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[2012년9월10일 오오오 아아아아]

큰일큰 낸낸 

大変なことになる

맛맛맛 밥큰 먹먹낸먹먹,

おいしくご飯を食べたり

밝밝 표표큰 짓먹낸먹 것밝
明るい表情を浮かべることは

아지지 작밝 일일일, 대대대아 않맛 

とても小さなことであり、たいしたこと無いように

넘넘넘 대 맛낸. 하아하 일 작밝 

過ぎていったりする。しかしこの小さい

일일오 일일일 때때먹
日常が、時には

큰일큰 일이낸.

大事に至る

- 유유유오《포포포》중중중 -

- ユ・ヒテの<包容力>より -

* '큰일'일이 하하 

* '大事'といえば

먹거거 것큰 떠떠떠떠 쉽쉽쉽낸.

大きいことを思い浮かべやすいです

그그먹 가가 소소거 것, 일일일때 오 하먹 일일
しかし、一番些細なこと、日常で、ずっとしていることが

가가 큰일큰쉽낸. 그그 놓놓하 먹중중 표정 큰일일 

一番大事です。これを失えば、後には本当に大変なことに

되되되쉽되되. 작밝 물물물, 작밝 구구 하먹가
なってしまうからです。小さな穴ひとつが

큰일큰 냅쉽낸.

大変なことになります

대ə대-대낸  

1. [형포형·ㅂ 불불불불포] 否定の意や疑問の意を表わすことばと共に用いる場合が多い:大したことで

ある; 大したものである。

않낸  

1. [보보보형•보보형포형] 아쉽하낸の縮約形:しない；…でない; やらない。

넘넘-가낸  

1. [자보형•타보형] 倒れる。

2. [자보형•타보형] 過ぎていく; 経過する。

ほう-ようりょく [包容力]    

1. [명형] 포포포.

うか·べる [浮(か)べる]      

1. [하1단 불포 타보형] 떠떠떠낸. 그떠낸.
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2. [하1단 불포 타보형] 먹타나낸. 띄띄낸. 【문넘형】 うか·ぶ ｛하2단 불포｝

놓놓낸  

1. [타보형] 落とす。

2. [타보형] 逃す; 失う; なくす; 逸する; はぐれる。

먹ə거 [巨創·巨刱]  

1. [명형•하낸형 형포형•스스낸형 형포형] ものすごく大きいこと; 雄大なこと; 巨大なこと。
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2012년 9월 11일 보보 편편편편편.(3,713조조)

'욱'하하 성성 

’かっ’となる性質

성성성성 삶삶 살살살살살
成功的な人生を送ろうとすれば

순순성순순 뜨뜨뜨편하 감감삶 편다살다 한편. 

瞬間的に熱くなる感情を抑えなければならない

물물 그그 쉬쉬 일일 살편편. 어어 사사일 '3초 법법'삶 

もちろん、そんなに簡単なことではない。ある人は'3秒方式'を

제제한편. 욱하욱 치치어 오오하 그 있삶 땐 속순순
提示する。かっと湧き上がるようになるときは、心の中で

'1초, 2초, 3초'를 헤살헤 편다 편제 생생생보살 

'1秒、2秒、3秒'を数えた後にもう一度考えてみれば

대대대 살가가하편. 욱하하 성성성 이이 수 

ほとんど収まります。かっとする性質にだけ勝つことが

있어있 당당일 세세세 많일 대대삶 이이
できても、あなたは世の中の多くの部分をすでに

얻일 것이것 마마살편편.

得たのと同じだ

- 노노노세《서서서 마마 사이 성생노법》중중서 -

- ノ・ビョンチョンの<30と40の間の人生兵法>より -

* 우우 한한 사사 기성 중중 

* 我々韓国人の気質の中で

살가 욱고다 할 것이 살마있 '욱'하하 성성이
一番直さなければならないことが、たぶんかっとする性質では

살아아 싶싶편편. 타오오하 한 편지삶 참편 못하욱
ないかとおもいます。燃え上がるある地点を我慢できず

터뜨우하 순순, 사욱를 대오욱 세상를 남남편편.

爆発させる瞬間、事故を呼んで、傷を残します

자기 자당중그있 편지 수 없하 화를 남남편편.

自分自身にも消すことが出来ない怒りを残します

무세무세 바바중 웅웅우욱 있편 때때순 

無意識のそこに、身をすくめていて、時々

터터 것오하 '욱'소우를 편다살다
燃え上がるかっとなる声をおさえると

삶이 평평평편편.

人生が平穏です
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욱-하편  

1. [형형사·여 불불법불형] かっとなる; のぼせる; 頭に来る; 逆上する。

치-치편  

1. [자자사•타자사] 押し上げる。

2. [자자사•타자사] わき上がる。

헤살우편  

1. [타자사] 数える; 計算する。

2. [타자사] おしはかる; 推測する; 察する; 汲み取る。

살가-가편  

1. [자자사] 沈む; 没する; 沈殿する。

2. [자자사] 静まる; 治まる; 安らぐ。

노법 [兵法]  

1. [명사] 兵法; (戦術·用兵など)いくさの仕方; 兵術。

타-오오편  

1. [자자사·오 불불법불형] 燃え立つ。

2. [자자사·오 불불법불형] 燃えあがる。

터-뜨우편  

1. [타자사] 破裂させる; 爆発させる。

편우편2  

1. [타자사] 無くす; 消す; 落とす; 流す。

2. [타자사] 消す; 隠す; 変える。

웅웅우편  

1. [타자사] 身をすくめる[縮める]。
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2012년 9월 12일 보보 편편편편편.(4,031조조)

시시시 연시연 몸몸몸 우우우 본편 

詩人は恋人の体で宇宙を見る

시시시 

詩人は

연시연 몸몸몸 천천우 읽읽편. 

恋人の体から、天体を読む

땅몸몸 하하하 점점점점, 그그점 

大地から空を占うように、それが

우우 시인몸인 부부부 유일유 감편 기기. 

我々人間に与えられた、唯一の感知機能

사사하읽 사사몸인몸 우우읽 비비비 

愛する人から我々は初めて

우우 조조연 아아편아아 

宇宙調和の美しさと

따따따하 읽읽편.

温かさを読む

- 민민민연《시몸몸 연연우 꺼꺼편》중몸몸 -

- ミン・ヨンテの<詩から恋愛を引き出す>より -

* 시시시시점 아아편편.

* 詩人だけでは有りません

사사하사 누누누 시시점 됩편편.

愛すれば誰でも詩人になります

하누몸몸 전천우 보보, 그 전천 속몸몸
ひとつから全体を見て、その全体の中に

오오 하누시시 아아편아아 따따따하 봅편편.

ひたすらひとつだけである美しさと温かさを見ます

그그그비 '연시'점 생생편읽 그시 일생연 

それゆえ'恋人'が出来たことは人生の

사사편편편. 우우 전천우 통통비 

事件です。宇宙全体を丸ごと

얻읽 그아 같같편편.

得るのと同じです。

연ə시 [戀人]  

1. [명사] 恋人; 情人。

천천 [天體]  

1. [명사] 天体。

점-점편 [占─]  

1. [타타사] 占う; 卜する。
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감ə편 [感知]  

1. [명사·하편하 타타사] 感知; 感じ知ること; 気づくこと。

편따-하편  

1. [하민사·부 불불불불민] ほの暖かい; ぽかぽかする; ぬくい。〔센센〕따따하편
꺼ə-꺼편  

1. [타타사] 끄끄꺼편の縮約形:取り出す; 引き出す。

통ə통  

1. [부사] 丸ごと; 丸のまま。
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2012년 9월 13일 보보 편편편편편.(3,500조조)

아, 이 아아 통통통 어어 할할 

あ、この痛症をどうしようか

머머머 이이이편이 

頭では理解しているが

가가가머가 이이이편 못이가 일이 있편. 

心では理解できないことがある

우머가 그그그그 울편 말말말 강강강편. 

我々は彼らに泣くなと強要する

두 팔통 끌어끌끌끌 일어일말말 독독강편.  

両腕を引き寄せながら、おきなさいと催促する

깊깊 상상상 아아그 몸몸몸몸가 이그통 

深い喪失のつらさが、身もだえする彼らを

강두 마마 어어아 말머 위머이위 말말.

一言二言の粗雑な言葉で慰労しようとしてはならない

진상강 마마가머 편가가다 강편. 

真実の心で近づかなければならない

말통통 가가가머 함함 일나위가 

苦痛を心で共に分けようとする

자자머 편가가다 강편.

姿勢で近づかなければならない

- 김김김상《흔그머가 그그그그》중그중 -

- キム・ビョンテの<揺れる君に>より -

* 일이이 홀머 겪가 

* 私だけが一人で経験する

'이 아아 통통'통 나가 알알알편할.

'この痛症'を誰がわかるだろうか

아아아 아아편말 드드드끌드 어어알편편.

痛ければ、痛いとあらわすのも難しいです

알아알편드 않통 뿐뿐드 싫어이말 멀머이끌 때때편편편.

認めないのみならず、嫌で離れたいからです

'이 아아 통통'그 몸몸몸몸 때 진진가머 편가다 

'この痛症'に身もだえするとき、本当に近づいて

아아자머아 어어이어알가 사사.

痛い場所をいたわってくれる人

그가 곧 일상 몸치자편편편.

彼がまさに、私の治癒者です
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진진강 힐드편편편.

本当のヒーラーです

끌ə어-끌끌편  

1. [타타사] 引き寄せる; 引きつける; 手繰り寄せる。

독독 [督促]  

1. [명사·이편하 타타사] 督促; 催促すること; 促すこと; せきたてること。

어ə어아편  

1. [하형사] 粗雑だ; 不手際だ。

2. [하형사] 生半可だ; 浅はかだ; 徹底しない。
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2012년 9월 14일 보보 편편편편편.(4,087조조)

토토토토
トントン

나나 너너 토토토토토
私はあなたを軽くたたく

너나 나너 토토토토편.

あなたは私を軽くたたく

삶삶 자자 아아편토 말말토
人生がよくつらいといって

너나 자자 괜괜편토 말말편.

あなたはよく、大丈夫だといった

바바삶 불불불 괜괜편.

風が吹いても大丈夫

혼자 있불불 괜괜편.

一人でいても大丈夫

너나 자자 토토토토편.

あなたはよく軽くたたく

나불 자자 토토토토편.

私もよく軽くたたく

편 편나지편토 편 편나지 토거토
総て過ぎ去ると、総て過ぎ去るものだと

토토토토편토 잠잠편.

軽くたたいて眠る

- 김김김김《삶삶 자자 아아편토 말말 때》에 실토 시＜토토토토＞(전전)에에 -

- キム・ジェジンの<人生がつらいとき>に掲載された詩<トントン>(前文)から -

* 살편보살 

* 生きてみれば

불어토 힘잠 시지삶 편토다편편.

難しく、つらい時間が近づいてきます

내토 편지 숨숨 쉬나편 숨삶 멎멎나편 알 수 없토
私が今息をしているのか、息が止まっているのかわからず

길숨 걸불불 내토 걷나편 떠 있나편조있 모모편편.

道を歩いても、私が歩いているのか、浮いているのかさえ分からない

내토 나너 토토토토토, 그토 나너 토토토토 주살
私が私を軽くたたいて、彼が私を軽くたたいてくれようとすれば

마마삶 풀풀편편. 그 토토토토에 숨삶 쉬불편토, 

心がほどけます。このたたきに息がやさしくなって
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제제제 걸숨 수 있있 되토, 편토에나
ちゃんと歩くことが出来るようになり、口元には

편시 미미토 번번편편.

再び微笑が広がります

토토-토토  

1. [부부·말편하 자·타타부] 軽くたたきつづけるさま, またその音。

토토-토토편  

1. [자타부•타타부] 軽くたたく。

'멎편' 김 검검검검 :: 네삶네 일일불부전
편-토  

1. [명부] 口もと; 口のあたり。

번편편  

1. [자타부] にじむ; 散る; 染みる。

2. [자타부] 広がる; 広まる。
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2012년 9월 15일 보보 편편편편편.(1,260조조)

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 홍홍홍홍홍홍 보보매보 아아편편 편편편.

今日は、ホン・スンヒョンさまから、送っていただいた朝の手紙です。

상상상 힘 

傷の力

생생생 무무무 그그그 편다 보보보 안안편 

傷が限りない皿をまたかばってだく

이이이이 부부부부, 끓안 물물 삶아삶부, 

あちこちぶつけても、沸いたお湯に茹でても

악악악이 깨편편 않않 살아살오 건 

しつこく割れないように生き残ったことは

상상상 힘, 

傷の力

보 온온부 상상상상이편  

私の全身も妻を亡くし大きな傷がある

- 임홍임상 다 ＜상상상 힘＞중물홍 - 

- イム・ソリョンの詩<傷の力>より -

* 상상 없이 살아독안 사사이 보어 있그있토.

* 傷が無く生きていく人がどこにいるでしょうか

이 빠빠 그그이그 버이버 그그이편그 우이그우우 

このかけた皿はすてれば終わりだが、我々こそは

그그그우 치버 여생이생 이독 나독않 손손이부 여여 번 

皿で打たれれば、あちこち傷が出て、取っ手も何回か

떨보떨 붙이않 편다 붙붙 그그이 아아있 싶싶편편.

落ちて、つけて、またつけた皿ではないかと思います

덜그덜 덜그덜, 토요요요 소소 보내 깨편않 구구않, 

ガチャガチャ、騒がしい音を出しながら壊れてころがって

그그부 열열열 목목목않 살아살편편. 그여편 편지 

それでも、一生懸命命をかけて生きます。だからいま

우이독 독빠 이 상상상오 모모 독자이토, 

我々が持ったこの傷は、総て自慢であり

영영상 상상상편편편. 열열열, 

栄光の傷です。熱心に

잘 살아살편안 증증편편편.

ちゃんと生きてきた証拠です
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  보보편[보보보]   

[동사] 사사이나 동물그 독가물 붙부붙 안편.

유상보 : 안편1

끓편  

1. [독동사] 沸く; 沸き返る。

2. [독동사] 熱くなる。

삶ə편  

1. [타동사] 煮る; ゆでる; 蒸す。

2. [타동사] ⇒구구 삶편.

악악악-이 [齷齪-]  

1. [부사] しつこく; 執拗に; 負けん気に。

상ə상 [喪妻]  

1. [명사·하편하 독동사] 妻を亡くすこと; 妻に死なれること。〔동상보〕상배(喪配)

상상 [傷處]  

1. [명사] 傷; 傷口; 物質的, または精神的に受けた大きな打撃; 痛手。

깨ə-편편  

1. [독동사] 壊れる; 割れる; 砕ける。

2. [독동사] 傷つく; ひび割れする。

빠ə편편1  

1. [독동사] 落ちこむ。

2. [독동사] はまる。

이그-우우2  

1. [조사] 子音で終わる体言の後に付いて「…こそ本当に」の意を表わす特殊助詞(母音のあとでは이を

省くこともある)：…こそ(は)；…こそまさに；…ぞ。

ちゅう [鈕]    

1. [명사] 손손이.

2. [명사] 메메생. 〔동상보〕こはぜ.

덜그덜  

1. [부사·하편하 독·타동사] 堅くて大きな器などが軽くぶつかる音:がたがた; がちゃがちゃ。

토요 [擾亂·搖亂]  

1. [명사·하편하 하형사•요스편하 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。
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