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韓国では昔から、冷たい風が吹き始める11月下旬～ 12月中旬の間
に一家総出の一大イベントが行われます。それは、冬場に食べるキ
ムチをまとめて漬けるイベントです。キムチは、1年を通して韓国の
食卓にキムチの並ばない日がないくらい、韓国人にとっては大切な
食べ物であります。かつては、今のように食べ物が豊富でなく、冬
にはキムチだけでご飯を食べていました。また、昔は大家族だった
ので、冬を越すには大量のキムチが必要となりました。そのため、
冬の直前にその分のキムチをまとめて漬けたのです。それを「キム
ジャン」といいます。キムジャンは、主婦にとっては年中最大の仕
事であり、1年を締めくくる重要な意味を持つ一大イベントでもあり
ます。
私の小さい頃も、わが家では白菜200株、大根200本ぐらいのキム

チを漬けたことを覚えています。当時は、近所のおばさんたちが集
まってみんなで力をあわせて各家庭を順番にキムジャンをしていま
した。また、その場では、自分の夫の悪口も言いながらストレスを
解消していたのでしょう。
しかし、そのようにみんながいっしょにキムチを漬けたとしても、

家ごとにキムチの味がそれぞれ違います。それは、薬味だけはその
家の主婦が自分の手で作るからです。

キムジャンをする時期になると、街にはキムジャン市場が開設さ
れます。キムジャンのためのあらゆる素材を販売する市場です。そ
こへ行けば、キムジャンに必要なすべての材料を手に入れることが
できます。
そして、かつては会社からキムジャンボーナスまでもらったとの

ことですから、キムジャンが社会的にもどれほど重要な行事だった
か想像がつくでしょう。

最近は、各家庭ごとにキムチ冷蔵庫ぐらいは持っているので、キ
ムジャンの時期が早くなっています。暖かいうちに早くキムチを漬
けて冷蔵庫に入れて置けば、酸っぱくならないし、味を維持するこ
ともできるから、大変便利になったと思います。昔のお母さんは、
夢にも思わなかったことでしょう。その上、この頃は白菜が年中生
産されるので、敢えて冬を控えて大量のキムチを漬けなくても大丈
夫ですが、それでもたいていの家庭では冬を迎えてキムジャンを
しています。もちろん、今は家族数も少なくなっているので、キム
ジャンの量も減っています。わが家の場合、今年は白菜30株分のキ
ムチを漬けました。毎年、小さな菜園で栽培した無農薬の白菜や大
根を使ってキムジャンをするのです。
最近は、日本でもキムチがたくさん出まわっていますが、このキ

ムジャンキムチこそがオリジナル、本物のキムチと言えるでしょう。

それから、私がキムジャンを待つもうひとつの理由。それは、キ
ムジャンが終わった後はいつも豚肉ボッサムが食べられることです。
たいへんなキムジャンを終えてから、家族が一堂に集まって黄色い
白菜の葉にキムジャン薬味とゆでた豚肉を包んで焼酎を一杯やるこ
と! 一家そろって苦労を慰めあいながら楽しいひとときを送ります。
韓国の冬の風物詩ともいえるキムジャン! その意味や習慣は少しず

つ薄れてきてはいるものの、昔の知恵や伝統を守りながらキムジャ
ンは、これからも受け継がれていくでしょう。

한국에서는 옛날부터 차가운 바람이 불어오

는 11월 하순부터 12월 중순 사이에 온 가족

이 총 동원되는 일대 이벤트가 열립니다. 그것

은 겨울에 먹을 김치를 한꺼번에 담그는 것입니

다. 김치는 일년 내내 한국의 식탁에서 빠지는 

날이 없을 정도로, 한국인에게는 소중한 음식

입니다. 옛날에는 요즘처럼 먹을 것이 많지 않

아서, 김치 하나로 겨울을 나곤 했습니다. 게

다가 옛날에는 식구도 많아서, 겨울을 나기 위

해서는 많은 김치가 필요했지요. 따라서, 겨울이 오기 직전에 김치를 

한꺼번에 담아야 합니다. 그것을 김장이라고 합니다. 김장은 주부들로

서는 일 년 중 최대 행사이자, 한 해를 마감하는 중요한 의미를 가진 일

대 이벤트이기도 합니다.

제가 어렸을 적에도 우리 집에서는 배추 200포기, 무 200개 정도의 

김장을 담은 것으로 기억하고 있습니다. 당시에는 동네 아줌마들이 모

여서 함께 협동해서 돌아가며 김장을 했습니다. 또 그 자리에서는 자기 

남편 흉도 보면서 스트레스를 풀기도 했지요.

그러나 그렇게 여럿이 함께 김치를 담가도 집집마다 김치 맛이 각기 

다릅니다. 그것은 양념만은 그 집 주부가 직접 만들기 때문입니다.

김장을 하는 시기가 되면, 거리에는 김장시장이 개설됩니다. 김장을 

담그기 위한 모든 재료를 파는 시장입니다. 여기에서는 김장에 필요한 

모든 재료를 구할 수 있습니다.

그리고 예전에는 회사에서 김장 보너스까지 나왔다고 하니, 김장이 

사회적으로도 얼마나 중요한 행사였는지 상상이 가겠지요.

요즘에는 각 가정에 김치 냉장고 한 대 정도는 있으므로, 김장 시기

가 빨라지고 있습니다. 추워지기 전에 일찍 김치를 담가서 냉장고에 넣

어 두면 시어지지도 않고 맛을 유지할 수도 있으니까, 얼마나 편해졌습

니까? 옛날 어머니들로서는 꿈에도 생각지 못했던 일일 것입니다. 게다

가 요즘에는 배추가 연중 생산되므로, 굳이 겨울을 앞두고 많은 양의 김

치를 한꺼번에 담그지 않아도 괜찮지만, 그래도 대체적인 가정에서는 

겨울을 앞두고 김장을 하고 있습니다. 물론 요즘에는 가족 수도 적어졌

으므로, 김장 양도 줄었습니다. 우리 집의 경우 올해에는 배추 30포기 

분의 김치를 담갔습니다. 매년 조그만 텃밭에서 재배한 무농약 배추와 

무를 사용해서 김장을 합니다.

최근에는 일본에서도 김치가 많이 판매되고 있지만, 이 김장김치야

말로 오리지널, 진짜 김치라고 할 수 있을 것입니다.

그리고 제가 김장을 기다리는 또 하나 이유. 그것은 김장이 끝나면 

언제나 돼지고기 보쌈을 먹을 수 있다는 것입니다. 힘든 김장을 마치고 

가족이 한 자리에 모여 노란 배춧잎에 김장 양

념과 삶은 돼지고기를 싸서 소주 한 잔! 온 

가족이 오순도순 노고를 위로하면서 재미

있는 한때를 보냅니다.

한국의 겨울 풍물시라고도 할 수 

있는 김장! 그 의미와 습관은 요즘 

들어 조금씩 약해지고 있지만, 옛날

의 지혜와 전통을 지켜가면서 김장

은 앞으로도 이어져 내려갈 것입니

다.
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여러분은 ‘김장’이라는 걸 아십니까?

皆さんは、「キムジャン」をご存じですか?

韓国語翻訳者　李　俸　魯 さん

立派な歌碑が建立された
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最近、本屋で1冊の本を見つけました。タイトルは「日本人の知ら
ない日本語」。内容は日本語学校に勤めているある日本語の先生が、
外国人の生徒によく聞かれる素朴だけど難しい質問を集めたもので
す。たとえば、「冷やす」と「冷める」はどう違いますか? とか、焼
肉屋でよく見かけるタレを入れる器は日本語で何というのでしょう
か? など、日々変な質問に悩まされていたようです。
読んでいて、私は思わずふき出しました。そして、その内容に共

感もしました。人間は身につけたもの(この場合は母国語)は自分に
とって当たり前になっているので、何も考えず無意識に母国語を使っ
てしまっていることが多いでしょう。
私も台湾人として、自分の母国語である中国語に対して今まで深

く考えたことはなかったのですが、中国語を教え始めてから中国語
はかなり奥が深い言語だと気付きました。私もよく熱心な生徒に、
今まで考えることもなかった質問をされます。たとえば、中国語の
「不一定」と「說不定」はどう違いますか。両方日本語に訳すと「か
もしれない」の意味なのですが、例を挙げて説明すると、

1.下個月我說不定會去東京。

 (来月、私は東京へ行くかもしれない)←(積極)行く可能性が高い
2.下個月我不一定會去東京。

 (来月、私は東京へ行くかもしれない)←(消極)行く可能性が低い

また「不一定」は前提条件があります。
例1は、東京への切符はまだ買っていないし計画もまだ立ってない

が、来月東京へ行く考えがあるので、行くかも知れない。
それに対して例2は、もともと東京へ行くつもりだったが、事情で

行けなくなったので、行くかどうかまだわからない状況なのです。
このような微妙なニュアンスの差について、中国語を教える前に

は全く考えることはありませんでした。
現在、授業前に「今日はどんな面白い質問が聞かれるだろう」と

思うと、いつもわくわくします。それは単なる挑戦的な気持ちから
だけではなく、問題を解決するおかげで、私自身も自分の国の文化
に対してより理解ができるからです。翻訳する時も、文字の使い方
を以前より気をつけるようになりました。ひと文字の違いで全体的
なニュアンスが変わることもありますから。
皆さんもたまに無意識に口から出る言葉を少し意識してみると、

面白いことを発見するかもしれませんね。

最近我在書店看到了一本書，書名為「日本人也不知道的日語」。

因為封面實在太有趣了，我便隨手拿起來翻閱了一下，內容主要是說

一位在日語學校任教的日本人在職場上遇到了很多外國人提出的奇怪

日語問題，例如：冷める跟冷やす有什麼不同？在燒肉店那個放醬油

的四角形盤子叫什麼呢？等等看似簡單但卻十分困難的問題。在書店

翻閱時忍不住會心一笑，人總是如此，對於自己會的東西（指的是母語）

總覺得理所當然，不會去思考其所以然，就脫口而出。像我身為台灣人，

對於自己的母語――中文，從不曾認真去思考為什麼要這樣說，但在開

始教授中文之後，才發現中文是門博大精深的學問。我也常被學生問

到一些我從來沒有思考過的問題。例如中文中所謂的「不一定」與「說

不定」的差別

例句： 

1. 下個月我說不定會去東京。←（積極）去的可能性大 

2. 下個月我不一定會去東京。←（消極）不去的可能性大   

另外，「不一定」還有個前提性在。  

以上面的例子來說： 

例句1是說，我雖然還沒買車票，也沒定下計劃，但我下個月打

算去東京，所以用「我說不定會去東京」。 

例句2則是，我計劃好要去東京，可臨時出現了變化，所以我有

點不太想去了…所以用「我不一定會去東京」。 類似這些「感覺類」的

說法，在教授中文之前，我是絕對不會去思考的。

現在，每當我去上課前，想到今天又不知道會被問到什麼有趣的

問題時，就會忍不住雀躍。因為這樣的提問，不但有助於我對母語文

化的了解，也讓我感到十分具有挑戰性，同樣在翻譯工作中，讓我對

於用字遣詞會更加斟酌，因為中文每個文字都有其本身代表的意思，

一個字的差異可能會改變整個段落的氛圍，故需謹慎才行。

總而言之，如果大家偶爾也對自己脫口而出的話語稍加留意的話，

說不定也會有意想不到的有趣發現吧。

ひと文字の違い 一個字的差異 翻訳部　王　映 方

「難
な に わ づ

波津に咲くやこの花冬籠り今は春べ
と咲くやこの花」――約1600年前、百

ペッチエ

済
からの渡来人・王

ワ ニ

仁博士が詠んだ歌だとい
われています。それが2009年10月31
日、大阪市生野区の御

み ゆ き も り

幸森神社に「日本と
韓国・朝鮮との友好・共生の時代が永く続
くことを願い、この歌碑を難波津の猪飼野
の地に建立」されました。歌碑には、ハン
グルも「나니와주니 사구야고노하나 후유고모리 
이마오하르혜도 사구야고노하나」（原文のまま）
と刻まれています。ハングルは、対馬藩の
元通訳官雲明が日本語読みをハングルで表
わしたものです。

多くの在日韓国人・朝鮮人と日本人が集い、この日の「難波津の
歌」歌碑建立の除幕式が晴天の下、行われました。
ところで、王仁博士が日本に伝えた漢字ですが、『漢字の世界』

（白川静著）の漢字の起源によると、「かつていくつかの古代文字が
成立した。それらはみな、象形文字であった。しかしそのうち、い
ま残されているものは、漢字だけである。多くの古代文字は、その
民族や文化の滅亡とともに滅び、
あるいは他の民族のことばの表記
に転用されて、表音文字となっ
た」。へぇ～そうなんですね。
私は、韓国語でかつてのように

漢字がもっと使われるようになっ
てほしいと思います。

http://www.inbong.com/2009/wani0720/wani1031/

王仁博士 「難
な に わ づ

波津の歌」 歌碑
大阪生野の御幸森神社に建立される

立派な歌碑が建立された
祝賀会にて高仁鳳会長も

制作部　李　秀 泰
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済州道自転車めぐり

2008年春から自転車で韓国全国をまわろうと、朴
パク

正
チョン

泰
テ

さんと
始め、現在進行形だ。プサンから出発して主に西南地方の田舎や
島などをゆっくりまわっているので、なかなか進まない。済

チェ

州
ジュ

道
ド

は、前回西半分をまわったので、今回は東半分をまわることにし
た。
ところが、朴

パク

正
チョン

泰
テ

さんが今回参加できなくなった。前回いっしょ
に走った横山さんが、３日間休みをとって参加することになった。
もうひとりの友人金

キム

吉
キル

浩
ホ

さんは、帰郷も兼ねていっしょに参加し
た。彼の母親が96才でまだ健在だ。
11月２日、金

キム

さんは、母親の家にあいさつに行き、横山さん
とふたりで済

チェ

州
ジュ

市から東まわりで出発した。写真① 風が強く、寒
い。済

チェ

州
ジュ

島
ド

は三
サム

多
ダ

島
ド

とも言われ、「風、石、女」が多いという。
この日はそれを実感した。おまけに雨も降ってあまり進めなかっ
た。やむなく輪行を中止し済

チェ

州
ジュ

市へ戻った。
次の日（11月３日）は、前日とうって変わって、天気も良く風

もない。金
キム

さんが加わることになった。３人で済
チェ

州
ジュ

市を出発して、
海岸線を島の西側にある挟

ヒョップ

才
チェ

海水浴場まで走った。海辺は景色も
良く、道も舗装され、トイレや公園が整備されていて走りやすい。
済
チェ

州
ジュ

島
ド

は、火山島で世界遺産にも登録されており、海・山の自然
に恵まれている。ほんとうに気持ちよく走った。
挟
ヒョップ

才
チェ

まで来ると日が暮れて、この日の自転車めぐりを終了。金
キム

さんとはここで別れ、横山さんとふたりでモーテルに泊まった。
11月４日、島の南部にある松

ソン

岳
アク

山
サン

へ行った。ここは太平洋戦争
の時、日本軍の「ゼロ戦基地」や「人間魚雷回天基地」のあっ
たところで、それを見るためである。この日はタクシーを利用す
ることにした。自転車は折りたたみタクシーのトランクに入れた。
トラックのドアが閉まらない。運転手はそのまま乗せてくれた。
飛行場跡の滑走路は畑になっていたが、ゼロ戦戦闘機の格納庫

が10数ヵ所ほどあちらこちらに残っていた。② タクシーの運転手
に聞くと、格納庫は頑丈にできていて簡単に壊せないので、残っ
ていると話していた。

さらに飛行場跡の近くの海岸に、人間魚雷回天の基地跡があ
る。③ ここは韓国ドラマで人気のあった「チャングムの誓い」の
撮影をしたところで、大きな看板もある。⑤ 数年前に来たことが
あるがそのときは遠くから眺めただけだった。今回、入ってみた。
意外に大きい。それがいくつもある。ここから人間魚雷として若
者が突撃していったのだろうか。
美しい海岸に沿ってぽっかりと口を開け、基地跡の洞穴が並ん

でいる。今も歴史に埋もれた人々の声が聞こえるようだ。チャン
グムの看板をみながら平和のありがたさをかみしめた。
11月５日、横山さんも帰国し、私ひとり残った。この日も快晴

に恵まれ、すばらしい。しかしひとりだけでは、やっぱり寂しくつ
まらない。それでも近くの海岸を自転車でまわった。
http://www.inbong.com/2009/koreacycle/kocyc4/
http://www.inbong.com/2009/jeju1126/je1129/com/2009/jeju1126/je1129/

心に残る ３つのこと
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③

④
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心に残る ３つのこと
林
イム

東
ドン

源
ウォン

先生にお会いして

12月５日京都国際会館で、海外コリアンシンポジウム世界大会
が開催された。そのメインになるのが、韓国元統一部長官林

イム

東
ドン

源
ウォン

先生の講演だ。私はご夫妻の送迎役を受け持った。④⑥
前日には、大会実行委員長の尹

ユン

勇
ヨン

吉
ギル

さんといっしょに関西空港へ
林
イム

東
ドン

源
ウォン

先生夫妻を出迎えた。尹
ユン

さんが運転する車で行った。宿所
のプリンスホテルは、国立京都国際会館のそばにある。約２時間か
かって送っていった。その車の中で、林

イム

東
ドン

源
ウォン

先生といろいろと話し
を交わした。先生は温厚で、ゆっくりとユーモアを交えて話される。
意外だった。陸軍士官学校卒業の軍将校で、故金

キム

大
デ

中
ジュン

元大統領
と金

キム

正
ジョン

日
イル

国防委員長のピョンヤン会談を成功裏に導いた人物だと聞
いている。何度も北朝鮮へ行って金

キム

正
ジョン

日
イル

国防委員長に会って説得し
た人とは。私はとっつきにくいこわい人かなと思っていたのだった。
京都まで行く途中、２度サービスエリアで休んだ。
１回は、夫人がそこで売っている「たこ焼き」に関心を示したの

で、それを買っていっしょに食べた。それがとても珍しく思われたの
かおいしいそうに食べられた。
もう１ヵ所のサービスエリアでは、「ラーメン」を食べた。林

イム

先生
はラーメンが好きだそうで、この場所で食べたキムチラーメンがた
いそうおいしいと言って、汁も残さず全部食べた。「こんなおいし
いラーメン初めてだ」といいながら。なんと庶民的な方だろう。
いっしょにいると温かい気遣いと、楽しい人柄ですっかり魅了され

る。私はいま先生の著書『ピースメーカー』を一生懸命読んでい
る。
http://www.inbong.com/2009/koreacycle/kocyc4/

曺
チョウ

圭
ギュ

訓
フン

先生を顕彰する準備

曺
チョウ

圭
ギュ

訓
フン

先生は、戦争直後の混乱期に、日本に取り残された同胞
のために、私財を投げ打って、現在の建国学校の母体である建
国中学校・女学校を建てた方だ。⑧ そのほか戦後故国へ帰る人の
ための支援、韓国大使館建設など在日社会の戦後の復興のため
に自分の持てるものを捧げ尽くした。特にご自分が教育を受けら
れなかった思いを、同胞の青少年のための教育事業に注がれたの
だ。
私は建国学校創立60周年記念誌委員長だったが、ぐうぜん学

校にあった段ボール箱から古いフィルムを発見した。それを「幻
のフィルムでつづる建国の60年」と題してDVD制作した。その
映像を見た友人の李

イ

正
ジョン

林
リム

さんが、「私と同じ済州道の故郷で生ま
れた人が、このような立派なことをしていたのを今まで知らなかっ
た」と言って、顕彰すべきだと動き始めたのだ。
11月26日、故郷の済州道で曺

チョウ

圭
ギュ

訓
フン

先生のことを知らせるため
の説明会を行なった。私も李

イ

正
ジョン

林
リム

さんに同行した。済州KALホテ
ルで会合が開かれたが、彼が前もって、下準備を整えていた。⑦
70人ほど集まった。曺

チョウ

圭
ギュ

訓
フン

先生は、建国学校以外に故郷にも
中学校を建てた。それが、現在の朝天中学校だ。会合には朝天
中学校の校長先生や同窓会の会長等関係者も参加した。
曺
チョウ

圭
ギュ

訓
フン

先生は、戦前若いときに日本
に渡ってきて、一度も故郷の土を
踏むことなく、この世を去っ
た。李

イ

さんがいろいろと調
べると、先生は在日同胞
社会に他にも様々な功績
を残していたことがわかっ
た。先生の功績に報いる
べく、顕彰事業を成功さ
せたい。
h t t p : / / w w w . i n b o n g .
com/2009/jeju1126/je1126/

⑥ ⑦



ヨンナルリギは日本の凧あげとほぼ
同じ遊びです。
韓国では凧を「ヨン」と言い、風が

ある日がこの遊びをするには最も良い
と言われます。
ヨンナルリギは昔から伝わる民族固

有の技芸の一つであり、子供からお年
寄りに至るまで男性たちの興味をひく
伝統的な遊びです。またこの遊びには
悪いものを追い出して福を迎え入れる
という意味で、凧の糸を切って飛ばし
たそうです。
主に正月から15日まで楽しみ、第

２次世界大戦の前までは、旧正月にな
ると毎年全国各地で盛んに行われた遊
びだったそうです。

ヨンナルリギ 연 날리기

翻訳部 　柳 美 善놀이로 배우는 한국문화

●●●●●遊びで学ぶ

韓国文化

こんな仕事しています！
お客様：
全国教会女性連合会様

今回は、在日大韓基督教会全国教会女性連合会様
の「60年史」と「고개（コゲ）」を紹介いたします。
全国教会女性連合会は、これまでも40年史・50年史も
させていただきました。
「60年史」はB5版194ページで、日本語・韓国語を
対照に組み、活動年表・役員名単は表組み、カラーグ
ラビアページなどで構成されています。「고개（コ
ゲ）」はA5版118ページの証し集で、全ページ日韓対
照組版になっています。
いつも注意することは、韓国語と日本語のバラン

ス、燮、裵、炯などの特殊文字の確認、またハングル
に混じる漢字は、韓国で使われる旧字ではなく、日本
語漢字を一つひとつ変換します。また、執筆者・翻訳
者が複数であるため、日韓の表記の統一、翻訳チェッ
クなど校正も念入りに行ないます。永年の経験からこ
のようにしてはとアドバイスをすることもあります。
記念誌や社史の製作は、お客様の会社・団体など

の歩みと思いを共有し、ひと文字ひと文字に歴史を刻
んでいるという責任感とともに完成したときは大きな

喜びがあります。発行された本
が多くの方に読まれますように
と念じています。

喜びがあります。発行された本
が多くの方に読まれますように

연 날리기는 일본의 다코아게와 거의 비

슷한 놀이입니다. 

한국에서는 다코를 ꅰ연’이라고 하며, 

바람이 부는 날에는 이 놀이를 하기에 가

장 좋다고 합니다.

연날리기는 옛날부터 전승되어 오는 민

족전래의 기예의 하나로서 어린아이에서

부터 노인에 이르기까지 남성들의 흥미를 

끄는 전통놀이였다고 합니다. 또한 이 놀

이에는 나쁜 것을 보내고 복을 맞아들인다

는 의미에서 연줄을 일부러 끊어 띄우기도 

하였다고 합니다.

주로 정월 초하루에서 대보름 사이에 많

이 즐겼다고 하며 제 2 차 세계대전 전까지

는 음력정초가 되면 해마다 전국 각지에서 

성행하는 민속 놀이였다고 합니다.

韓国語印刷会社からスタートしたKBSは、い
までも印刷が大きな柱を占めています。なかでも
記念誌、機関紙、語学誌なども扱っています。

6 　 ナルゲ（つばさ）43号　2010.1.1



놀이로 배우는 한국문화놀이로 배우는 한국문화

作
り
方

1．まず黒毛和牛を1口サイズに切ります。春雨はお湯で戻
しておきます。

2．土鍋にカップ5杯分(1ℓ)ほどの水を入れ、牛肉を入れます。

3．強火で沸騰させたら、きれいにあくを取り、料理酒を入
れ、結んだ青ねぎと生姜を入れます。

4．牛肉が軟らかくなるまで、2時間程弱火でじっくり煮込
んだら、結んだ青ねぎと生姜を取り出します。

5．最後に、戻した春雨を入れて沸騰させ、みじん切りにし
た青ねぎと胡椒を加えたら、できあがりです。

1．首先将黑毛和牛切成一口大小，粉丝用热水泡开备用。

2．在砂锅中加水5杯水(约1L左右)，然后放入牛肉。

3．用大火煮开后将浮沫撇除干净，然后倒入酒、放入打结的
青葱和姜块。

4．用微火炖2小时左右将牛肉煮烂后取出葱结和姜块。

5．最后放入粉丝煮开后，洒上葱花和胡椒粉即可食用。

做
法

私の得意料理   我的拿手菜

牛肉と春雨・青葱のスープ
牛肉粉丝葱花汤

黑毛和牛……………… 200克

粉丝……………………… 50g

生姜……………………一小块
青葱……………………… 5根

(将长葱打成结)

青葱末……………………适量
酒……………………… 2大匙

盐、味精、胡椒粉 …………适量

黒毛和牛………………… 200g
はるさめ…………………… 50g
生姜……………………… 1かけ
青ねぎ……………………… 5本
(切らずに結んだ状態で鍋に入れます)
青ねぎ(みじん切) ……… 適量
酒…………………… 大さじ2杯
塩、味の素、胡椒 …………… 適量

■ 材  料(2人前) ■ 用  料(2人分)

冬になると、仕事を終え帰宅した娘に、いつも私は得意料
理である「牛肉と春雨・青葱スープ」を食べさせています。 
このスープはヘルシーで、冷えた体をもポカポカにしてくれ
ます。
そのスープを食べている時、いつも娘は「ママが作った牛
肉と春雨・青葱のスープ、すごく美味しいね、ありがとう!」
と言ってくれます。喜んで食べている姿を見ると、心から嬉
しい気持ちになります。
ここで、「牛肉と春雨・青葱のスープ」の作り方を皆さんに
紹介したいと思います。作り方はとても簡単ですので、ぜひ
みなさんも一度試してみて下さい。

入冬之际，女儿下班回家后，喝上一碗热呼呼我的拿手菜

“牛肉粉丝葱花汤”，可谓既营养又暖身。

每当看到女儿品尝我的“杰作”时，满脸笑容对我说“妈妈

做的牛肉汤味道美极了，谢谢你了……”，我由衷地感到高兴。
在此向各位介绍一下这道烹调极其简单的“牛肉粉丝葱花

汤”的制作方法,请您务必一试。

翻訳部　郝　晓　雯

シルムは今も広く行われている民俗的
な遊びで、すもうに似たものです。
シルムの由来は原始社会において猛獣

や他種族との争いで勝つための手段と
して闘技又は自己防衛のための武術
だったそうです。しかし人間の知的・
情緒的・社会的な発達と共に武芸へと
発展したと言われています。
元旦や端午・中元・盆などの祭りには

必ず行われ、最も庶民的な民衆娯楽の
ひとつだったそうです。また、優勝者
には賞品として当時には大きな財産に
なる牡牛1頭が与えられて男性たちには
とても大切なスポーツとして人気が
あったそうです。
ちなみにK-1選手として有名なチェ・

ホンマン選手も元シルム選手でした。

シルム 씨름
씨름은 현재도 널리 행해지고 있는 민속

놀이로써 일본의 스모와 비슷한 것입니다. 

원래 씨름의 유래는 원시사회에 있어 맹

수나 타 종족과의 싸움에서 이기기 위한 

수단으로서 투기 또는 자기 보호를 위한 

무술이었다고 합니다만 인간의 지적·정

서적·사회적 발달에 따라 무예로 발전하

였다고 전해 지고 있습니다. 

정월, 단오, 백중, 추석 등의 명절에는 

어김없이 행해졌으며 가장 서민적인 민중

오락의 하나였다고 합니다. 또한 우승자

에게는 그 당시에 큰 재산의 하나였던 황

소 한 마리가 주어져 남성들에게는 중요한 

스포츠의 하나로 인기였다고 합니다.

참고로 격투기 선수로 유명한 한국의 최

홍만 선수도 전 씨름 선수였습니다. 

2010.1.1　ナルゲ（つばさ）43号  　7



　　　　

【個人情報の取扱について】
この社内報「ナルゲ」は、お取引先・外注先・協力関連先の皆様にお
送りしております。
ケイビーエス株式会社は、お客様の個人情報を合理的かつ適切に管理
し、業務の目的以外に使用いたしません。また、法令に基づき開示が
義務づけられるなどの特段の事情がない限り、第三者に開示・提供す
ることはありません。
当社が管理するお客様自身の個人情報について、お客様から内容確
認、修正・更新・削除の要請を受けた場合には、お客様の意思を尊重
し、合理的な範囲で必要な対応をいたします。
当社は、お客様の個人情報の保護に関する法令・規範を遵守すると共
に、その取り扱いについては、適宜その見直しと改善に努めます。
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●私の場合、ネットを使用した仕事が圧倒的に多いわけで、パ
ソコンの前に座らない日はない。仕事でも個人でも必ず一日に
一回はネットにアクセスする毎日だ。そんな中、今年よく目に
したのが「Twitter(ツイッター)」という文字。Twitterとは、ブ
ログとチャットを足して2で割ったような新感覚コミュニケー
ションツールだそうだ。はじめはあまり興味がなかったが、最
近になって“ブログとの併用でSEO効果もある?”という記事
を読んだ。SEO対策にも効果があるのなら、ぜひ詳しく知っ
ておく必要があると思っていろいろ調べたりもしてみた。しか
しネットでの移り変わりはとても早く、また来年は新たなもの
がブームになるんだなあと思いつつ、このナルゲも、Twitter

のように短い文章でも、毎回社員全員が参加してこそ意義があ
るんじゃないかなと思った一年でした。 （横澤）
●ゴルフ界のスーパースター・タイガーウッズが、昨年交通
事故に端を発し、愛人関係が発覚、その関連ニュースが連日
報じられ、様々な話題をふりまいた。浮気は犯罪ではないが、
世界のヒーロー的存在であった彼が、このようなスキャンダ
ルを引き起こしたことに、ファンや彼の活躍を期待する多く
の人々はがっかりしたのではないか。有名人であればあるほ
ど世間から注目されるのは当然で、それは彼のプレーばかり
ではなく私生活にも及ぶのである。
同じ時期、国内ではプロ2年目の石川遼くんが若干18歳で、
史上最年少賞金王プラス9冠という輝かしい成績をあげた。ま
だまだ発展途上の遼君は、彼のさらなる努力によって今後も
国内外で大活躍することと思うが、技術だけでなく、精神面
や人間性にも磨きをかけ、今と変わらず、ファンや国民から
愛される選手であってもらいたいと願う。 （上間）

編 集 後 記

過ぐる年も格別のお引立てとご愛顧を賜り、誠に有難うございます。
年末年始を下記の通り休業させていただきます。

勝手を申し上げますが、なにとぞご高配のほど宜しくお願い申し上げます。

年末年始休業日のお知らせ

12月29日（火）～ 1月4日（月）　
1月5日（火）午前中営業　1月6日より平常通り営業いたします




