
１２月２３日 (月) 

무당벌레 

 

할머니와 숲 속을 돌아다닐 때 

おばあさんと森の中を歩いた時、 
 

나는 무당벌레 몸짓을 자세히 본 적이 있다. 

私はてんとう虫の身動きを詳しく見たことがある。 
 

나무 밑동에서부터 올라가면서 진딧물을 깨끗이 먹어치운 다음 

木の根元から這い上がりながら、アブラムシを綺麗に食べ尽くしたあと、 
 

꼭대기에 오른 뒤에야 녀석은 다른 나무로 날아갔다. 

てっぺんにまで登り、ヤツは他の木へと飛んでいった。 
 

벌써 20 년이 지났지만 아직도 눈에 생생하다. 

それからもう 20 年が過ぎたが、まだ目にその光景が浮かぶ。 
 

빨간 바탕에 검은 점박이 무늬가 새겨진 둥근 날개 딱지를 활짝 펴고 

赤地に黒い斑点の模様が刻まれた丸い翼をさっと広げ、 
 

자랑스럽게 포르르 날아가던 모습. 

誇らしげにパタパタと飛んでいった姿を。 
 

- 박찬순의《무당벌레는 꼭대기에서 난다》중에서 - 

 パク・チャンスンの 『てんとう虫はてっぺんから飛ぶ』 より 

 

～고도원(コ・ドウォン)  ～
 

저도 처음 알았습니다. 

私も初めて知りました。 
 

무당벌레가 꼭대기에서 난다는 것을. 

てんとう虫がてっぺんから飛ぶということを。 
 

그리고 우리 자신을 잠시 돌아보게 됩니다. 

今一度、私達自身をしばし省みてみます。 
 

꼭대기에 오르기도 전에 날고자 하지는 않았는지... 

てっぺんに登る前に飛ぼうとしてはいまいか… 
 

무당벌레 하나도 어느 경지에 오른 다음에 포르르 날개를 펴는데, 

てんとう虫 1 匹とっても、ある境地に至った後にぱたぱたと翼を広げるのに、 
 

행여라도 우리는 너무 일찍, 너무도 성급하게 날개를 펴는 것은 아닌지... 

もしかすると、私達はあまりに早く、あまりにも性急に翼を広げてはいまいかと… 

 

  



１２月２４日 (火) 

'참 좋은 당신' 

 

우리 주변에는 마음이 따뜻하고 타인의 불행에 가슴 아파하는 

私達の周りには、心が温かく、他人の不幸に胸を痛める 
 

착한 사람들이 참 많습니다. 

そんな良い人々が本当にたくさんいます。 
 

그리고 우리는 다 모자란 존재이기 때문에 

そして私達は皆、不完全な存在のために、 
 

서로서로 기대고 살아야 한다는 사실도 자주 느끼게 됩니다. 

お互いに寄りかかりあいながら生きなければならないという事実も、よく感じるようになります。 
 

외로운 타인에게 내 어깨를 내주는 일, 추운 등을 서로 기대는 일, 

孤独で寂しい他人に、私の肩を差し出すこと、寒げな背中にお互い寄りかかり合うこと、 
 

그게 우리가 잘 살아가는 일이겠지요. 

それが私達が元気に生きてゆくことなんですよね。 

 
- 송정림의《참 좋은 당신을 만났습니다》중에서 - 

ソン・チョンリムの『本当に素敵な貴方に出会いました』より 

 

～고도원(コ・ドウォン)  ～
 

아파본 사람만이 아픈 사람의 마음을 압니다. 

胸を痛めた人だけが、心痛めている人の気持ちを知っています。 
 

외롭고 춥고 홀로 떨어본 사람만이 

寂しくて寒くて、独り震えたことのある人だけが、 
 

서로 기대며 살 수 있는 사람 하나가 

お互いに寄り添って生きることのできる人ひとりが、 
 

얼마나 고맙고 소중한지를 알게 됩니다. 

どれほど有難く、どれほど大切なのかを知ることが出来るのです。 
 

우리는 누구나 늘 부족한 존재들이기 때문에 

私達は誰であっても、常に至らない存在達なので、 
 

그 부족함을 함께 나누고 채울 수 있는 '옆 사람'이 꼭 필요합니다. 

その未熟さを共に分けあい、補うことの出来る『側にいる人』が必ず必要なのです。 
 

 

'참 좋은 당신'입니다. 

『本当に素敵な貴方』です。 

 

 

 

 



１２月２５日 (水) 

별이 빛나는 밤 

 

몸은 물먹은 솜처럼 피로했지만 그건 문제가 되지 않았다. 

身体は湿った綿のように疲れていたが、それは気にならなかった。 
 

별들이 찬란한 창공 아래 세상에 감각을 열고 

星達が燦いている空のもと、世の中に五感を開き、 
 

조용히 앉아 있는 것만큼 기분 좋은 일은 드물다. 

ただ静かに座っていることほど、気分の良いことは稀だ。 
 

달이 동쪽 하늘을 가로질러 빛나고 있었다. 

月が東の空を横切り、光っていた。 
 

더 많은 별들이 깜박이기 시작하면서 

更に多くの星達が瞬き始めながら、 
 

다이아몬드가 깔린 검은 벨벳처럼 하늘이 반짝였다. 

ダイアモンドが散りばめられた黒いビロードのように空全体が輝いていた。 
 

 
- 다이앤 애커먼의《사랑의 백가지 이름》중에서 - 

 ダイアン・アッカーマン(Diane Ackerman)の 『愛の百の名前』より 

 

～고도원(コ・ドウォン)  ～
 

시인들은 말합니다. 

詩人たちは云います。 
 

우리 모두는 별에서 왔다고. 

私達は皆、星からやって来たと。 
 

유대땅 '동방박사들'은 말합니다. 

ユダヤの地の“東方の博士達”は云います。 
 

별빛따라 아기예수 나신 곳을 찾아왔노라고. 

星明かりに従い、赤ん坊のキリストが生まれた所へ訪ねて来たのだと。 
 

별은 우리의 고향입니다. 우리를 인도하는 빛입니다. 

星とは私達の故郷です。私達を教え導く光なのです。 
 

옹달샘에서도 별이 쏟아지는 밤, 

小さな泉にも星が降る夜、 
 

하늘을 바라보면 기분이 좋아지고 마음이 차오릅니다. 

空を眺めると気分が良くなり、心が満たされてゆきます。 
 

다이아몬드가 가득찹니다. 

ダイアモンドでいっぱいです。 



１２月２６日 (木) 

'우리 영원히!' 

 

그래서인지 우리는 '영원히'라는 말을 유난히도 좋아한다. 

それでなのか、私達は“永遠に”という言葉をひときわ好む。 
 

사랑하는 사람을 만났을 때도 영원히 사랑한다 하고, 

愛する人に出逢った時も、永遠に愛したいと思い、 
 

우정을 나눌 때도 영원히 변치 말자 한다. 

友情を分かち合う時も、永遠に変わらずにいようと思う。 
 

행복한 순간에는 그 순간이 영원하기를 바란다. 

幸せな瞬間には、その瞬間が永遠であれと願う。 
 

인간의 삶이 유한함을 알면서도  

人生には限りがあることを知りながらも、 
 

원래 있었던 영원한 시간을 누릴 수 있는 삶을 그리워하는 것이다. 

元々あった永遠の時間を享受できる人生を恋しがるものなのだ。 

 
- 한홍의《시간의 마스터》중에서 - 

 ハン・ホンの 『時間のマスター』 より 

 

～고도원(コ・ドウォン)  ～
 

인생이 유한하기 때문에 영원을 더욱 꿈꾸며 사는지도 모르겠습니다. 

人生が限りがあるから、永遠というものをより一層夢見て、生きてゆくのかもしれません。 
 

한 번 정을 주면 죽을 때까지, 아니 죽어서도 영원하기를 꿈꿉니다. 

一度、情を交わしたら死ぬ時まで…いえ、死んでも尚、永遠であれと夢見ます。 
 

돌처럼, 박제된 동물처럼 굳어진 채로 영원한 것이 아니라, 

石のように、剥製にされた動物のように、硬くなったまま永遠でいるということではなく、 
 

나무처럼 계속 자라면서 꽃처럼 철마다 새롭게 피어나면서 

樹木のように成長しながら、花のように季節ごとに新しく花開かせながら、 
 

영원하기를 꿈꿉니다. 

永遠であることを夢見るのです。 

 

'우리 영원히!' 

“私達よ、永遠に！” 

  



１２月２７日 (金) 

"아래를 내려다보지 말라" 

 

오늘의 작업줄이자 내 목숨이 걸린 18 밀리미터짜리 로프. 

今日の作業用ロープである私の命がかかった 18 ミリメートルのロープ。 
 

안전판에 앉고 나면 나는 결코 아래를 내려다보지 않는다. 

安全プレートに座ってからは、私は決して下を見下ろしたりしない。 
 

그건 주인아저씨한테 배운 것이다. 

それは、現場の主人から教わったのだ。 
 

"초보 때는 절대 아래를 내려다보지 말거래이. 

『初心者の時は、絶対に下を見てはいけねえど。 
 

눈은 항상 빌딩 꼭대기나 하늘을 바라보라꼬. 

目は常に、ビルの屋上や空を見んだ。 
 

지나가는 구름이나 새를 보래. 

流れてゆく雲やら鳥を見んだど。 
 

새 날개를 띄워 주는 바람도 보고." 

鳥の翼を浮かせてくれる風でも見とけ』と。 
 

- 박찬순의《무당벌레는 꼭대기에서 난다》중에서 - 

 パク・チャンスンの 『てんとう虫はてっぺんから飛ぶ』 より 

 

～고도원(コ・ドウォン)  ～
 

고층 빌딩 유리창을 닦는 사람, 

高層ビルの窓ガラスを拭く人、 
 

특히 초보자는 절대 아래를 내려다보지 않는다고 합니다. 

特に初心者は、絶対に下を見ないそうです。 
 

고공에서 아래를 내려다보는 순간 겁에 질려 

高所から下を見下ろした瞬間、恐怖に駆られ 
 

온몸이 화석처럼 굳어져버리기 때문입니다.   

全身が化石のように固まってしまうためです。 
 

흘러간 과거의 시간도 마찬가지입니다. 

流れていった過去の時間も同じなのです。 
 

지나간 아픔과 상처를 돌아보지 말고, 하늘을 바라보십시오. 

過ぎ去った痛みと傷を振り返らずに、空を眺めてください。 
 

희망의 새를 바라보세요. 

希望の鳥を見つめてください。 

 
 

  



１２月２８日 (土) 

매주 토요일엔 독자가 쓴 아침편지를 배달해드립니다. 
오늘은 김혜진님께서 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、キム・ヘヂン様から送っていただいた朝の手紙です。 

새해에는... 

 

새해에는 새로이 눈뜨게 하소서. 

新年には、新たに目覚めさせたまえ。 
 

낡고 오랜 집에 그대로 살더라도 

古びた家にそのまま暮らそうとも 
 

다시 살게 하시고, 새 꿈을 이루게 하소서. 

再び生かし、新たな夢を叶えさせたまえ。 
 

잠을 터는 산 발치의 한 그루 소나무, 

眠りから覚めた山の麓の一本の松や、 
 

벗을 것 다 벗은 미루나무 빈 가지에도 

すべて裸になったポプラの何もついていない枝にも 
 

새로운 피가 돌게 하시고  

新しい血がめぐるようにさせたまえ。 
 

얼음장 밑 물고기들, 

氷の下に泳ぐ魚達や、 
 

빈 들판 위를 비상하는 새들의 기다리는 눈빛에도 

枯野の上を飛びゆく鳥達の待ちわびる眼差しにも 
 

아름답고 새로운 꿈이 반짝이게 하소서. 

美しく新たなる夢を、輝かせたまえ。 
 

- 이태수의 시 <다시 새해 아침에>에서 - 

  イ・テスの詩 『再びの新年の朝に』 より 
 

～고도원(コ・ドウォン)  ～
 

새해가 며칠 안 남았습니다. 

新年まで、もう何日も残っていません。 
 

해 아래 새 것이 없다고는 하지만 

『ヘ』(太陽)のもとに『セ』(新しいこと)はないと云いますが、 
 

'새해'라는 말에서 다시 희망을 찾아봅니다. 

“セヘ(新年)”という言葉に再び希望を探してみます。 
 

아침편지를 읽으시는 분들 모두 새해에는 

この“朝の手紙”を読まれている皆さんの新年には 
 

좋은 일만 가득하기를 기원합니다. 

良いことがたくさん満ちていますことを願っています。 
 

새해 복 많이 받으세요! 

新年の福をたくさん受け取られますように！ (韓国語で“明けましておめでとう”の意を含む) 



 

 ■ 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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