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2013년 1월 7일 보보 편편편편편.(2,482조조)

당당당 신신신 편지... 

堂々と世話になって...

남남남 

他人に

신신신 진편진 것것 어어어 일일편.

世話になることは難しいことだ

사사일사 늘 누누누 편다 사사사남남 

人とは、常に誰か他の人々に

무무무 신신신 편지 살살누남 되어 있지 

無言のお世話になりながら生きていくようになっていて

또 그그 면남면진 늘 자자자 누누누남남 

またそんな面では、ずっと自分も誰かに

신신신 편지지 사진 것일편. 하편하 

お世話になりながら生きるのだ。しかし

그것일 '무의의 신신'누 되면 

それが'意識された世話'になれば

일이자진 달달진편. 그것것 

話が変わる。それは

갚살이 될 부부누 되자 

返さなければならない負債に

때때일편. 

なるからだ

- 김김김무《내면 산산자무 시시》중남면 -

- キム・ミョンインの<内面散策者の時間>より -

* 사사것 홀홀 살 수 없없편편.

* 人は一人で生きることができません

편다 사사사 더더어 면홀 돕지 자기지 삽편편.

他人とともに、お互い助けて、寄り添いながら生きます

면홀 늘 신신신 편지 사진 것일 지우무 삶편편편. 

お互いずっと世話になって生きることが、我々の人生です

중중중 것것 자신일 진 그 신신신 잊편 않지
重要なことは自分が受けたこの世話を忘れず

어어남 갚갚지 사사사, 하진 것편편편.

どう返しながら生きるか、ということです。

신신자 당당당 편지, 당당당 갚진 것, 

世話も堂々と受けて、堂々と返すこと
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갚갚 때진 더 크지 좋것 것갚홀, 

返すときは、さらに大きくいいことで

더 살아편어 것갚홀 갚진 것,

さらに美しいことで返すこと

당당중 삶무 길편편편.

堂々な人生の道です

당당당 [堂堂-]  

1. [부사] 堂々と。

せわになる    

1. 신신신 편편. 폐신 끼끼편.

부부 [負債]  

1. [김사] 負債; 借金; 負い目。

더더편  

1. [자자사•타자사] 不完全動詞。

2. [자자사•타자사] 助詞와·사の後に付いて더더어の形で使われる:いっしょにする; 共にする; 伴う; 連

れる。
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2013년 1월 8일 보보 편편편편편.(1,446조조)

풋풋풋 그그그 눈눈 

生き生きとした彼女の視線

그그그 눈눈, 

彼女の視線

내내 내내 우우우우 우고풋 손, 

私にむかった優雅で高潔な手

그그그 실내실, 머머 모모, 목목머, 

彼女の部屋着、髪型、声

걸걸걸걸걸 언언언 내 생생생 새새우 

足取りは、いつも私の生活に新しく

신신우신 중중풋 어어 인인인 불불 일일일일편편.

新鮮で、重要なある印象を呼び起こしました

우머걸 오오오오 걸이이이 언나편나 각각 각신그 

我々は、長い間話を交わして、各自の

일생 대대 생각우생생 오오오오 침침우침 했했. 

仕事について思いながら、長い間沈黙したりしたんです

혹혹 그그나 날 위대 피우피이 치이치 했어중.

あるいは、彼女が私のためにピアノを弾いたりもしました

왠편 언걸 항인 목년소소 사사사 환환환 

なんだか、私はいつも少年のように愛と歓喜で

나가 차오차침 했어중. 

いっぱいに満たされたりしました。

- 오안 체체체그《사사사 욕욕그 변변변》중생생 - 

- アントン・チェーホフの<愛と欲望の変奏曲>より -

 

* 나누생내언
* 誰にでも

첫 사사, 첫 만만그 순순인 이기기편편.

初恋、初の出会いの瞬間を覚えています

머머나 우아, 나가 오생 만우 있걸 영인걸 

頭ではなく、心の中に残っている映像が

타타머신걸 되어 첫만만그 순순일환 걸이편편. 

タイムマシーンになって初の出会いの瞬間に導きます

사사인 알내 풋 사사. 사사인 나차가 준 사사.

愛をわかるようにした人。愛を教えてくれた人

새환새 세인그 눈인 뜨내 대준 그 사사그 

新しい世の中の目を開くようにしてくれたその人の
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작혹 숨고 우언하편치 추기일환 만우
小さな息遣いひとつまでも、追憶として残って

편지 걸 순순인 사사사 환환환
今この瞬間を愛と歓喜で

나가 차오차내 기편편.

いっぱいに満たすようにします

우우 [優雅]  

1. [명사·우편하 하형사] 優雅; 上品で美しいこと。

내내편1  

1. [각오사] 突き出ている; 張り出している; 出張る。

2. [각오사] ほころびる；突き出る。

우고 [高潔]  

1. [명사·우편하 하형사] 高潔; 気高くてけがれのないこと。

실내실 [室內服]  

1. [명사] 室内着; 部屋着。

걸걸걸걸  

1. [명사] 歩きぶり; 足取り。

변변변 [變奏曲]  

1. [명사] 変奏曲; バリエーション。

タイムマシン [time machine]    

1. [명사] 타타 머신. ((사과언 미미그 세세환 각자새내 시순 여여인 할 수 있편걸 인인그 이
세))

걸이편  

1. [타오사] 引く; 引っ張る。

2. [타오사] 導く。

숨고  

1. [명사] 息遣い; 息吹き。
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2013년 1월 9일 보보 편편편편편.(3,387조조)

'남남 떡떡 더 커 보보편' 

'他人の餅が大きく見える'

"남남 떡떡 더 커 보보편."

"他人の餅が大きく見える"

"남남 잔잔잔 더 푸푸푸 보보편."는 

"他人の芝が青く見える"という

속속속 모모 남남 처편잔 더 좋좋 보떡는 사사사남 

ことわざは、皆他人の境遇がさらによく見える人々の

마마마 잔가가는 말떡편. 남떡 하는 일속 쉬쉬 보떡보 

心を示す言葉だ。他人のすることが、たやすく見え

자자잔 하는 일속 힘사힘 느느편는 것떡 사사남 마마떡편.

自分がすることが大変に感じるのが人の心です

급급 일떡 있있있 택택택 자편가기 택택는 반반편반있반 

急なことがあって、タクシーを待てば、タクシーは反対側ばかり

나나나편. 자편가편 편지 길마 건건잔기 원원 있있 

現れる。待ちかねて、道を渡れば、もともといた

그그반있 빈 택택잔 나나나 누누잔잔 그 택택택 

そちら側に空車のタクシーが現れて誰かがそのタクシーを

잡는편. 그 사사속 쉽힘 택택택 잡보, 

捕まえる。その人は簡単にタクシーを捕まえて

나반 매매 허허마 치는 것 같편. 

私だけが、毎回肩透かしを食らうようだ

- 떡이이남《행행행 선택떡편》중반있 -

- イ・ミンギュの<幸せも選択だ>より -

* 남떡 잔가 것,

* 他人だけが持ったこと

내 것떡 좋편보 그남 것편편편.

私のではなく、彼のものです

남반힘 주있가 행행, 그남 것편편편.

他人に与えられた幸運、彼のものです

내잔 잔가 것, 나반힘 주있가 조건반떡 내 것편편편.

私が持ったこと、私に与えられた条件だけが私のものです

그푸나 사사속 '내잔 잔가 것'행 내 것떡 좋아편편.

しかし実際は'私が持ったこと'も、私のものではありません

나반힘 잠택 맡맡가, '선선'과행 같속 것편편편.

私にしばし任された'贈り物'のようなものです
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남떡 잔가 것반 박박지주보, 내잔 잔가 것반
他人が持ったことに、拍手して、私が持ったことに

감사하감 자기떡 나누감 사는 것떡 

感謝して、喜んで分けて生きることが

참편행 행행편편편.

本当の幸せです

잔잔  

1. [명사] 芝; ローン。

속속 [俗談]  

1. [명사] 諺; 俗諺; 俚諺。

2. [명사] 俗説; 世間話。

처편 [處地]  

1. [명사] 立場; 置かれている境遇または環境; 位置。

2. [명사] 間柄; 仲。

잔가가편  

1. [나타사] 指す; 指し示す; 指さす; 示す。

2. [나타사] 方向や時刻などを知らせる; 示す。

まちくたびれて先に寝る   → 待ち草臥れる 출처:모두타좋
자편가편 편지 먼먼 자편
 肩すかしを食う  

허허마 치편, 골허마 먹편
참참편  

1. [형형사·ㅂ 불이불불형] 真実である; 本当である; 純粋である。
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2013년 1월 10일 보보 편편편편편.(2,835조조)

'당당당 존존존편편!' 

'あなたを尊敬します!'

구보구 시시시시 

久保田成子は

평평 남편 백남백당 예예예예예 존존존편.

一生の夫ナム・ジュン・パイクを芸術家として尊敬した

그그예 그그 함함 고고 TV를 사편예 작작당 도도고, 

だから彼とともに中古テレビを買って、作業を助けた

사구구편사 붓당 꽂고 그그당 그그그그시 황당황황황 

股ぐらに筆を立てて絵を描いてくれという荒唐無稽な

제제사도 그그시 기기기 존존존 마마마예 응존편. 

提案にも彼女は喜んで尊敬の心で応じた

평평 백남백존 아아예 살아살 것기 축축기축편고, 

一生ナム・ジュン・パイクの妻として生きてきたことが祝福だったと

행축존편고 그그시 말존편. 

幸福だったと彼女は言った

나시 어어 사사당 

私はどんな愛を

하고 있시예?

しているか？

- 나나나존《그 책, 있어있?》중사예 -

- ナ・スンヒョンの<その本、ありますか？>より -

* 남편 백남백사 대황 깊깊 존존존마예
* 夫ナム・ジュン・パイクについて深い尊敬心で

쓴 책기 구보구 시시시존 '나존 사사, 백남백'편편편.

書いた本が久保田成子の'わが愛、白南準'です

옹그옹 부부부부사예 예예 '존존존편편'그고 말하말
小さな泉の夫婦学校でお互い'尊敬します'といいながら

인사하시 하하 처마사시 어어하시 웃편예도
挨拶するようになれば、はじめはぎこちなく笑っても

나중사시 눈고당 흘흘말 깊기 껴제껴편편.

後には涙を流しながら深く抱きます

많기 부부황 나를 만나 부부존 연마예 

多く不足な私に会って、夫婦の縁で

함함 살아살시 것만마예도, 당당깊 

ともに暮らしてくれる事だけでも、あなたは
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나존 존존존 대대편편편.

私の尊敬の対象です

'당당당 존존존편편!'

'あなたを尊敬します!'

고고 [古物]  

1. [명사] 古物; 古道具; 使い古した物; ぼろ。

사구구편  

1. [명사] 샅の俗っぽい語:股ぐら。

붓  

1. [명사] 筆。

2. [명사] 筆; 毛筆。

꽂편  

1. [구타사] 差し立てる; 差し込む; 差す。

2. [구타사] 刺す; 挿す; さし込む。

어어 [語塞]  

1. [명사·하편하 자타사] 言葉がつまること; 返答に窮すること。

껴제편  

1. [구타사] 抱え込む; 抱擁する; 抱きしめる。

2. [구타사] 引き受ける; 抱え込む。
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2013년 1월 11일 보보 편편편편편.(1,605조조)

'충충'과 '개개' 

'衝恐'と'ケコン(ギャグコンサート)'

'충충', 당당당 당당당
'衝恐'、あなたは当然

'충충과 충공'를 뜻뜻뜻 이 말말 모모모모.

'衝撃と恐怖'を意味する言葉を知らないでしょう

시시시 당당당 이이 폭폭폭시 줄줄말줄말 

詩人であるあなたは、この暴力的な略語を

심심심 언언언언이언언 걱걱 할 것편편편.

深刻な言語毀損だと心配しているでしょう

뜻편하 그그 당당당 걱걱일 뿐이언, 당은 또또당 

しかし、それはあなたの心配であるだけで、近い同年齢の

젊당이줄 사이사사 당당당 요요 말말 못 알알알뜻 

若者たちの間で、あなたは今の言葉を理解できない

늙당이늙, '개개'말 봐봐 전전 웃편 못뜻뜻 

年寄りで、'ケコン'を見てもまったく笑えない

딱심 노시노늙, 혼혼 언어어 책이책 읽뜻 

哀れな老人で、一人難しい本などを読む

꼰꼰늙 존존할 뿐편편편.

老いぼれの存在であるだけです

- 성성성당《혼혼시 내내 혼혼시 너사너》중사사 - 

- ソン・スソンの<一人である私が一人であるあなたに>より -

* '충충'과 '개개'말 모모모
* '衝恐'と'ケコン'を知らないなら

뜻하알하사 '꼰꼰'내 되뜻 세세편편편.

一日で'老いぼれ'になる世の中です

그이 말말 쓰뜻 젊당이줄말 탓할 일이 알아편편.

こんな言葉を使う若者たちを責めているのではありません

그줄 속속늙 깊깊이 줄언내 친친내 되언 성선이 되언
彼らの中に深く入って友となり、先生になり

'충충'과 '개개'사 열열뜻뜻 그줄사너 꿈과 그 너너당
'衝恐'と'ケコン'に熱狂する彼らに夢とその向こうの

꿈너너꿈말 심언심심 합편편. 링링링은를 거거모사
夢の向こうの夢を植えてあげなければいけません。リンカーン学校に

저봐 요요 '알충충'사 빠빠줄언 있있편편. 

立ち寄って私もいま'アチョンゴン'におぼれています
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'알아편어 충충과 충공'편편편.

'美しい衝撃と恐怖'です

충충 [衝擊]  

1. [명사] 衝撃。

2. [명사] 激しくぶつかること, またその力。

충공 [恐怖]  

1. [명사] 恐怖; 恐れること; 恐ろしく思うこと。

심심 [深刻]  

1. [명사·뜻편하 하형사] 深刻:事態が切迫し重大なさま。

언언 [言語]  

1. [명사] 言語。

언언 [毁損]  

1. [명사·뜻편하 혼·타타사] 毀損。

2. [명사·뜻편하 혼·타타사] 壊すこと; 壊れること。

또또  

1. [명사] 年頃や程度の同じ仲間。

근은 [近郊]

1. [명사] 近郊; 都市に近い地域; 町はずれ。

 개개  편지iN 오오오언봐오말
개개 [명사] (KBS 2TV방방 프늙그프) \'개그 개사콘\'당 약언
딱뜻편  

1. [하형사·여 불불불불형] 気の毒だ; 不憫だ; かわいそうだ; 哀れだ。

2. [하형사·여 불불불불형] 困惑させられる; 苦しい; 困る。

 꼰꼰  

[명사]

1.당언늙, ‘늙당이’를 이모뜻 말.

2.링선줄당 당언늙, ‘성선선’말 이모뜻 말.

탓  

1. [명사] 理由；わけ；せい；ため。

2. [명사] 恨むこと; 責めること。

열열 [熱狂]  

1. [명사·뜻편하 혼타사] 熱狂; 興奮し夢中になること。

거거편  

1. [혼타사•타타사] ふれる; すれる。

2. [혼타사•타타사] 立ち寄る; 経る; 経由する。
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2013년 1월 12일 보보 편편편편편.(2,627조조)

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 박박박박박박 보보매보 아아편편 편편편.

今日は、パク・ナムソクさまから、送っていただいた朝の手紙です。

그 꽃 

この花

보내내 때 보보보 

降りていくとき見えたね

올올내 때 보편 못못 

上っていくときは見ることができなかった

그 꽃 

この花を

- 고오고 시＜그 꽃＞(전전)에박 - 

- コウンの詩<この花>(前文)より -

*그그그 말편편편.

* そうです

세월세 못한 편지 편다에, 

年月がひとしきり過ぎた後に

많오 풍풍풍 겪오 편다에 알그 되되 것것세 많많편편.

沢山の風霜を経験した後にわかるようになることが多いです

"매매에 감매감되 마다풍 편지지올지… 보독 좀 지 

"毎時に感謝する心を身につけたら・・・私がもうちょっと

베베 수 있있지올지 좋보풍 것풍… 어내어풍 안고
提供することができたらよかったことを・・つらさを抱いて

좀 지 애애 노노노 것풍… 좀 지 한고 기편기 것풍…” 

さらに努めて努力することを・・・もうちょっと耐えて待つことを・・・"

행행 작작작일세 될편될될 세이이이올이 

あるいは三日坊主になろうとも、今からでも

실실에 옮옮옮옮지 한 좋좋많편편. 

実践に移してみたらとても良いですね

풍풍 [風霜]  

1. [명매] 風霜。

2. [명매] 風と霜。

편편편  

1. [타타매] 身につける; 所持する; 携帯する。

2. [타타매] 保有する; 所有する; 所蔵する。

베베편  

1. [타타매·ㄹ 불불불불불] 他の人々のために何かを提供すること。
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2. [타타매·ㄹ 불불불불불] 設ける; 催す; 張る。

행행 [幸―]  

1. [이매] 幸いに; 若しや; 若しかしたら; ひょっとすると; あるいは。

つとめて [努めて · 勉めて]      

1. [이매] 애애. 힘애. 되이되.
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