
８月５日 (月曜日) 

청년의 가슴은 뛰어야 한다 

 

 

어린시절을 돌아보면 

幼かった頃を振り返ると 
 

내가 누구인지를 보여 주는 단서와       ◇단서[端緒]…端緒、糸口 

“私が誰なのか”を示してくれる手掛かりと 
 

앞으로 어떤 사람이 될 것인지를 보여 주는 

“これから、どんな人間になるか”を示す 
 

실마리가 눈에 띈다.         ◇실마리…糸口(＝단서) 

糸口が目にとまる。 

 
- 켄 가이어의《영혼의 창》중에서 - 

  ケン・ガイアの 『魂の窓』 より 

 
～고도원(コ・ドウォン)～ 

 

'될성부른 나무는 떡잎부터 알아본다'고 하지요? 

“栴檀(せんだん)は双葉より芳(かんば)し”と言うでしょう？ 
 

※白壇は発芽した頃から早くも香気があるように、大成するような人は、 

幼い頃から人並みはずれて優れたところがある。という諺(ことわざ) 
 

사람의 됨됨이도 어린 시절에 이미 드러납니다.  ◇됨됨이…風采・人柄、物事の出来栄え 

人となりも幼い頃に、すでに表れるのです。       ◇드러나다…現れる、ばれる、知られる 
 

특히 청년 시절 그의 가슴이 얼마나 뛰는지, 

特に若い頃に、その人の胸がどれだけときめいたのか、 
 

그 가슴을 보면 그의 미래도 보입니다. 

その胸を見れば、その人の未来も見えるのです。 
 

청년의 가슴은 뛰어야 합니다. 

青年の胸は、ときめかなければなりません。 

 

 

 
(2009 년 7 월 13 일자 앙코르 메일) 

2009年 7月 13日付 アンコールメール 

  



８月６日 (火曜日) 

마음의 채널 

 

마음은 수천 개의 

心というものは、数千個の 

채널이 있는 텔레비전과 같다. 

チャンネルがあるテレビのようだ。 
 

그리하여 우리가 선택하는 채널대로 순간순간의 우리가 존재하게 된다. 

つまり、私達が選択するチャンネルによって、私達の瞬間瞬間が存在するようになる。 
 

분노를 켜면 우리 자신이 분노가 되고, 

憤怒の念に火が付けば、私達自身が“怒り”そのものになり、 

평화와 기쁨을 켜면 우리 자신이 

平和と喜びを心に抱けば、私達自身が 

평화와 기쁨이 된다.  

平和と喜びそのものになるのだ。 

 
- 틱낫한의《살아 있는 지금 이 순간이 기적》 중에서 – 

ティク・ナット・ハン(Thich Nhat Hanh／釈一行)の 『生きている、今この瞬間が奇跡』 より 

 
～고도원(コ・ドウォン)～ 

 

당신은 지금 어떤 채널에 맞춰져 있나요? 

貴方は今、どんなチャンネルに合わせていますか？ 
 

혹시 분노의 채널? 그렇다면 얼른 채널을 바꾸십시오. 

もしかして、怒りのチャンネル？ ならば、すぐにチャンネルを変えてください。 

평화와 기쁨의 채널? 그렇다면 '채널고정' 하십시오. 

平和と喜びのチャンネル？ ならば“チャンネルを固定”してください。 
 

충분히 감상한 뒤 다른 채널로 이동해 보십시오. 

そして十分に鑑賞した後、他のチャンネルに回してみてください。 

사랑, 감사, 열정, 꿈, 도전, 용기, 나눔... 

愛、感謝、情熱、夢、挑戦、勇気、分かち合い… 
 

또 다른 행복감이 안겨질 것입니다. 

さらに他の幸福が抱かれるようになるでしょう。 

그때마다 다시 채널고정! 

その時ごとに、またチャンネルを固定！ 

 

 
(2009 년 7 월 22 일자 앙코르 메일) 

2009年 7月 22日付 アンコールメール 

 

  



８月７日 (水曜日) 

자연을 통해... 

 

자연을 통해 

自然を通して、 

휴식을 얻을 수 있고, 

休息をとることができ、 

자연을 통해 건강도 얻을 수 있습니다. 

自然を通して、健康も得ることができます。 
 

자연은 그 속에 있는 것만으로도 우리 몸을 치유해 줍니다. 

自然はその中にいるだけでも、私達の体を癒してくれます。 
 

건강만 있다면 우리는 무엇이든 꿈꿀 수 있습니다. 

健康さえあれば、私達は何でも夢を見ることができます。 

건강을 잃으면 성공도, 명예도, 돈도 

健康を失えば、成功も、名誉も、お金も 

아무것도 아닙니다.  

何もないのです。 
 

- 이철환의《못난이 만두 이야기》중에서 - 

イ・チョルファンの 『出来損ないの餃子話』 より 

 

～고도원(コ・ドウォン)～ 
 

어제도 어느 자리에 갔다가 

昨日も、とある場所に行き、 

대장암 진단을 받고 황망해 하는 분을 만났습니다.  ◇황망[慌忙]…慌ただしい、慌てる 

大腸癌の診断を受けて狼狽(うろた)えている方に会いました。 
           

너무 큰 충격과 두려움에 한동안 망연자실하다가    ◇망연자실[茫然自失]…茫然自失 

あまりに大きな衝撃と恐ろしさに、暫くの間、茫然自失の状態だったが、 

평소 '자연'을 멀리하고 거스르는 생활 방식에    ◇거스르다…逆らう 

普段の、“自然”から離れ逆らっている生活の方式に 

후회와 반성을 많이 했다는 말도 했습니다. 

後悔と反省を深くしたと言っておられました。 
 

자연을 거스르면 온갖 병이 들어오고    ◇온갖…あらゆる種類の、全ての 

自然に対して逆らえば、ありとあらゆる病に罹(かか)り、 

자연을 통하면 건강이 들어옵니다. 

自然を通せば、健康になるのです。 

지금도 늦지 않았습니다. 

今からでも遅くはありません。 

 
(2009 년 7 월 23 일자 앙코르 메일) 

 2009年 7月 23日付 アンコールメール 



8 月８日 (木曜日) 

비가 내리지 않는 하늘은 없다 

 

 

비가 내리지 않는 하늘이란 없다. 

雨が降らない空などない。 

운명이란 그런 것이다. 

運命とは、そんなものだ。 
 

강인한 사람과 나약한 사람을 구별하는 기준은 간단하다.      ◇강인[強靭]…強靭 

強靭な人と軟弱な人を区別する基準は簡単だ。     ◇나약[愞弱/懦弱]…意気地がないこと、軟弱、弱気 
 

강인한 사람은 운명이 도전해올 때   

強靭な人は、運命が挑戦してくる時に       ◇외치다…叫ぶ、喚く、声を張り上げる 

"난 절대 포기하지 않아!"라고 외치며 맞선다.   ◇맞서다(=마주서다)…立ち向かう、張り合う 

“私は絶対に諦めない！“と叫びながら立ち向かう。 

이 한마디가 바로 그 사람의 

その一言が、まさにその人の 

성공의 기본이 되는 것이다. 

成功の元になるということだ。 

 

- 천빙랑의《나를 이끄는 목적의 힘》중에서 -    ◇이끄-(=이끌다)…引く、連れる、率いる 

 チョン・ビンランの 『私を導く“目的の力”』 より 

 
～고도원(コ・ドウォン)～ 
 

포기하지 않는 것은 기본입니다. 

“諦めない”というのが基本です。 

강인한 사람의 것이라 할 수도 없는 것이지요. 

(諦めないということは)強靭な人のことと、言うことも出来ないでしょう。 
 

진정으로 강인한 사람은 포기하지 않는 것을 넘어 

本当に強靭な人は、“諦めない”という段階を超え 

더 큰 희망과 긍정의 마음을 가진 사람입니다. 

更に大きな希望と肯定の心を持った人なのです。 

비가 내리고 바람이 몰아쳐도 포기는커녕    ◇몰아치다…追い込む、吹きすさぶ 

雨が降り、風が吹き荒ぼうと、諦めるどころか  

"더 좋은 일이 있을 거야!"라고 

“更に良いことがあるだろう！”と、 

외치는 사람입니다. 

声を張り上げる人なのです。 

비가 내리지 않는 하늘은 없습니다.    

雨が降らない空などありません。 
 

 (2009 년 7 월 7 일자 앙코르 메일) 

2009年 7月 7日付 アンコールメール 



8 月９日 (金曜日) 

'나는 괜찮은 사람' 

   

 

상처에 대한 

傷に対する 

두려움을 극복하고 사랑을 유지하려면    ◇극복하다[克服-]…克服する 

不安を克服して、愛を維持しようとするならば、 

나와 타인을 신뢰하고 배려할 수 있는 능력이 꼭 필요하다. 

自分と他人を信頼し、気配りできる能力が必ず必要だ。 
 

신뢰란 내 마음 안에 어떤 위험한 것이 있든 

信頼とは、自分の心の中にどんな危険なことがあろうと 

나는 그것들을 통제할 수 있으며,  

“私はそれらを律することが出来、 

비록 그런 요소들이 있다 해도 기본적으로 

たとえ、そんな要素があるとしても、基本的に 

나는 괜찮은 사람이라고 생각하는 것이다. 

私は良い人間だ“と思うことだ。 

 

- 김혜남의《어른으로 산다는 것》 중에서 - 

  キム・ヘナムの 『大人として生きるということ』 より 

 
～고도원(コ・ドウォン)～ 

 

'괜찮은 사람'. 

“良い人間” 

누구에게든 굉장한 칭찬입니다.     ◇굉장하다[宏壯-]…物凄い、素晴らしい 

誰にとっても素晴らしい称賛です。          ◇칭찬[稱讚]…称賛、褒め称える 

 

스스로 "나는 괜찮은 사람"이라 말하면 

自らに“私は良い人間”と云えば、 

자신에게 굉장한 칭찬을 하고 있는 것입니다. 

自分に素晴らしい称賛を贈っているのです。 

 

그리고 실제로 '괜찮은 사람'이 되어야 합니다. 

そして実際に、その“良い人間”にならなければなりません。 

 

그 첫걸음이 자신을 통제할 줄 아는 것이며, 

その第一歩が、“自らを律することができる”と思うことであり、 

자기 신뢰가 첫걸음의 시작입니다.    

自己への信頼が第一歩を踏む始まりなのです。 

 
(2009 년 7 월 29 일자 앙코르 메일) 

2009年 7月 29日付 アンコールメール 



8 月１０日 (土曜日) 
매주 토요일엔 독자가 쓴 아침편지를 배달해드립니다. 

오늘은 박정은님께서 보내주신 아침편지입니다. 
毎週土曜日には、読者の方が書いた朝の手紙を贈ります。 

今日は、パク・ヂョンウン様から送っていただいた朝の手紙です。 
 

나의 부족함을 끌어안을 때 

     
 

자신의 긍정적인 면과        ◇긍정적[肯定的]…肯定的 

自らの肯定的な面と 

부정적인 면을 함께 드러내 보일 때         ◇드러내다…曝け出す、むき出す、(名を)あげる 

否定的な面を共に曝け出す時、 

당신은 망가지는 게 아니라 온전해진다.     ◇망가지다…壊れる、駄目になる 

貴方は駄目になるのではなく、完璧になる。        ◇온전하다[穩全-]…(欠点がなく)完全、まとも 
  

자기 그늘을 불편해하지 않고 태연히 끌어안을 때     ◇태연히[泰然-]…泰然と、平然と 

自らの翳りの部分を気に病まずに、大らかに泰然と抱きしめる時、 

당신은 말할 수 없이 매력적이 되고  

貴方は、言葉に出来ない程に魅力的になり、 

당신 인생은 굉장한 모험으로 된다.       ◇모험[冒險]…冒険 

貴方の人生は、素晴らしい冒険になる。 
 

자신의 모호함과 어수룩함을 불편해하지 않을 때      ◇모호하다[模糊-]…曖昧だ 

◇어수룩하다…うぶだ、頭が単純だ、世間知らず自らの曖昧さと、 初心なところを嫌と思わない時、   

당신은 자연스러워진다.        無邪気だ、(物事が)たやすい 

貴方は貴方らしく、自然な姿になれるのだ。 
 

- 디팩 초프라의《우주 리듬을 타라》중에서 -  

  ディーパック・チョプラ(Deepak Chopra)の 『宇宙のリズムに乗って』 より 

 

～고도원(コ・ドウォン)～ 
 

“남들이 나를 어떻게 볼까? 내가 그들보다 더 나은가? 더 못한가? 

“他人は私をどう見ているか？” “私は彼らよりも優れているのか？” “それとも劣っているのか？” 

다른 사람들이 나를 좋아하나? 싫어하나?” 

“他の人達は私を好きなのだろうか？” “それとも嫌われているのだろうか？” 
 

이런 두려움의 에너지 속에 갇혀 사는 시간이  

こんな不安のエネルギーの中に閉じ込められて、生きる時間が 

얼마나 많았는지 되돌아 봅니다. 

どんなに多かったのか、振り返ります。 
 

내가 나로 살기 보다는 남들이 만든 이미지에 맞춰 살기 위해 허비한 시간은 

私が私として生きるよりは、他人が作ったイメージに合わせて生きる為に浪費した時間は、 

또 얼마나 많았는지 생각합니다. 

どれほど多かったのか、また考えてみます。 
 

이제부터라도 나를 통째로 받아들여 자연스럽게, 자유롭게 살고 싶습니다. 

今からでも私を丸ごと受け入れて、自然に、そして自由に生きたいものです。 



出典 ： 고도원의 아침편지(コ・ドウォンの朝の手紙)    http://www.godowon.com/ 
 

翻訳 ： 風の音 / 바람소리 

□Blog ： 風の吹くまま、気の向くまま。～韓国語勉強中～  http://kazenomatataki.blog133.fc2.com/ 

□Twitter ： @fuu_no_ne      https://twitter.com/fuu_no_ne 

 □E-mail ： kazenooto00@gmail.com
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