
１２月２日 (月) 

진정한 강자, 진정한 청춘 

 

진정한 강자는 

真の強者とは 
 

고독을 이겨낸 사람이라고 한다. 

孤独に打ち克った人だと云う。 
 

고독을 이겨내려면 고독을 이야기할 수 있는 상대가 있어야 한다. 

孤独に打ち克とうとするならば、孤独を明かすことの出来る相手がいなければならない。 
 

그러기 위해서 사람에게는 사람이 필요하다. 

だからこそ、人には人が必要なのだ。 
 

청춘은 절대로 무소의 뿔처럼 혼자서 가＊서는 안 된다. 

サイの角のように、ひとりで行って＊青春は絶対に はいけない。 
 

함께 어울려서 위로하며 가야 한다. 

共に調和し、労りながら進まなければならない。 
 

 

고독해서는 안 된다. 

孤独でいてはならないのだ。 
 

 
- 홍영철의《너는 가슴을 따라 살고 있는가》중에서 - 

  ホン・ヨンチョルの 『貴方は心に従って生きているのか』 より 

 

～고도원(コ・ドウォン)  ～
 

저도 청년 시절 고독했습니다. 

私も青年の頃は、孤独でした。 
 

고독해서 책을 읽었고, 고독해서 글을 썼습니다. 

独りで本を読んだし、独りで文章も書き上げました。 
 

책과 글쓰기가 고독을 이기게 하는 친구였습니다.   

本と執筆が孤独に克つための友達だったのです。 

 

고독한 시간 함께 있어주는 사람이 있다는 것은 엄청난 행운입니다. 

孤独な時間に共にいてくれる人がいるということは、とてつもない幸運です。 
 

좋은 친구를 가진 것이 진정한 강자, 진정한 청춘입니다. 

良い友達を持ったことが真の強者、真の青春なのです。 
 

 

 

 

 
＊ 무소의 뿔처럼 혼자서 가라／犀(サイ)の角のように独りで歩め 

  元は仏教の言葉で、「誘惑に負けずにしっかりと修行に励め」＝ 

「周りに惑わされずに自分の信じた道を進め」という意味の慣用句。 



１２月３日 (火) 

신성한 지혜 

 

사랑한다는 말에는 

“愛している”という言葉には、 
 

고마움, 미안함, 용서라는 감정이 모두 들어 있다. 

“ありがたさ”、“すまなさ”、“許し”という感情が全て含まれている。 
 

사랑한다고 말하면 신성한 지혜가 그것을 받아들이고, 

愛していると言えば、神聖な知恵がこれらを受け入れ、 
 

그후에 영감이 내려온다. 

そして霊感が降りてくる。 
 
 

그러니 어렵게 생각하지 말고 단지 사랑한다는 말만으로도 

それ故、難しく考えずにただ“愛している”という言葉だけでも 
 

충분하다는 것을 기억하라. 

充分なのだということを覚えておきなさい。 
 

 
 

 
- 이하레이카라 휴 렌의《하루 한 번 호오포노포노》중에서 - 

  イハレイカラ・ヒューレン (Ihaleakala Hew Len)の 『1 日 1 度のホ・オポノポノ』 より 

 

～고도원(コ・ドウォン)  ～
 

'신성한 지혜'는 

“神聖な知恵”とは 
 

지식으로 얻어지는 것이 아닙니다. 

知識で得られるものではありません。 
 

오로지 사랑으로만 가능할 수 있습니다. 

ひとえに愛でのみ、得られるのです。 
 

그냥 마음안에 품고 있는 것이 아니라 

ただ心の中に抱いているということではなく、 
 

밖으로 표현해야 합니다. 

外に向けて表現しなければなりません。 
 

단지 입술로, 작은 몸짓으로, 표현했을 뿐인데 

ただ単に唇で、小さな仕草で表現しただけで 
 

'사람을 살리는' 신성한 지혜가 선물처럼 다가옵니다. 

“人を生かす”神聖な知恵が贈り物のようにやって来るのです。 

 

 

 

 



１２月４日 (水) 

우울증 치유 

 

요즘 우울증을 비롯한 정신 질환이 늘고 있다. 

最近、うつ病をはじめとする精神疾患が増えている。 
 

정신 질환은 영혼과 관련이 있다. 

精神疾患は魂と関連しているのだ。 
 
 

이 병은 현재의식과 잠재의식 사이에 있는 

この病は、現在意識と潜在意識の間にある 
 

영혼이 빠져나가 버릴 때 일어난다. 

魂が抜け出てしまう時に起こる。 
 

현실 세계에서 아주 고통스럽거나 슬픈 일을 겪으면, 

現実世界で苦痛をとても感じたり、悲しいことを経験すると、 
 

영혼이 육체에 머물지 못하고 나가 버린다. 

魂が肉体に留まることができずに、出て行ってしまうのだ。 
 
 

 
 

 
- 이하레이카라 휴 렌의《하루 한 번 호오포노포노》중에서 - 

 イハレイカラ・ヒューレン (Ihaleakala Hew Len)の 『1 日 1 度のホ・オポノポノ』より 

 

～고도원(コ・ドウォン)  ～
 

우울증은 영혼의 온도와도 연결되어 있습니다. 

うつ病は魂の温度とも繋がっています。 
 

영혼의 온도가 식어버리면 몸도 마음도 식어 

魂の温度が冷めてしまえば、身体も心も冷め、 
 

매사 더 슬프고 더 우울하게 만들어 버립니다. 

事あるごとに、より悲しくより憂鬱にさせてしまうのです。 
 

온도를 높일 수 있는 것이 곧 사랑입니다. 

温度を上げることができること、それは即ち“愛”です。 
 

사랑하는 사람의 따뜻한 손. 위로의 손, 격려의 손. 

愛している人の暖かな手、労りの手、励ましの手。 
 

그 손으로 몸을 녹이면 잠재의식에까지 깊이 스며들어 

その手で体を温めれば、潜在意識にまで深く染み渡り、 
 

영혼의 온도도 올라갑니다. 

魂の温度も上がってゆくのです。 

 

 

 

 



１２月５日 (木) 

정답이 없다 

 

예술이 다른 학문이나 기술과 

芸術が、他の学問や技術と 
 

구별되는 점은 정답이 없다는 것이다. 

区別される点は、正しい答えが無いということだ。 
 

그런 면에서 예술은 삶과 많이 닮아 있다. 

そうした面から芸術は、人生ととてもよく似ている。 
 

삶에도 정답이 없기 때문이다. 

人生にも正しい答えなど無いからだ。 
 

예술에는 스승이라도 있으나 삶에는 스승조차 없다. 

芸術には師匠というのもいるが、人生にはその師匠さえいない。 
 

삶이 무엇인지, 어떻게 살아야 잘 사는 것인지 

人生が何なのか、どうやって生きれば上手く生きられるのか、 
 

알기 위해서는 일생을 보내야만 한다. 

知る為には、一生を過ごさねばならない。 
 

 
- 홍영철의《너는 가슴을 따라 살고 있는가》중에서 - 

  ホン・ヨンチョルの 『貴方は心に従って生きているのか』 より 

 

～고도원(コ・ドウォン)  ～
 

정답이 없기 때문에 

正しい答えが無いからこそ、 
 

한 번 해볼 만한 것 아닙니까? 

一度やってみるだけの価値があるのではないですか？ 
 

한 번 도전해 볼 만한 것 아닙니까? 

一度、挑戦してみようと思えるのではないですか？ 
 

하나 밖에 없기 때문에 그래서 예술이고, 

ひとつしかないからこそ、芸術であり、 
 

어느 누구도 대신할 수 없는 한 번뿐이니까 

どこの誰であっても代わることの出来ない一度限りだからこそ、 

 

그래서 삶입니다. 

人生なのです。 
 

정답을 찾지 마십시오. 

正しい答えを探さないでください。 
 

열심히 사는 것이 정답입니다. 

懸命に行きてゆく、それこそが正しい答えなのです。 
 

최선이 정답입니다. 

最善を尽くすことが正しい答えなのです。 



１２月６日 (金) 

행복이 무엇인지... 

 

사람들은 

人々は 
 

흔히 행복이 무엇인지 묻고, 

よく“幸せが何なのか”を問い、 
 

찾고 싶어한다. 

探したがる。 
 

그것은 마치 공기처럼 보이지도 않고, 

それは、まるで空気のように見えず、 
 

잡히지도 않기 때문이다. 

捉えることもできない為だ。 
 

시간의 흐름을 전혀 의식하지 못하고, 

時間の流れを全く意識できずに、 
 

자기가 하고 싶은 일을 하는 것이 행복이다. 

自分のしたいことをすることが、幸せなのだ。 
 

 
- 조정래의《정글만리》중에서 - 

  チョ・ヂョンレの 『ジャングル万里』 より 

 

～고도원(コ・ドウォン)  ～
 

행복은 성공에 있지 않습니다. 

幸せとは、成功にあるのではありません。 
 

실패했다고 모두 불행한 것도 아닙니다. 

失敗したからといって、全てが不幸だというわけでもないのです。 
 

성공이 오히려 불행의 시작이 될 수 있고 

成功がむしろ、不幸の始まりになりもし、 
 

실패가 행복의 새로운 시작일 수 있습니다. 

失敗が、幸せの新たな始まりになりもするのです。 
 

성공과 실패의 결과에 상관하지 않고 

成功と失敗の結果に関係なく、 
 

자기 일에 몰입하는 것, 

自分の仕事に没頭すること、 
 

결과가 아닌 과정에  집중하는 것, 

結果ではない過程に集中すること、 
 

그것이 진정한 행복입니다. 

それが真の幸福なのです。 

 

 



１２月７日 (土) 

매주 토요일엔 독자가 쓴 아침편지를 배달해드립니다. 
오늘은 원혜림님께서 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、ウォン・ヘリム様から送っていただいた朝の手紙です。 

혼자 있는 즐거움 

 

나는 대부분의 시간을 혼자 있는 것이 

私は、大部分の時間をひとりでいるほうが 

더 유익하다고 생각한다. 

(そうでない時よりも)更に有益だと考える。 
 

나는 혼자 있는 것을 좋아한다. 

私はひとりが好きだ。 

나는 고독만큼 사귈 만한 동료는 찾지 못했다. 

私は孤独なほど、付き合いたいと思う程の同僚が思い当たらない。 
 

생각하거나 일하는 사람은 어디에 있든 늘 고독하다. 

考えたり働いたりする人は、どこにいようと常に孤独だ。 
 

고독은 한 사람과 동료 사이에 있는 공간의 거리로는 측정되지 않는다. 

孤独は、ある人とその同僚の間にある空間の距離では測ることは出来ない。 
 

하버드 대학의 혼잡한 도서관에서 책에 파묻혀 있는 학생은 

ハーバード大学の雑然とした図書館で、本に埋もれている学生は、 

사막에 홀로 있는 탁발승보다 더 고독하다. 

砂漠にひとり歩く托鉢僧よりも更に孤独だ。 
 

 

- 헨리 데이비드 소로의《혼자 있는 즐거움》중에서 - 

  ヘンリー・デイヴィッド・ソロー (Henry David Thoreau)の 『一人でいる楽しさ』 より 

 

～고도원(コ・ドウォン)  ～
 

바쁘고 정신없는 이 시대를 살아가는 모두에게는 

忙しく余裕すらないこの時代を生きてゆく皆さんには、 
 

오롯이 혼자만의 시간이 필요합니다. 

静かに過ごす一人だけの時間が必要です。 
 

누군가와 함께 보내는 시간은, 

誰かと一緒に過ごす時間は、 
 

혼자 보내는 시간에 비해 유쾌하고 속상하고 즐겁고 슬프고... 

ひとりで過ごす時間よりに比べ、愉快でもあり悔しくもあり、楽しくもあり悲しくもあり… 
 

그렇게 감정변화의 폭이 큽니다. 

このように感情の変化の幅が大きいです。 
 

가끔은 혼자 보내는 일상이 생각을 정리하게 하고 

時々は一人で、過ごしている日常の考えを整理するようにして、 
 

평온한 마음도 가져다 줄 것입니다. 

平穏な心も持ちたいものです。 



 ■ 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

 

訳文は、直訳をベースにしながらも、ぎこちない日本語ではなく、 

自然な日本語になるよう心掛けました。 
 

また編集時に誤字脱字のないよう、注意して編集しましたが、 

翻訳についての改善点や気づいた点等ありましたら、遠慮なく御気軽に 

上記に記載した私のブログ(http://kazenomatataki.blog133.fc2.com/)のコメント欄、 

又は、メール(kazenooto00@gmail.com)にてお知らせいただければと思います。 

 

 頂いたコメントやメッセージ、御指摘は今後の語学勉強に生かしていきます。 

http://www.godowon.com/
http://kazenomatataki.blog133.fc2.com/
https://twitter.com/fuu_no_ne
http://kazenomatataki.blog133.fc2.com/
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