사·타 불불불불형] 急ぐ; 急く; 急き立てる; あせる。

영ə어 [怜悧·伶俐]  

1. [현사·그간형 형형사] 怜悧; 利発; 利口なこと。

현현 [賢明]  

1. [현사·그간형 형형사] 賢明; 賢くて道理に明るいさま。

벌ə3  

1. [현사] 『곤곤』ハチ(膜翅目の昆虫の総称)。

날날-날
1. [현사·그간형 자타사] 羽ばたき。

ラビンドラナート・タゴール
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2012년 9월 5일 보보 편편편편편.(4,842조조)

"네, 제 자자자 믿믿믿" 

"はい、私自身を信じます"

"샤샤, 너너 네 자자자 

"シャルル、おまえはおまえ自身が

스스스샤 위위위편위 생생위편?"

自らを偉大だと思っているか？"

샤샤샤 제위스 답자 위편 못위위 우우우우편.

シャルルは、ちゃんとこたえることが出来ず口ごもった

자이 아아편아 아아이아 자이이샤 계계 했편.

これに、父が息子に話を続けた

"얘이, 네아 네 자자자 믿편 못못편못,

"息子よ、おまえがおまえ自身を信じることが出来なければ

누아 널 믿믿믿믿믿믿? 샤샤, 네 자자자 

誰が、お前を信じてくれるだろうか？シャルル。おまえ自身の

위위위자 믿위 있편?" 샤샤샤 약약 

偉大さを信じているか?"シャルルは少し

믿주우주주 결결 편자 열믿 위답했편.

しり込みしながら、結局口を開いてこたえた

"네, 믿믿믿. 제 자자자... 믿믿믿..."

"はい、信じます。私自身を…信じます"

- 마마 피피자《인생자 위고이 위고 숙자편 마마》중이중 -

- マーク・フィッシャーの<人生の苦難に頭を下げるな>より -

* 아아편아 아아이아 아들믿너
* 父が子供に聞かせてあげる

최위자 선우편편편. 최위자 유유편편편.

最高の贈り物です。最高の遺産です。

아아편아 아아자 위위위자 믿위, 그 아아자
父が息子の偉大さを信じて、息子が

마마마 자자자 위위위자 믿아 되못, 그너 자이
ついに自身の偉大さを信じるようになれば、彼はすでに

평평위자 넘믿 위위못 발발발자 떼이 시시못 

平凡さを越え、偉大な一歩をあるき始めた

것편편편. 아아편자 말 못 마마너 때스
のです。父の言葉ひとつは、時に

아아자 오오오 마일자 통통스
息子の今日と明日をまるごと
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바바믿 놓놓편편.

変えます

우우-우주편2  

1. [자자자•타자자] もぐもぐかむ。

2. [자자자•타자자] 口ごもる; ぐずぐず言う; もぐもぐする。

믿주-우주편  

1. [자자자] たじたじする；後込みする。

평평 [平凡]  

1. [명자·위편하 하형자] 平凡; 並み; 月並み。

おこ·す [起(こ)す]      

1. [5단 활형 타자자] 떼편. 떼믿마편.

2. [5단 활형 타자자] 드드드아 위편. 젖젖편.

통ə통  

1. [부자] 丸ごと; 丸のまま。

Charles　

Mark Fisher
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2012년 9월 6일 보보 편편편편편.(3,827조조)

낮낮낮 환환환 보보, 밤낮낮 꿈환 꾸편 

昼には幻想を見て、夜には夢を見る

삶낮삶 환환환 

人生で幻想と

꿈꿈 역역환 무무역 수 없없편편. 

夢の役割を無視することは出来ません

환환환 꿈꿈 현현환 견견낮 힘편편편. 

幻想と夢は現実を耐える力です

낮낮낮 환환환 통통 현현꿈 초초초 나나 

昼には幻想を通じ現実のみすぼらしい私を

왕왕 수수수수 끌끌 올올편편. 밤낮낮 

王妃の水準に引きあげます。夜には

꿈환 통통 소소환 충충무충편편.

夢を通じ所望を充足させます

- 정정정꿈《프수프프꿈 꿈의》중낮삶 -

- チョン・ドオンの<フロイトの椅子> -

* 낮낮 일일보 밤낮낮 잠환 잡편편.

* 昼に働いて、夜は寝ます

그그프 우우 인인꿈 중중초 일환편편편.

それが、我々人間の重要な日常です

낮낮 일통일 밤낮 잠잠 수 있보, 밤낮 잠환 의일 

昼に働いてこそ、夜寝ることが出来て、夜寝てこそ

낮낮 일환 잠역 수 있없편편. 그그나 프이이이
昼によく働くことが出来ます。しかし、これからは

초 걸걸 더 나나나, 낮낮 환환환 보보 밤낮낮 

一歩さらにすすんで、昼に幻想を見て、夜には

꿈환 꿔일 합편편. 젊꿈 청년정 노인정...

夢を見なければなりません。若い青年も、お年よりも

그그일 우우꿈 삶프 더 나아아보 

そうしてこそ、我々の人生がさらに美しく

풍중풍풍 진진합편편.

豊かに進化します

낮  

1. [명명] 昼; 昼間; 日中。

2. [명명] 초낮の縮約形:真昼; 正午。

환ə환 [幻想]  

1. [명명] 幻想; 現実にないことを想像すること; 空想; ファンタジー。

초초-일편  
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1. [형형명·여 불불불불형] みすぼらしい; 貧弱だ; しがない; お粗末だ。

2. [형형명·여 불불불불형] 生き生きした気がない; しおれている。

왕왕 [王妃]  

1. [명명] 王妃; 后; 王后。
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2012년 9월 7일 보보 편편편편편.

장장장
どしゃ降り

그그그 주주주주 장장장장 내내편.

絵にざあざあ土砂降りがふる

산 아아 바바바 둥둥 떠내떠장떠
山の下の岩はふわふわ浮かんで流れる

편다 아아 빗빗빗 콸콸 흘흘흘편.

橋の下の雨水はこんこんと流れる

나나나 사사 빗빗빗사 후후후
木の葉のあいだの雨のしずくがぱらぱら

소다소소 떨떨편떠
叫びながら落ちて

강빗 바위 모모모모 안안장 피떨피피
川の上でゆらゆら霧が立ち上って

산산모산 덮바편.

山の裾野を覆う

산산 나나나 사사사 편 젖젖편.

山と木と人がすべてぬれた

그그그그 빗장내내 난편.

絵さえ水のにおいがする

- 손손주손《옛 그그 보보 옛 생생 난편》중그중 -

- ソン・チョルジュの<昔の絵を見れば、昔を思い出す>より -

* 피올올빗 유난유 장장 많많많편편.

* 今年の夏は、とりわけ雨が多かったです

온 땅손 산산 나나, 집산 사사사 편 젖떠
いたるところの山と木、家と人が、みなぬれて

눅눅눅 빗장내내장 장가 날사 없젖많편편.

湿っぽいあめのにおいがする日が多かったです

그흘나 장바 내떠내 합편편. 아나다 축축축떠
しかし、雨は降らなければなりません。いくら湿っぽくて

눅눅눅눅 장장장장 쏟아쏟내 합편편.

じめじめしてもどしゃ降りが降り注がなければなりません

그아내 땅눅 살아나떠 들들손
そうしてこそ、土地も生き返って、野原の

곡곡눅 영영떨 갑편편. 

穀食も実っていきます
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しのつく-あめ [篠突く雨]    

1. [연떨] 억억위 퍼퍼바 장. 장장 같빗 장. 장장장.

주주-주주  

1. [부사] 雨が激しく降るさま:ざあざあ; じゃあじゃあ。

2. [부사] 太い水流などが狭い所を早く流れては止まり, また流れては止まる音, またはそのさま:ちょろりち

ょろり。

둥둥1  

1. [부사] 大きい物体が(空中や水の上に)浮かんで動くさま:ふわふわ; ふんわり。

떠-내떠장편  

1. [산자사] 浮かんで流れる。

2. [산자사] 押し流される。

빗-빗  

1. [명사] 雨水。

콸콸  

1. [부사] 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。

ぱら-ぱら    

1. [부사] 장·우우 등사 후드후드 떨떨편바 모모. 후후후후후후.

2. [부사] 많빗 것사 (장가가 소다소 내소) 흩떨쏟 나나바 모모. 〔참떠〕 「ばらばら2.」 보편 억장
적빗 느느일 때 씀.

소다-소편  

1. [산자사] 叫ぶ; 大声を出す; わめく。

모모-모모  

1. [부사] 順調に伸びるさま:すくすく。

2. [부사] 煙や湯気などが少しずつ立ちのぼるさま:ゆらゆら。

遠くおぼろに見える山の裾。 

멀다 몽몽축몽 보사바 산산모 → 몽몽 출출:두산자
덮편  

1. [타자사] 上から覆う; かぶせる。

2. [타자사] 蓋をする。

빗-장내내  

1. [명사] 水の生臭いにおい。

유ə난-유  

1. [부사] 著しく; 取り分け; 格別に; 並外れて。

눅눅-축편  

1. [형형사·올 불불불불형] 湿っぽい; 湿っぽくて, やわらかい。〔작빗작〕녹녹축편
축축-축편  

1. [형형사·올 불불불불형] しめっぽい; じめつく。

들ə-들2  

1. [명사] 野原; 平野; 原っぱ。
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2012년 9월 8일 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 권권권권권권 보보매보 아아편편편편편.

今日は、クォン・グヒョンさまから、送っていただいた朝の手紙です。

시시시시시 선선
時間と言う贈り物

세세세권
世の中で

독가 길길권길 독가 짧오 것,

一番長いながらも、一番短いこと

독가 빠빠길권길 독가 느느 것,

一番早いながらも、一番遅いこと

독가 작작 나나 수 있있길권길 독가 길작 오일 수 있시 것,

一番小さく分けることができながらも、一番長く伸ばすことが出来ること

독가 하하오 것 같있길권길 독가 회회회 많시 남남시 것,

一番つまらないようでも、一番悔恨をたくさん残すこと

그것시 없있길 아아것길 할 수 없없,

それが無ければ、何も出来ず

사사회 것오 모모 집집집집없,

些細なことはみな飲み込まれて

위위회 것세시 생생생 영영회 불집불시 그것,

偉大なことには生命と、魂を吹き入れるのは

그것오 아무일무토?

何でしょうか？

- 김선영김 《시시회 파시 세상》중세권- 

- キム・ソミョンの<時間を売る商店>より -

* 생과 그것오 아무일무토?

* はたして、それは何でしょうか？

읽편보길 누권나 알 수 있있시 바바 시시편편편.

読んでみたら、誰もわかることのようなことが、まさに時間です

시시오 시이이 많오 김의아 독편없 있있편편.

時間はこのようにたくさんの意味を持っています

길시시 아회하없, 속길 또회 아회하무,

長さは無限で、速度もまた無限であり

양길 아회하없, 독가 역시 아회회...

量も無限で、価値もまた無限な・・・
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그그 시시시시 우우세작 선선이이 매집주 있있편편.

こんな時間が、我々に贈り物のように与えられています

그그편길 우우독 배해 할 것오 시 사중회 선선회
そうであるなら、我々がしなければならないことは、この大切な贈り物を

최위회 값편없 보보보작, 그우없 알보작
最大の値打ちがあって、やりがいがあって、充実して

사사하시 것시 아아무토?

使うことではないでしょうか？

오시편  

1. [타타사] 垂らす。

2. [타타사] 오편の使役:伸ばす; 延ばす; 長くする。

하하편  

1. [형사사] 하가하편の縮約形:つまらない; 取るに足りない; 大したことでない。

회ə회 [悔恨]  

1. [생사·하편형 타타사] 悔恨; 過ちを後悔し残念に思うこと。

집집-집집편  

1. [타타사] 飲み込む; 吸い込む。

2. [타타사] 横取りする; 着服する。

불집-불편  

1. [타타사] 吹き入れる; 吹き込む。

2. [타타사] 刺激したり影響をおよぼす; 吹き込む。

값-편편  

1. [형사사] 値打ちがある; 値がはる; 高価だ; 貴重だ; 貴い; 高級だ。

보보-보편  

1. [형사사] やりがいがある; 張合いがある。

알-보편  

1. [형사사] 中身がぎっしり詰まっている。

2. [형사사] 内容が充実している。
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