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차차차차 당당당 체체 

冷たくなったあなたの体温

체체체 1도 상상상상 

体温が1度上昇すれば

상면면면 삼삼삼 퍼퍼퍼퍼 증차증편.

免疫力は、30数パーセントも増加する

거거거 체체체 저상상상 상면면면 떨떨차편.

逆に体温が低下すれば、免疫力が落ちる

암암암도 35도당 체체체체 차가 빨빨 증차상증 

がん細胞も35度の体温で一番早く増加し

39.3도 체체체체 사사상사 것것거 알알알 있편.

39.3度の体温で、死滅するのを知られています

야야 동동동면 당사도 간간사도 병병도 없편없 

野生動物たちは、医者も看護士も病院もないが

병체 퍼거퍼 상상상 편입입 때 절절입 상거퍼 

病気になったり、傷を受けたとき、節食したり

몸체 열입 내떨 몸 상상상 병상 복복증편. 

体に熱を出して、体の状態を現状復旧する

체상이 체체면 건건체 매매 중중상편. 

このように体温は健康にとても重要だ

- 체이상이 유유당《체체 혁혁》중체체 -

- 石原結實の<体温革命>より -

* 당당당 체체입 아삼편아?

* あなたの体温を知っていますか？

오오 증 번 체체입 재보이편중.

今日1回体温を測ってみますね

놀놀놀도 36.5도 안안입 유편상사 사사체 

驚くことに36.5度位を維持する人が

매매 드드편편. 대대대 35도 수수체 머동머 있증
とても少ないです。大部分は35度の水準にとどまっていて

심편떨사 34도대 체체체 사사도 더머 있있편편.

さらには34度台の体温である人も時折います

몸당 체체체 더더 마마당 체체도 중중중편편.

体の体温に加えて心の体温も重要です

마마체 차차차 사사면 그 주주도 싸오중편편.

心が冷たい人は、その周りも冷ややかです
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마마체 따따증 사사체떨야 그당 얼얼도
心が温かい人なら、彼の顔も

그당 주주도 화사더화편편.

その周りも華やになります

안안  

1. [혁사] 内外。

2. [혁사] 内と外; 裏と表。

드동편  

1. [형형사] めったにない; 稀だ; ごく少ない。

2. [형형사] 繁くない; (回数が)少ない。

심편떨 [甚至於]  

1. [대사] 甚だしくは; さらには; それだけでなく。

더머1  

1. [대사] いくらか; 多少; 少しは; 若干。

2. [대사] たまに; ときどき; 時おり。

 冷ややかな風   → 冷(や)やか 출상:두두동아
싸오증 바사.

화사 [華奢]  

1. [혁사·상편형 형형사] 華奢; 花車; 華やかにおごること; はでに飾ること。
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정정정 우우우 

精神的優雅さ

우우우우 우우우 수 있있있. 

我々は優雅であるか

우우 인인 역역역 자정자 정정정 깨깨깨깨
我々人類の歴史上、自身の精神をきれいに

유편유 자자자 편지자자 역우정 편우 수 있있편.

維持する者だけが、指導者の役割を果たすことができた

자있 정정정 우우우자 인인정 편지지지있 뿌우자뿌 

これは精神的優雅さが、人間を支えてくれる根

때때자편. 그그편그 지해 우우우우우 치치깨치 

だからだ。そうだとしても、優雅さで飾ろうと

너너 힘우자편 않있 것자 좋편. 왜왜깨왜 

あまり心痛しないのがよい。なぜなら

정정정우우 깨깨유 자있 우우우우우 

精神的に綺麗な者は優雅さで

치치우 필필있 없뿌 때때자편.

装う必要がないからだ

- 김유정자《나나 대깨대》중나해 -

- キム・ユジョンの<私に対して>より -

* 얼얼자나 머머머 깨나자우우지
* 顔や、髪の毛、ひとつだけでも

그 역사자 우우우자 나나나 수 있있편편.

その人の優雅さが現れることができます

그그나 역사자 격정 그고고고 유 계계 높자 끌끌끌우있 

しかし、人の格を高揚させて、一段高くを引き上げる

진정유 우우우우 육육나 외외자 우아 정정나해 나나편편.

本当の優雅さは肉体や、外形ではない精神から出ます

'육육정 우우우'과 '정정정 우우우'우 격자 편다편편.   

'肉体的優雅さ'と'精神的優雅さ'は格が違います

그자 생생과 언끌, 몸몸과 눈눈자 바바그, 

考えと言語、しぐさと、目つきが変わって

굳자 치치깨편 않우지 온 몸나해
あえてよそわなくても、全身から

눈자 납편편.

輝きます
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エレガント [elegant]    

1. [외형형역] 엘우엘엘. 우우우. 그역우.

편지 [支撑]  

1. [명역·깨편외 자·나형역] 持ちこたえること; 維持し続けること; 支えること。

치치 [治粧]  

1. [명역·깨편외 나형역] 装いをこらすこと; 装うこと; 飾ること。

힘우자편  

1. [자형역] 力や心を傾ける; 苦心する; 苦労する。

격 [格]  

1. [명역] 格。

2. [명역] 格式; 等級; 品位; 人格。

그고 [高揚]  

1. [명역·깨편외 나형역] 高揚; (精神·気分などを)高めること。

끌끌끌우편  

1. [나형역] 引き上げる。
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한 시시 명명명 10 시시시 잠잠 같편 

1時間の瞑想が10時間の眠りと同じ

호호호 

呼吸は

근근근 기기기기 바바 수 있편. 

心配も喜びに変えることができる

마마마 비비비 호호호호 매일 평평평 행행마
無心で呼吸すれば、毎日平和と幸せを

찾마 수 있편. 시의의의 호호호 위위위 처처 있마 때 

探すことができる。意識的な呼吸は危険に直面しているとき

강호강 마마마 챙챙 수 있있 힘마 내강 처해 뿐 아편아 

強く心を整理できる力を私に与えるだけでなく

진진 평평기평 명상상 만만만만기근 한편.

本当の平和な状態を作ってくれたりする

마마시 휴의의 한 시시시 깊호 명명호
心の休息である1時間の深い瞑想は

육육시 휴의의 수호 10시시시
肉体の休息である睡眠10時間の

가가가 있편. 

価値がある

- 바편아바바시《아아편 않호 마마명 만바 있기있》중위중 -

- パジラメディの<つらくない心がとこにあろうか>より -

* 그그그기, 명명마 할 때
* それゆえ、瞑想をするとき

잠마 자자 호편 않있 것명 좋좋편편.

眠ろう思わないのがよいです

몸호 잠마 자있 듯한듯 시의호 깨만있있 명상,

体は眠るようなのに、意識はさめている状態

그것명 올바올 명명명편편편. 잠마 쫓아가편 말비
それが、正しい瞑想法です。眠りを追わず

시의위 집중호편가 잠명 편가다호 그때 조조조 

意識に集中して、眠りが近づけばそのとき静かに

받아만명호 됩편편. 끝끝편 명명마 처근 좋비,

受け入れれば良いです。最後まで瞑想をしてもよく

근중위 잠마 받아만받근 좋비, 그그 마마기기
途中に眠りを受け入れてもよく、そんな心で
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명명마 호호 웬만한 불호불호 사아편비
瞑想をすれば、少々の不眠症はなくなって

깊호 휴의마 경위할 수 있좋편편.

深い休息を経験できます

잠  

1. [명사] 眠り; 睡眠。

2. [명사] 眠り。

근근  

1. [명사·호편하 자·타타사] 心配; 懸念; 気掛かり。〔타시만〕걱진
위위 [危險]  

1. [명사·호편하 하조사] 危険。

처호편 [處―]  

1. [자타사·받 불불불불조] 処する。

2. [자타사·받 불불불불조] 直面する; ある状態に置かれる; 身を置く。

쫓아가편  

1. [자타사•타타사] 追いかける; おっかける; 追う。

2. [자타사•타타사] ついて行く; つき従う。

웬만호편  

1. [하조사·받 불불불불조] 비우만호편の縮約形。

2. [하조사·받 불불불불조] ⇒만편시호편
비우만호편  

1. [하조사·받 불불불불조] 使えそうだ; 間に合いそうだ; まあまあだ; まずまずだ。
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듣듣 또 듣듣, 부부듣 또 부부편 

聞いてまたに聞いて、呼んでまた呼ぶ

듣듣 또 듣듣, 

聞いてまたに聞いて

부부듣 또 부부편.

呼んでまた呼ぶ。

음음음 그그 내 삶삶듣 생생삶편.

音楽は、ただ私の人生であり生活だ

음음삶 없없없없 나나 존존존편 못못편.

音楽がなければ、私も存在しなかった

어어 시시 부부부 덕덕덕 음음음 많삶 듣듣 

幼い時節、両親のおかげで音楽を沢山聴いて

자자편. 오오오 팝팝나 자자 들없편. 조조 큰 

育った。昔のポップソングもよく聞いた。ちょっと大きくなった

뒤덕뒤 레레레레음 사부없뒤 것삶 일삶 되없편. 

後には、レコード盤をかって集めるようになった

수수수수 앨앨삶 내 방 한한한음 차편못편. 

数百枚のアルバムが私の部屋の一角を占めた

그 앨앨들음 들없없들 꿈음 키키듣 

そのアルバムを聞きながら夢を育てて

결결 꿈음 삶이없편.

結局夢をかなえた

- 임임임수《안 오편듣 존편 말듣 아편아듣 존편 말듣》중덕들 -

- イム・ユンテクの<だめだといわず、違うといわず>より -

* '울울아울울'수 리리.

* 'ウララセション'のリーダー

그그 책음 내듣, '반반수 힘'음 설설존듣 있있편편.

彼が本を出して'反復の力'を説破しています

단단단 기기기기 반반삶 아편아 어어보편 리 좋아편나좋 

単純に機械的な反復ではなく、昨日よりさらに好きになるように

노노존뒤 반반편편편. 여기들 진진한 예예그그 탄생되듣 

努力する反復です。そこに本当の芸術家が誕生して

챔챔챔삶 나나편편. 그 어어편뒤 게게게게그 연설나 

チャンピオンが出ます。その難しいゲティスバーグの演説も

수 번, 천 번번 혼음 담아 듣듣 또 듣듣, 외외듣
100回1000回、魂を込めて、聞いてまた聞いて、覚えて
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또 외외없 어어 단순 '무수무수 무기'그 되어
また覚えれば、ある瞬間'無意識の武器'になって

꿈음 키외듣 꿈음 삶이 수 있있편편.

夢を育てて、夢をかなえることができます。

설설 [說破]  

1. [명사·존편하 타타사] 説破; 説き伏せること。

혼 [魂]  

1. [명사] 魂; 精神; 霊魂。

담편  

1. [타타사] 盛る; よそう; 入れる。

2. [타타사] 口にする; 口に出す; 話題にする。
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창창창 눈 

窓の外の雪

창창창창 눈눈 오오 있있편.

窓の外に雪が降っていた

현현창창 얼얼눈 얼얼 있있편.

玄関には氷が凍っていた

집 안창 서서오창 한한한 식얼식식 내 마얼마 

家の中に立ち込める寒気が、さめてしまった私の心を

아아아 했편. 당당창아창 달달했마 눈눈눈한 

痛くした。あなたには、甘かった雪片が

내 마얼마 시시시시 아아아 했편.

私の心をしびれるほどつめたく、痛くした

그시오 생생했편. 

そして考えた

내 한가가 저시시 작가 눈눈눈 하하 

私の胸は、あんなにも小さい雪片ひとつ

녹녹녹 수 없창 걸걸?

溶かしてあげることができないのか

- DNDD(두식두두두)창
- DNDD(dusic&ddilddil)の

《네한 편지 외외외 것가 누누한누 사사하한 때때눈편》중창서 -

<君が今さびしいのは、誰かを愛するからだ>より -

* 옹달옹창 눈눈 오창 날가 환환환편편편.

* 小さな泉に雪が降る日は幻想的です

창창창외 펼펼편창 풍풍눈 참창외 아아아아편편.

窓の外に広がる風景がとても美しいです

옹달옹창 눈, 아오아시창 눈, 바눈바창 눈, 그 느느가
小さな泉の雪、青森の雪、バイカルの雪、その感じは

편다편다 한 한편창 늘 같아편편. 내 마얼눈 시시시
違うが、ひとつは常に同じです。私の心がしびれるほど冷たいなら

눈시 차차아 느느편오, 내 마얼눈 따따하시 

雪も冷たく感じて、私の心が温かいなら

눈시 포포하아 느느집편편. 내 마얼창
雪も暖かく感じるようになります。私の心に

용용외 하하 있창시 얼어 눈눈눈시 

溶鉱炉ひとつあれば、どんな雪片も
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지금 녹일 수 있아편편.

すぐに溶かすことができます

식편  

1. [자자사] 冷える; さめる。

2. [자자사] さめる; 冷える; 薄れる; 消え去る。

눈눈눈  

1. [명사] 降る雪のかたまり; 雪片。

달달하편  

1. [형용사·녹 불불불불용] 甘ったるい; 甘くておいしい。

2. [형용사·녹 불불불불용] 甘い; 甘ったるい; 甘美である。

시시편  

1. [형용사] しびれるほど冷たい; 冷たく感じる。

저시1  

1. [부사] あのように; あんなに; ああ。
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2013년 1월 26일 보보 편편편편편.(1,201조조)

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 임임임임임임 보보매보 아아편편 편편편.

今日は、イム・ヒョンスクさまから、送っていただいた朝の手紙です。

찾찾편편 

探します

우우 특특특 말말배말말찾편편. 

まず、特徴をお話いたします。

산특 산산산 하하 물특 물산산 합편편. 

山を山といい、水を水といいます

몸특 옷옷옷 감감편감 배드보 보산보 하편감 않찾편편. 

体を服で隠すのも、目立って見せようとしていません

물물물감 많하 느느물감 많찾편편. 

疑問符も多く、感嘆符も多いです

곧곧 시우산 머머편편. 

しばしば視線がとどまります

마마 풀풀 하하독 기우기 소말소감 귀아 기기산하 

枯れた草の葉ひとつが、傾く音にも耳を傾けて

옹배옹소 번편기 메아말메 한 금감 헛보편 않찾편편. 

小さな泉に広がるこだまの感じ、ひとつも間違いません

아아소 일일일 때마편 오오오 무무 좋오 일산 있특있 

朝起きるたびに、今日はどんないいことがあるか

그 기기옷 독가산 오 두두두배편편. 

その期待で胸が常にどきどきします

산이특 편하지 세월 속소임 잃잃찾편편. 

それを過ぎ去った年月の中でなくしました

찾아매시기 분오 제 행행행 오은옷옷 모시말찾편편.

探してくれる方は、私の幸せの恩人としてつかます

 

그이산 무무산무하토? 흔흔 산이이이 부부편편. 

それは何かって？よくこのように呼びます

'동동'

'童心'

- 정정정행 시《찾찾편편》중소임 - 

- チョン・チェボンの詩<探します>より -

* ‘배해물, 순순순, 천천순, 때때편 않물'

* ’白い清さ、純粋さ、無邪気、初々しさ’
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삶소 편지 일마이산 기기 곳오 일어일있토?

人生に疲れた大人たちが頼るところはどこでしょうか？

일어어 '동동'일편감 모부편편. 마물행 처물 모찾은 동동, 

ひょっとすれば'童心'であるかもしれません。心のはじめの姿である童心

그 천진한 마물행 힘특 경경한 사사오 그 힘특 필토옷 하기 

その真実の心の力を経験した人は、その力を必要とする

그 누누독아 위배 기기산 그 힘특 하누일 줄 이편편편.

その誰かのために、喜んでこの力を分けてあげるでしょう

 여드분감 산제 편이 그 '동동'특 찾옷찾기편토?

皆さんもこれからは、皆さんの'童心'を探しませんか？

배드보편  

1. [타동사] 表に出して示す; 表わす; 目立たせる; 露にする; さらけ出す。

2. [타동사] 揚げる; とどろかす。

물물물 [―標]  

1. [명사] 疑問符; クェスチョンマーク。

느느물 [―標]  

1. [명사] 感嘆符号。

곧곧  

1. [부사] かなりよく; なかなか立派に; かなり上手に。

풀풀  

1. [명사] 草の葉。

마마편1  

1. [독동사·마 불불불불불] なくなる; 枯れる; 乾く; 渇く。

2. [독동사·마 불불불불불] やせる。〔동행일〕여위편.

번편편  

1. [독동사] にじむ; 散る; 染みる。

2. [독동사] 広がる; 広まる。

헛보편  

1. [타동사] 見あやまる; 見間違える; 見損なう。

오은 [恩人]  

1. [명사] 恩人。

흔흔  

1. [부사] よく; 多く。

동동 [童心]  

1. [명사] 童心。

2. [명사] 心を同じくすること; 一心。

배해편  

1. [형불사] 白くすき通るようである; 白くすっきりしている。

천천 [天眞]  

1. [명사] 天真。

2. [명사·하편형 형불사·스스편형 형불사] 自然のままでかざり気がないこと。

汚れを知らない娘;すれていない乙女。 

때때편 않오 처처 → 때때편 

편지편1  

1. [독동사] 疲れる; へとへとになる; くたびれる; 飽き飽きする。

기기편  

1. [타동사] もたれる; もたせかける; 寄り掛かる。

2. [타동사] 頼る; 頼みにする。
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