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为生命而唱

五千文明是回天的通途

丰彩斑斓神也为之叹服

古老的智慧是神指的路

现代观念行为是在当魔徒

无神论進化论是放毒

放弃传统就如干枯的湖

生命のために歌う

五千年の文明は、天に帰る大道

多彩で美しく、神もこのため感心している

古くからの智慧は、神が指し示す道

現代観念と行為は、魔徒そのものである

無神論、進化論は、毒を放ち

伝統を放棄すれば、まるで枯れた湖である
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世人多是神转生来等创世主

回天才是你的幸福

我们为救度而舞动手足

用慈悲演奏每一个音符

是创世主叫我唱出救度

二零一零年一月二十六日于伦敦

世人の多くは神が転生し、創世主を待っていた

天に帰ることこそ、あなたの幸福

私たちは、救い済度するために舞う

慈悲を込めて、一つ一つの音符を演奏し

創世主は私に歌わせ、救い済度させる

　　　　　　　　二〇一〇年一月二十六日ロンドンにて
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只有创世主能救你

人已在大难中看不见而已

回归传统才会得救被清洗

现代观念行为在害自己

无神進化是红魔在骗你

成住坏灭是规律天在解体

人神都在危难中心中没底

創世主だけがあなたを救える

人はすでに大難の中にいるのに、見えないだけ

伝統に回帰してやっと救われ、きれいに洗われる

現代観念と行為は、自らを害し

無神論、進化論は、紅魔があなたを騙している

成住壊滅は規律で、天は解体しており

人と神はみな危難の中、不安で落ち着かない
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世人多是神转生避难来这里

为等创世主造新宇把众生救起

巨难中只有他能解救无谁能比

二零一七年十二月十日

世人の多くは神が転生し、

難から逃れるためにここへ来た

新宇宙を造り、衆生を救う創世主を待つために

巨難の中、創世主しか救い出すことはできず、

誰も彼と比べることができない

　　　　　二〇一七年十二月十日
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生命的期待

人多是神转生把创世主期待

辗转轮回忘了誓约变了心态

回天的路已通只是被迷盖

变异观念行为会断送后代

无神论進化论在把人害

红魔撒旦已被他脚下踩

大法徒救人也是他的指派

了解真相除去你得度的障碍

二零一八年一月三十一日

生命の期待

人の多くは神が転生し、創世主に期待している

輪廻転生で誓約を忘れ、心態は変わってしまった

天に帰る道はすでに通じているが、

ただ迷いに覆われている

変異した観念と行為は、子孫を台無しにし

無神論、進化論は人を害している

紅魔とサタンは彼の脚の下に踏まれ

大
ダーファ―

法徒が人を救うことも彼からの指示

真相が分かって、あなたを済度する障碍を除く

　　　　　　二〇一八年一月三十一日
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约定

人是创世主给的生命

传统的路是他给人设定

这路能得法回天把你洗净

失去传统就会失去人性

现代观念是深潭泥泞

宣扬无神论進化论是红魔的指令

約束

人の生命は、創世主が与えた

伝統の道は、彼が人のために定めた

この道は法を得、あなたを浄化し、

天へ帰らせることができる

伝統を失えば、人性が失われる

現代観念は、底の深い淵
ふち

、泥沼である

無神論と進化論の宣揚は、紅魔の指令
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人多是神下世与创世主有约定

得法修炼重塑神体才是你的荣幸

因为你有救自己天国众生承应

二零一八年二月二十六日

人の多くは、世に下った神であり、

創世主と約束があった

法を得て修煉し、

神体を再生することはあなたの光栄

自らの天国の衆生を救う承諾をしたために

　　　　　　二〇一八年二月二十六日
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学员的思念

家在中土流落西方

思念着我的故土

牵挂着心爱的姑娘

世人多是神下世

等创世主救回天堂

现代观念行为是上了魔的当

无神论進化论是谎言臆想

为把这真相传扬

因此被迫害辗转他乡

二零一八年夏

学習者の懐かしみ

家は中国にあるが、西方に流浪する

私の故郷を懐かしんで

心から愛する女の子を気にかけている

世の人の多くは神が世に下り

創世主に救われ、天堂に帰ることを待っている

現代観念と行為は、魔に騙されること

無神論と進化論は、嘘と憶測

この真相を伝え広めるために

迫害されて、異郷を転 と々する

　　　　　　二〇一八年夏
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醒后明

浪迹人生为虚名

利欲情迷争不停

污泥浊水病业困

暮年回首恨晚明

生命本是天上灵

苍穹有难无法平

下世来等创世主

消业洗罪回天廷

目覚めた後に分かる

虚名のために人生をさすらい

利、欲、情に迷い、争いは止まず

汚泥の濁水、病業に苦しみ

晩年に振り返れば、分かるのは遅かった

生命は元 、々天上から来ており

蒼穹に難があり、鎮める方法はない

世に下り、創世主を待っていた

業を消し、罪を洗い、天の宮殿に帰る
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神路已通人心屏

无神论后有狰狞

進化邪论更无凭

现代行为离神远

各种观念是障碍

几人得救几人行

二零一八年八月二十日

神への道はすでに通じているが、人心に遮られる

無神論の背後に凶悪な陰謀があり

進化論の邪説に全く証拠はない

現代の行為は神から遠く離れ

各種の観念が障碍である

幾人が救われ得るのか

　　　　　　二〇一八年八月二十日
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就为此生再回天

跨越千万年

辗转重重天

下世来等创世主

末后他再造天体创大千

传大法救众生

世人多是神转世

为等机缘苦熬煎

今生でこそ再び天に帰るため

千万年を跨ぎ超え

幾重の天を転生し

世に下り、創世主を待っていた

末後に、彼は天体を再造し、世界を創り

大法を伝え、衆生を救う

世人の多くは、世に転生した神であり

機縁を待つため、苦しく耐え忍んでいる
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别被现代观念迷住眼

无神论進化论全是编

长路漫漫生生缘在牵

轮回就为此世再回天

二零一八年八月三十一日 

現代観念に惑わされないで

無神論、進化論の全てはでっち上げ

長い道のりで悠 と々縁に結ばれ

輪廻とは、今世でこそ再び天に帰るため

　　　　　　二〇一八年八月三十一日
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大法弟子在领航

末后大劫时不长

世人原本天上王

当人来等创世主

重修正果回天堂

万古机缘在身旁

人为私利苦奔忙

救度真相遍地传

执迷偏见两眼盲

大法弟子が航行を導いている

末後の大劫、時は長くない

世の人は元 、々天上の王

創世主を待つため、人間になり

修煉を重ね、正果を得て、天堂に帰る

万古の機縁は、身辺にあり

人は私利のため、苦しく奔走する

救い済度できる真相が、遍く伝えられているが

偏見に執着し迷い、全く見えなくなった
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解开心锁找真相

大法弟子在领航

二零一八年九月七日 

心の鎖を解くなら、真相を探そう

大法弟子が航行を導いている

　　　　　　二〇一八年九月七日
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回三界

卧入山谷几多秋

法正天体旧宇休

它日出山平乱世

乱鬼坏人无处溜

二零一八年九月二十三日 

三界にやって来る

山
さんこく

谷に身を伏せ、幾年が経つのか

法が天体を正し、旧宇宙が終わる

他日、山を出て、乱世を鎮め

乱鬼、悪人の逃げるところはない

　　　　　二〇一八年九月二十三日
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为了你和众生

美好的时光只好留在回忆中

多少日夜缠绵着爱的暖风

迫害使一切都回到了初衷

打压中使你为我担心痛苦不宁

人多是神来世把创世主等

无神论進化论是把人蒙

现代观念行为是死路不通

あなたと衆生のために

美しい思い出だけが、記憶に残っている

どれくらいの日々を、愛情の暖かさに包まれたのか

迫害は、すべてを初志に戻させる

弾圧の中、私のためにあなたを心配させ、

苦しくさせた

人々の多くは世に来た神であり、

創世主を待っている

無神論、進化論は人を騙し

現代観念と行為は、通り抜けられない死路である
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人生意义是回天廷

为了把真相告诉众生

为了你不被牵连

美好的时光只好留在回忆中

二零一八年十二月十二日 

人生の意義は、天の宮殿に帰ること

真相を衆生に伝えるために

あなたが巻き添えにならないように

美しい思い出だけが、記憶に残っている

　　　　　　二〇一八年十二月十二日
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大法徒的爱

回到起点实在无奈

迫害中不想你被牵带

分手你才不会被伤害

因为我要告诉人生命的意义何在

世人多是神转生把创世主等待

无神论進化论在把人类破坏

现代观念行为是人生的失败

大法徒の愛

始まりまで戻ったけれども、仕方がない

迫害の中、あなたが巻き添えにならないように

別れたら、あなたは傷つけられない

人生の意義とは何かを、

私は人々に伝えなければいけないから

世人の多くは神が転生し、創世主を待っている

無神論、進化論は、人類を破壊し

現代観念と行為は、人生を失敗にさせる
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为了你和世人能得救

我要把这真相传遍海内外

二零一八年十二月二十三日 

あなたと世の人が救われ得るために

私はこの真相を国内外に、

遍く伝えなければならない

　　　　　　二〇一八年十二月二十三日
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执迷不悟

暗暗阴云不见明

法徒救难从未停

末后世人只认钱

鬼迷不悟助恶灵

弥天大罪还不醒

创世为你回天廷

二零一九年一月一日

過ちに固執し悟らない

暗 と々した月雲、明かりが見えず

法徒が難から衆生を救うことを、

止めたことはない

末後の世人は、金ばかりに執着し

鬼に迷わされ悟らず、悪霊を助けた

極悪の大罪、まだ目が覚めず

創世は、あなたが天の宮殿に帰るため

　　　　　　二〇一九年一月一日
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不得已

人生中我遇到了你

爱已植入我们心里

因为被打压不能连累你

分别已是万不得已

世人多是神转生

等待创世主救起

无神论進化论是假理

现代观念行为是害自己

やむを得ない

人生の中、偶然あなたに出会い

愛は、すでに私たちの心に植え付けられた

弾圧で、あなたを巻き添えにできないため

別れはやむを得ない

世の人の多くは、神が転生したもの

創世主が救われることを待っている

無神論、進化論は、偽りの理

現代観念と行為は、自らを害している
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为把这重大信息传递

因此被迫害不得不分离

红潮落时你我会相聚

二零一九年一月六日

この重大な情報を伝達するために

私は迫害され、あなたと別れなければならない

紅潮が落ちた時、

あなたと私はまた出会うだろう

　　　　　　二〇一九年一月六日



46 47

化尘埃

世人多是为法来

一入红尘迷中埋

洪传打压震不醒

生命财利化尘埃

二零一九年一月二十二日

塵埃に化す

世人の多くは法のために来た

浮世に入れば、迷いの中に埋もれ

大法の洪伝と、弾圧の衝撃でも目覚めず

生命、財、権力は塵埃に化す

　　　　　　二〇一九年一月二十二日
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神在展现

舞动中击散了你业的阴霾

仙乐穿透迷障使你本性归来

这是创世主的恩典

放下现代观念行为的怪样形骸

还原你的善良直白

无神论進化论是生命的毒癌

传统的路是通向天国的圣台

神は目の前に現れている

舞いの中で、あなたの業の陰霧を打ち払い

仙楽が迷いの障壁を透き通し、

あなたの本性を戻させる

これは創世主の恩典

奇怪な形骸といえる、現代観念と行為を放下し

本来の善良で素直なあなたに戻る

無神論、進化論は、生命の毒癌

伝統の道こそ、天国の聖台に通じている
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大神的展现是为了拯救生命

你感受与看到的是他的安排

逆流勇進慈悲救度

神韵是我的胸怀

二零一九年一月二十三日于爱丁堡

大神が目の前に現れるのは、

生命を救い出すため

あなたが感受し見たものは、彼の按排

逆流に勇猛邁進し、慈悲で救い済度する

神韻は、私の胸に抱くもの

　　　　　　二〇一九年一月二十三日エディンバラにて
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无言的恩典

我们舞动着救度的能量

音乐穿透生命唤回你的善良

美丽的色彩在还原人的本性

别信進化论的假相

现代观念行为在改变人样

我们展现的是创世主的慈悲

无言的恩典在把你希望之光点亮

二零一九年一月二十五日
于爱丁堡

無言の恩典

私たちの舞踊には救い済度のエネルギーがあり

音楽は生命を貫き、あなたの善良を呼び戻す

美しい色彩は、人間の本性を回復させている

進化論の仮相を信じないで

現代観念と行為が人を変化させている

私たちが現したものは、創世主の慈悲

無言の恩典が、あなたの希望の光を灯している

　　　　　　二〇一九年一月二十五日
エディンバラにて
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沧桑

轮回辗转救十方

出生入死意更钢

历经艰辛无人晓

胜寒高处看沧桑

二零一九年一月二十九日

世の変遷

輪廻を繰り返し、十方を救う

生命の危険に晒されても、意は鋼より硬く

艱難辛苦を重ねても、誰も知らず

寒き高き所から、世の変遷を見る

　　　　　　二〇一九年一月二十九日
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听懂是吉祥

冷风吹过脸庞

大法暖着我的胸膛

用谎言维持的疯狂不会长

创世主在救人回天堂

人多是神转生别迷茫

现代观念行为不吉祥

无神论進化论是迷航

聞いて分かったら吉祥

寒風が顔に吹きつけるが

大法は私の胸を暖かくする

嘘で維持される狂乱は、長く続かず

創世主は、

人を天堂へ帰らせるために救っている

人間の多くは神が転生したため、迷わないで

現代観念と行為では、不吉になる

無神論と進化論は、迷いの航路に導かれる
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为把这真相与人分享

我不畏迫害与疯狂

严寒酷暑中我依然把真相传扬

二零一九年二月十六日

この真相を人と分かち合うために

私は迫害や狂乱を恐れず

厳寒酷暑の中、私は依然として真相を伝える

　　　　二〇一九年二月十六日
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扫尘埃

世人多是神转人骸

一批一批为法来

轮回辗转忘了来时愿

名利情中被迷埋

现代观念行为走悬崖

无神论進化论在魔道上徘徊

创世主来救三才

千万年的等待没白挨

明白就把真相找

是创世主叫我扫去迷住你的尘埃

二零一九年三月三十一日
于西雅图

塵埃を掃く

世人の多くは神が転生し

一団一団、法のために来た

輪廻転生し、来た時の願を忘れ

名利情の中、迷いに埋もれた

現代観念と行為で、崖っぷちへ歩み

無神論と進化論で、魔道を徘徊している

創世主は三才を救いに来ている

千万年の待ち望みは、無駄ではない

分かったら、真相を探そう

あなたを迷わす塵埃を掃かせるのは、

創世主である

　　　　　　二〇一九年三月三十一日
シアトルにて
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神圣

我们来自遥远的东方

带着神圣的使命

怀着慈悲的胸膛

世人多是神下世

迷在名利情中把己伤

现代观念行为是迷航

无神论進化论阴谋背后藏

得法回天是你的愿

天门已开不会太久长

神聖

私たちは遥か遠く東方からやって来た

神聖な使命を帯びて

慈悲の心を懐きながら

世人の多くは神が世に下ったもの

名利情の迷いの中、己を傷つけ

現代観念と行為は、迷いの航路

無神論と進化論の背後には、

陰謀が隠されている

法を得て天に帰ることこそ、あなたの願い

天門はすでに開かれ、長くは続かない
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我告诉你的是真相

是创世主叫我救人回天堂

二零一九年四月八日

私があなたに伝えるのは、真相であり

私に人を救わせ、天堂へ帰らせるのは、

創世主である

　　　　　　二〇一九年四月八日
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预言

童年时祖辈传着一个预言

红祸将乱世几十年

道德传统全遭劫

末后世人只认钱

这预言正发生在眼前

现代观念行为已走向危险边沿

无神论進化论谎话连连

迫害大法徒罪恶空前

預言

幼い頃、先祖がある預言を伝えた

赤い禍
わざわい

の乱世が数十年

道徳と伝統はすべて劫に遭った

末後に、世の人は金の奴隷

この預言は正に、眼前で発生している

現代観念と行為で、

すでに危険な淵へ向かっている

無神論、進化論は、嘘だらけ

大法徒を迫害したのは空前絶後の罪悪である
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预言说人要守住善良管住心田

红潮落时会出圣贤

因为创世主转世救度把人怜

找到他得救回天踏金莲

二零一九年四月二十五日

預言により、人は善良を保つべきである

紅潮が倒れた時、聖賢が出でる

創世主は慈悲で世に転生し、

人を救い済度するために

彼を見つけたら救われ、金
こんれん

蓮を踏んで天に帰る

　　　　　　二〇一九年四月二十五日
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通往得救的方向

末后救人我把真相唱

红潮当下信神就是违抗

因此被迫害四海流浪

失去荣华富贵我没放在心上

救人是我的使命不能忘

创世主已下世把天法开放

世人多是神转生来找这最后的希望

救われる方向に向く

末後に人を救い、私は真相を歌う

紅潮の政権下で、神を信じることは反抗

そのために迫害され、四海を流浪し

富貴栄華を失うことを、私は気にしない

人を救うことこそ、

私の使命であることを忘れない

創世主はすでに世に下り、天法を開放している

世人の多くは神が転生し、

この最後の希望を探しに来た
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无神论進化论是上了魔的当

现代观念行为是理性出了故障

守住传统善良人品会高尚

那是通往得救的方向

我唱的是真相人心会震荡

红潮落下的涛声在为我伴唱更高亢

二零一九年四月二十九日
于伦敦至洛杉矶飞机

無神論と進化論は、魔に騙されること

現代観念と行為は、理性が故障したもの

伝統と善良を保てば、人格が高尚になり

それこそ救われる方向に向いている

私が歌うのは真相、人の心を震撼させる

紅潮が落ちる時の濤声は、

私の伴奏のようになり、

高らかに歌声が響き渡っている

　　　　　　二〇一九年四月二十九日
ロンドンからロサンゼルスへのフライトで
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再五千

仙姿玉质似飞天

回眸含笑韵长绢

锦袖收放转如虹

展现传统再五千

二零一九年五月二十六日

五千年が再び

仙人の姿、宝
ほうぎょく

玉の質、まるで飛天のよう

振り返って微笑みを浮かべ、

韻に合わせて長
ちょうけん

絹を舞う

錦
きんしゅう

袖を収めては放ち、回し、虹の如く

伝統を目の前に現し、五千年が再び

　　　　　　二〇一九年五月二十六日
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神韵男演员

身法登峰冠舞林

风华俊秀志超群

直体腾空云门卷

小翻盖腿天将临

二零一九年五月二十七日

神韻の男性ダンサー

身法は頂上を極め、舞踏家のトップとなり

人格と才気に溢れ、志は群を抜いている

真っ直ぐに宙に飛び上がり、まるで雲門の祭典

バク転、脚技を極め、天将が現れた

　　　　　　二〇一九年五月二十七日
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回天用大法修

我们怀着慈悲的心愿

我们带着度人的宝卷

把末后的真相呈现

世人多是天上来的神眷

等创世主下世召见

他已来世把大法传遍

回天得用法把人身心改变

放下现代行为与观念

无神论是人类最大的欺骗

進化论更荒诞

天に帰るには大法を修めな
ければならない

私たちは慈悲の心願を懐き

人を済度する宝の本を持って

末後の真相を示す

世人の多くは天上から来て

創世主が世に下り、召見されるのを待つ

彼はすでに世に来て、大法を遍く伝えている

天に帰るには、

法によって人の心身を変えなければならない

現代行為と観念を放下すべき

無神論は人類の最大の欺瞞

進化論はさらにでたらめ
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传统的路是神铺垫

为了得救放下偏听偏见

回天就找大法修炼

二零一九年六月六日

伝統の道は神が敷いたものであり

救われるために、偏った見方を放下しよう

天に帰るならば、大法を探し出し、

修煉することである

　　　　　　二〇一九年六月六日
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劫难

主在红尘功在天

人身正法神鬼癫

红魔乱神辱大法

乱神百态被灭牵

迫害法徒罪无边

苍天欲变谁可颠

末后洪微多是鬼

填入丹炉炼大千

二零一九年七月四日

劫難

主は世俗の中で、功は天にあり

人の身で法を正し、神も鬼も狂わせた

紅魔と乱神は、大法を辱め

乱神の百態は、滅ぼされてゆく

法徒を迫害し、罪は無辺である

蒼天は変わろうとし、阻むものはいるのか

末後にマクロからミクロまで、多くは鬼になり

丹炉に入れて、熔煉されてしまう

　　　　二〇一九年七月四日



84 85

月見

山中の明月が抱き寄せられ

広大な宇宙の衆生が喜んでいる

法界は無情にもかかわらず

天は変わり、放水のよう

三界の紅魔は怯え

救われた衆生は小躍りする

乱世の鬼を取り除き尽くし

月下に聖楽を聞く

　　　　　　二〇一九年八月十五日

观月

山中揽明月

广穹众生悦

法界虽无情

天变如洪泄

三界红魔怯

得救众生跃

除尽乱世鬼

月下听圣乐

二零一九年八月十五日
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难掩盖

轮回辗转家何在

名利情中论成败

世人多是天上来

为把创世主期待

现代观念离神远

進化论怕阳光晒

无神论在把人害

人的期待被掩盖

回天大法已在传

大法弟子知真相

解惑破谜神路迈

二零一九年八月二十三日

覆い隠せない

輪廻転生し、家は何処

名利情の中で、成敗を論じる

世人の多くは天上から来た

創世主に期待しているため

現代観念は神から遠く離れ

進化論は暴露されるのを恐れる

無神論は人を害しており

人々の期待は覆い隠されている

天に戻る大法はすでに伝えられている

大法弟子は真相を知り

惑いや謎を解き、神の道を邁進する

　　　　　　二〇一九年八月二十三日
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踏上渡船

我们从天体深处走来

助创世主救人上舞台

这是神圣的使命

这是无量生灵的期待

世人多是神转世被迷埋

等他救度回天把生命洗白

现代观念行为是毒癌

不信神难得救末后化尘埃

名利情离世不能带

渡船に乗る

私たちは天体の深い所からやって来て

舞台で、創世主を手伝い人 を々救う

これは神聖なる使命

これは無量の生命の期待

世人の多くは神が転生したが、

迷いに埋もれている

彼に救い済度されるのを待ち、

生命がきれいに洗われて天に帰る

現代観念と行為は、まさに毒癌

神を信じなければ、救われ難く、

末後に塵埃と化す

名利情を持ちながら、

世から離れることはできない
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踏上渡船生命不再苦挨

踏上渡船回天出迷霾

二零一九年八月二十四日

渡船に乗れば、生命はもう苦しむことはない

渡船に乗れば、迷いの霧から出て、天に帰る

　　　　　　二〇一九年八月二十四日
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放下人心神道显

遥远的期盼

远古的誓言

轮回辗转一生生

沧海桑田重变换

花开花落人们盼着机缘

月圆了又圆人们等着回天

末后创世主来传大法

这就是众生来世的宿愿

世风日下找真相结圣缘

放下人心神道你才看得见

二零一九年八月二十四日

人心を放下すれば、神の道が
顕れる

遥かなる期待

遠古なる誓約

輪廻転生を一生一生

世の移り変わりは激しく

花は咲いては散り、人々は機縁を待ち望んでいる

月が円くなる度に、人々は天に帰ることを待っている

末後に、創世主が来て大法を伝える

これこそ、衆生が世に来た宿願

世の風紀が乱れゆく中、真相を探し、聖縁を結ぶ

人心を放下しなければ、

あなたは神の道を見いだすことはできない

　　　　　　二〇一九年八月二十四日
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执迷者迷

天高地远水长流

万古攸攸为谁留

道说道理佛说法

谁知创世有因由

二零一九年八月二十五日

執着する者は迷う

天は高く、地は遠く、水は止まらず流れ

万古は悠 と々、誰のために残す

道
どう

は道の理を講じ、佛
ほとけ

は法を説く

誰が創世の理由を知っているのか

　　　　　　二〇一九年八月二十五日
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不信是愚迷

秋风习习凉

落日霞逞强

流氓作大百年恶

红楼一梦尘灰扬

改天换地谁导航

造物为救天和地

理正洪宇志大救众回天堂

二零一九年八月三十一日

信じないなら愚迷

秋のそよ風は涼しく

夕暮れの霞
かすみ

が際立つ

ごろつきは大きくなり、百年の悪を尽くし

紅楼での一夢、塵埃だけが巻き上がる

天地を一変し新しくするのは、誰が舵をとるの

か

造物主は天と地を救うため

理で広大な宇宙を正し、

大きな志で衆生を救い、天堂に帰る

　　　　二〇一九年八月三十一日
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救われて神の道を歩む

輪廻転生は止まったことがなく

世人の多くは天上の生命である

俗世に落ちて、千万年が過ぎ

大法を得るために、創世主を迎え

彼の名によって、私たちは人を救う

私たちに人 を々目覚めさせ、

天の宮殿に帰らせるのは彼である

世の仮相に、迷わされないで

現代観念は、正念が出ることを阻み

無神論、進化論は、何の証拠もない

真相が分かったら、救われて神への道を歩む

　　　　　　二〇一九年八月三十一日

得救神路行

轮回辗转从未停

世人多是天上灵

沦落红尘千万载

为得大法把创世主迎

我们救人是以他的名

他叫我们把人叫醒回天廷

别被世上假相迷住眼

现代观念会把正念屏

无神论進化论本无凭

明白真相能得救神路行

二零一九年八月三十一日
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随笔

苍宇洪微大

倚栏观天下

红朝气数尽

恶名万年骂

人文回华夏

中原说古话

阴阳复平衡

回京高处榻

二零一九年九月三日

随筆

蒼穹は果てしなく大きく

欄
らんかん

干にもたれて、天下を見る

紅朝は天運が尽き

悪名で万年も罵られる

伝統文化は再び中華に戻り

中原では故事が語られる

陰陽は再び均衡になり

京に帰り、安心して寝床に就く

　　　　　　二〇一九年九月三日
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几人有幸

金钱对抗不了疾病

权利指使不了生命

情是不稳定的墙头草

人多是天上灵有着神的本性

等待创世主救度的法令

现代观念行为带魔性

无神论進化论背后不干净

救度的大法已开传得不得自己定

几人踟蹰几人有幸

二零一九年九月三日

幾人が幸運になるのか

金銭で、病に抵抗することはできない

権利で、生命を制御することはできない

情は、塀の上に生えた草のようになびき

人の多くは天上の生命で、神の本性を持ち

創世主が救い済度する法令を待つ

現代観念と行為は、魔性を帯び

無神論と進化論の背後は、きれいではない

救い済度できる大法はすでに広く伝わり、

得るかどうかは自らが決める

幾人が躊躇し、幾人が幸運になるのか

　　　二〇一九年九月三日
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圣恩

高歌一曲诉情怀

唱开迷雾破阴霾

慈悲救度在此时

创世之主早已来

现代观念是毒癌

无神论把神性排

進化论出自蠢材

歌是真相词意白

声声通慧透形骸

度人神路连舞台

聖恩

高らかに歌う一曲、心情を訴え

歌が迷いの霧を開き、陰霧を破る

慈悲で救い済度するのはこの時であり

創世の主はすでに来ている

現代観念は毒癌

無神論は神性を排斥し

進化論は馬鹿者から出た

歌は真相であり、詞意は明白である

声々は人の体を貫き

人を済度し、神への道は舞台につながる
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创世大法结圣缘

洪恩浩荡神路开

二零一九年九月七日

創世の大法と聖縁を結び

滔
とうとう

々たる洪恩で、神への道が開いた

　　　　　　二〇一九年九月七日
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把缘线牵

登高远望观大千

高歌慈曲破迷烟

西方东土撒甘露

广度众生出世间

世人多是天上仙

为救天众苦熬煎

回天要等创世主

重塑神体度回天

二零一九年九月七日

縁を繋ぐ

高処に登り遠望し、大千を見る

高らかな歌、慈悲なる曲は、迷いを破る

西方から東土まで、甘露を撒き

広く衆生を済度して、世間を出る

世人の多くは天上の神々

天の衆生を救うために、苦しく耐え続けた

天に帰るためには、

創世主を待たなければならない

神の体が再び造られ、済度されて天に帰る

　　　　　　二〇一九年九月七日
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为此而无厌

真相我讲了一遍遍

为何视而不见

是打压使你害怕

还是谎言把你骗

人多来自天国神殿

末后天体有难下世等天变

创世主再造天体已兑现

大法传世救度看人念

怀恶者自我作践

神路为善念者铺垫

为此我讲真相不知厌

二零一九年九月二十日

このため嫌にならず

真相を、私は繰り返し話したが

なぜ、見ない振りをするのか

弾圧が、あなたを恐れさせるのか

それとも、虚言があなたを騙すのか

人の多くは自ら天国の神殿から来た

末後に天体は難となり、

世に下り天変を待っていた

創世主は再び天体を造り、すでに果たされている

大法は世に伝わり、救い済度は人の念を見る

悪者は自らを駄目にし

神への道は、善念を持つ者のために敷かれる

このため私は、飽きずに真相を説いている

　　二〇一九年九月二十日
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谁识理

大法一鸣尘渣起

乌烟瘴气共匪痞

层层天体落尸霾

天昏地暗坏无底

毁灭之中谁是神

干扰创世罪无比

苍穹成住在道中

坏时离道众为己

末后坏恶待解体

此刻救度几人行

天地不正谁识理

二零一九年九月二十日

誰がその理を知るのか

大法の名声が高まれば、塵埃が舞い上がり

共産党の無頼により、黒煙瘴気が立ち込める

各層の天体は、死体の灰が落ち

天は真っ暗になり、極めて悪くなる

壊滅の中、誰が神なのか

創世主を妨害する罪は、比べるものがない

蒼穹の成住は、道の中にあり

壊の時、道から離れ、衆生は己のみを考える

最後に駄目になり、解体を待つ

この時、救い済度しようとしても、

幾人が行けるのか

天地は不正になり、誰がその理を知るのか

　　　　　　二〇一九年九月二十日
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度人度己难

大法徒修不难

重重凡心处处拦

上士闻难一笑解

中士遇关不坦然

下士人心去不完

大法传世不非凡

度人度己圆满还

几人能行几人空谈

二零一九年九月二十二日

人と己を済度するは難しい

大法徒の修煉は難しくないが

凡
ぼんしん

心が多ければ、至るところで阻まれる

上士は難があっても、一笑に解けるが

中士は関に遭遇すれば、平然としていられない

下士は人心が多く、捨てることができない

大法が世に伝えられたことは、極めて非凡

人と己を済度し、圓満して帰る

幾人が行けるか、幾人が空論に留まるか

　　　　　　二〇一九年九月二十二日
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回天路用大法修

生命象一只独木舟

平缓时无虑无忧

风浪中颠沛无助

何处是岸不知休

人多来自天堂把使命丢

无神论進化论在把神性囚

守住善良别随世风往下溜

变异中守住传统神在四周

回天的路用大法修

二零一九年九月二十七日　

天に帰る道は、大法を修め
ること

生命はまるで、ただ一つの丸木舟

平穏な時は、何も憂いがなく

荒波の中では、揺れに揺れ助けを求められず

どこが岸なのかも分からない

人の多くは自ら天堂から来たが、使命を果たさず

神性は、無神論、進化論に、

閉じ込められてしまった

善良を保ち、俗世に従って下へ行かないように

変異の中で伝統を守れるのは、

神が周囲にいるから

天に帰る道は、大法を修めることである

　　　　　　二〇一九年九月二十七日
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有感

云雾绕楼台

香烟扑面来

幽境尘世外

清静脱人骸

二零一九年九月二十七日

有慨

雲霧が楼台をめぐり

香
こう

の煙が、顔を撫でる

幽境、俗世の外

清
せいせい

静、人間の殻を脱ぐ

　　　　　　二〇一九年九月二十七日
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神路不会偏

人生回首一瞬间

名利情中苦争先

一世执著带何走

两手空空尘如烟

来世为等创世主

得法修正度回天

神への道は間違いがない

人生を振り返れば、一瞬のこと

名利情の中、一生懸命、我先に争う

一生執着して、何を持っていけるのか

俗世のことは煙のごとく、

両手には何も持っていけない

創世主を待つため、この世に来ており

法を得て、正法を修め、済度されて天に帰る
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无神進化红魔骗

现代观念被谁牵

守住善良传统路

得救神路不会偏

二零一九年九月二十七日

無神論、進化論は、紅魔が人を騙すこと

現代観念は、誰に導かれるのか

善良を守ることが、伝統の道

救われ得る神への道は、間違いがない

　　　　　　二〇一九年九月二十七日
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不要失败

生命的轮回是等待

一切到了坏灭的时代

创世主再造新天体

因为他对众生爱

人多是神下世带着天国的信赖

我传真相是创世主的指派

别往现代观念行为上迈

名利情回天时不能带

无神论進化论在把人害

失敗しないで

生命の輪廻は待ち続けること

すべては壊滅の時代に至った

創世主が新しい天体を再造するのは

彼が衆生に対して愛を持つため

人の多くは天国からの信頼を持ちながら、

世に下った神であり

創世主から任命されたため、

私は真相を伝える

現代観念と行為に従わないで

名利情は天に帰る時、

持っていけるものではない

無神論、進化論は、人を害している
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守住善良与传统别把自己出卖

为了你天国众生得救不要失败

二零一九年十月一日于龙泉山

善良と伝統を守り、自らを裏切らないで

あなたの天国の衆生が救われるために、

失敗しないで

　　　　　　二〇一九年十月一日龍泉山にて
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我唱一支神圣的歌

我唱一支神圣的歌

旋律有冲击心灵的能量波

词语中在把反正拨

人多来自天堂下世等弥勒

他是创世主的化身把大法传播

别听无神论進化论狂呵

现代观念行为在往鬼域摸

红魔搅起的是毁灭的漩涡

守住善良与传统神在把甘露泼

大法是你等待了千年救度的快车

二零一九年十一月三日

私は一つ神聖な歌を歌う

私は一つ神聖な歌を歌う

旋律には、心を震わすエネルギーがあり

歌詞は、正しくないものを正すことができる

人の多くは天堂から世に下り、弥勒を待つ

彼は創世主の化身であり、大法を伝播する

無神論、進化論の狂ったものを聞かないで

現代観念と行為に従えば、

鬼のところに向かっている

紅魔がかき起こすのは、壊滅の渦

善良と伝統を守れば、神が甘露を撒いている

大法はあなたが千年も待望んでいた、

救い済度される快速列車

　　　　　　二〇一九年十一月三日
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一念惊

一念救众生

天体起狂风

下世重重险

新宇万魔争

尔等难从愿

乱神末后疯

旧势成巨魔

随同旧宇崩

二零一九年十一月二十六日

一念が驚かせる

一念で衆生を救う

天体は狂風が起こった

世に下ることは、危ないことが沢山

新宇宙、万魔が争い

あなたたちの願いが叶うのは難しく

乱神は、末後に気が狂っている

旧勢力は巨大な魔と成り

旧い宇宙とともに崩れさる

　　　　　　二〇一九年十一月二十六日
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什么是幸福

什么是幸福

富有买不到健康的身骨

名情是尘风扬起的土

现代观念行为在把天路堵

不信神是在把自己唬

传统会使人纯朴

善良使众神共睹

人多是神转生来等创世主

末后得法重塑神体出迷苦

救起你天国众生是下世的天嘱

圣者的大法开传已擂过天鼓

幸福とは何か

幸福とは何か

富があっても、健康な身体を買うことはできない

名と情は、俗世の風がまきあげた土であり

現代観念と行為は、天に登る道を遮る

神を信じないものは、自らをごまかしている

伝統は人を純朴にさせ

善良の行いは、神々に見られている

人の多くは神が転生し、創世主を待ち

末後に法を得て、神の体を再造され、

迷いの苦しみから出る

あなたの天国の衆生を救うことが、

世に下った時の嘱託

聖者の大法が伝え始められ、

天鼓はすでに打たれている
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几人梦醒理性清楚

几人得救回天国圣府

二零一九年十二月十二日

幾人が夢から醒めて、理性が明晰になるのか

幾人が救われて、天国の聖府に帰れるのか

　　　　　　二〇一九年十二月十二日
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神韵是希望

为了告诉你真相

我要放声歌唱

世人多是神转生

为等创世主救往新天堂

旧宇在解体人们才来世上

无神论進化论是毁人的伎俩

现代观念行为在改变人样

救度方式不是人的想象

谁知道神韵有解救的能量

天门已开不久长

神韻こそ希望である

あなたに真相を伝えるため

私は大きい声で歌おう

世の人の多くは、転生した神であり

新しい天堂へ救われるために、

創世主を待っていた

人々が世にやってきたのは、

旧宇宙が解体しているから

無神論、進化論は、人を壊滅するやり口

現代観念と行為は、人を変にさせている

救い済度する方式は、

人が想像つかないものである

神韻には済度のエネルギーがあるのを、

誰が知るのか

天門はすでに開かれているが、長くは続かない
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これは創世主の恩典であり

これは人々の希望である

　　　　　　二〇一九年十二月二十四日

这是创世主的恩典

这是人的希望

二零一九年十二月二十四日
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放光明

万物人神是创世主给的生命

成住坏灭的规律是他所定

世人多是神转生等他救出不幸

轮回辗转中人失去了神性

生命的罪业积成了末劫困境

现代观念行为是魔道行

无神论進化论邪说无凭

社会乱象把人陷入泥泞

光明を放つ

万物、人、神は創世主が与えた生命

成住壊滅の規律は彼が定めたもの

世人の多くは神が転生し、

彼に不幸から救われることを待つ

輪廻転生を繰り返す中、人は神性を失い

生命の罪業が重なり、

末劫に苦境に追い込まれてしまう

現代観念と行為は、魔道を行うことであり

無神論、進化論は、邪説で証拠もない

社会の乱象は、人を泥
でいねい

濘に落とし込んでしまい



142 143

共产红魔在散播毒病

创世主已来世看似平静

他用真相把好人找出洗净

大法洪传是他在大放光明

二零二零年

共産の紅魔は、病毒を撒き散らす

平静に見えるが、創世主はすでに世に来ており

彼は真相で善良な人を探し出し、浄化する

大法を広く伝えるのは、

彼が光明を大きく放つことである

　　　　　二〇二〇年
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为救你而来

慈悲是洪大的胸怀

善良铸就了高贵的形骸

狂风中不会摇摆

赞美中坦然不骄心不改态

因为我们为众生而来

世人多是神转生被迷埋

回天路创世主已为人安排

为能把真相在疯狂的末后表白

因此被迫害

危难中信念不会改

修成正法正觉才能破阴霾

二零二零年

あなたを救うために来た

慈悲は、大きな度量であり

善良は、貴高い人格を成就する

狂風の中でも、揺れ動かず

賛美の中でも、平然とし驕り高ぶらない

私たちは衆生のために来たため

世人の多くは転生した神であるが、

迷いに埋められた

人々が天に帰る道は、

すでに創世主に按排されている

狂乱の末後の時、真相を分からせるために

そのため迫害されているのだ

危難の中でも、信念を変えさせることはできない

正法正覚に成就してこそ、陰霧を破ることができる

　　　　　　二〇二〇年
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我的歌

我的家乡流传着一支歌

红潮来时别随波

末后创世主来把甘露泼

得救之人神护呵

人多来自天堂被迷遮

现代观念行为在走向险厄

无神论進化论是把毒酒喝

别随红魔极欲用命奢

守住善良与传统邪党日不多

大法徒在把回天的真相传播

二零二零年

私の歌

私の故郷に、ある歌が伝わっている

紅潮が来た時、波に従わないで

末後に創世主が来て、甘露を撒き

救われた人は、神に加護されている

人の多くは天堂から来て、迷いに遮られている

現代観念と行為によって、災厄に向かっている

無神論、進化論は、毒酒を飲むこと

命を惜しまず、俗欲のために紅魔に従わないで

善良と伝統を保って、

邪党に残された日はもう少ない

大法徒は、天に帰る真相を伝えている

　　　　　　二〇二〇年



148 149

信仰

因为我心怀善良

因为我把大法洪扬

乱世中我站在神的一边

淘汰中看尽不信神的悲哀凄凉

创世主展现了慈悲与超强

神造人是为救你回天堂

在传统中保持信仰

不要当魔的虎狼

遵照神的路才会幸福吉祥

因为宇宙万物与生命是他开创

二零二零年

信仰

私は善の心を持つため

私は大法を広げているため

乱世の中、私は神の側
がわ

に立っていた

淘汰の中、神を信じない人の悲しさと、

侘
わび

しい結末を見尽くした

創世主は慈悲と超常の力を示し

神が人を造ったのは、

あなたを救って天堂に帰らせるため

伝統の中で、信仰を保っていて

魔の共犯者になってはいけない

神に従う道こそ、幸福と吉祥になれる

宇宙万物と生命は、

彼によって創造されたものであるから

　　　　　　二〇二〇年
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乱世在看人心

世上为何这么乱

都是人心不善招来的患

不信神末后会解体命散

现代观念行为是与魔为伴

神造人不是叫其活的这么烂

等待神再给回天的机缘

创世主圣恩浩荡把法轮转

名利情不是来世的愿

乱世に人心が見られている

世の中がこれほど乱れたのはなぜか

すべては人心が善でないため招いた 禍
わざわい

神を信じなければ、

末後に命は散って無くなってしまう

現代観念と行為は、魔性によるものであり

神が人を造ったのは、

このように滅茶苦茶に生きるためではない

再び天に帰る機縁を与える神を待つために

創世主は滔々たる聖恩で、法
ファールン

輪を回す

名利情は世に来た願いではない
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远离邪党末日疯狂避大难

大淘汰中能留下来的才是胜算

二零二零年

邪党の末日の狂気から遠く離れ、大難から逃れ

大淘汰の中でも生き残ることこそ、勝算あるこ

とである

　　　　　　二〇二〇年
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人心拦

遥远的期盼

亘古的召唤

人多是天上来带着宿愿

辗转轮回红尘迷漫

世风日下人心在逆叛

无神论進化论背后是撒旦

创世主再造苍宇解天难

末后救人回天把法轮转

救度的大法众生已在修在看

几人得救几人遗憾

救人不难人心自己拦

二零二零年一月二十一日于伦敦

人心が阻む

遠い遥かなる期待

万古からの召喚

人の多くは天上から宿願を持ち、やって来た

輪廻転生、俗世に迷わされ

世の風紀はますます悪くなり、

人心は変に変わった

無神論、進化論の背後はサタンである

創世主は再び蒼穹を造り、天の難を解き

末後に人を救い、天に帰らせ、法輪を回す

救われた衆生は、すでに大法を修煉している

幾人が救われるのか、

幾人が悔いが残されるのか

人を救うのは難しからず、人心が自らを阻む

　　　　　　二〇二〇年一月二十一日ロンドンにて
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万古机缘只为这一次

回天有路不是梦

通天的大法度大乘

千年的等待只为这一生

此时创世主来世把法正

现代观念行为在把自己玩弄

无神论進化论背后是邪灵在蹦

人多是神转生带着使命

等创世主救度来朝圣

他叫我们把真相告奉

他叫我们把大法传盛

二零二零年二月十九日

万古の機縁はただこの一回
のため

天に帰る道があり、それは夢ではなく

天に通じる大法は、衆生を済度する

千年待ち望んだのは、ただこの一生のため

この時、創世主が世に来て、法を正す

現代観念と行為は、自らをもてあそび

無神論、進化論の背後は、邪霊が飛び跳ねる

人の多くは使命を持って転生した神であり

救い済度される創世主を待って、朝
ちょうけん

見する

彼は私たちに真相を告げさせる

彼は私たちに大法を大いに伝えさせる

　　　　　　二〇二〇年二月十九日
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人生是等待

人生是等待

世人多是神转生来自天外

轮回辗转为等创世主别无旁带

他挽救了天宇解体生命败坏

现代观念把自己害

不信神才招来瘟疫把大地覆盖

极端思想背后是红魔作怪

淘汰中大法徒用真相把人往回拽

因为这是创世主的指派

二零二零年六月十八日

人生は待つこと

人生は待つこと

世人の多くは天外から転生した神であり

輪廻転生は、創世主を待つしかない

彼は解体に瀕する宇宙天体と、

壊滅する生命を救った

現代観念は自らを害し

神を信じないため、大地を覆う疫病を招いた

極端な思想の背後には、紅魔の害

淘汰の中、大法徒は真相によって、

人を引っ張り、連れ戻す

これは創世主から任命されたことだから

　　　　二〇二〇年六月十八日
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再慈悲

劫后余生心未平

万事纷争嚣然停

良言苦口讲真相

几人回心善中行

大地回春天地晴

王者归来众生迎

法正人间再慈悲

再看善恶明不明

二零二零年九月十七日

再び慈悲を

劫難に幸いにも生き残ったが、心は平静にならず

万事の紛争は、急に止まった

親切に口を酸っぱくして、真相を伝え

幾人が思い直して、善を行おうとするのか

大地には春がもどり、天地が晴れ

王者が帰還するため、衆生が迎える

法が人間界を正す時、再び慈悲を

善悪を見分けられるかどうかを、もう一度見る

　　　　　二〇二〇年九月十七日
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慈悲的芬芳

我站在街头心在忧伤

末后的大祸悬头上

忙碌间人们走向何方

救度的大法使天门大张

我传递这真相单张

是创世主叫我把人帮

人多是神转生把人当

无神论進化论是迷汤

现代观念行为在把自己伤

这真相能救度使人安康

他是乱中闪放的慈悲与芬芳

二零二零年九月二十七日

慈悲の香しさ

私は街頭に立っていて、心が悲しく

末後の大きな禍が、頭上に降りかかっている

忙しそうに、人々はどこに向かっていくのか

救い済度する大法は、天門を大きく開かせ

私がこの真相のチラシを手渡すのは

創世主が、私に人を助けさせるため

人の多くは、人間に転生した神である

無神論、進化論は、人を迷わせる甘言であり

現代観念と行為は、自らを傷つけている

この真相は、人 を々救い済度し、平安無事と

健康をもたらすことができる

それは乱世の中に輝き放たれた慈悲と香
かぐわ

しさ

　　　　　　二〇二〇年九月二十七日
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善恶见人心

红尘一曲诉真言

不吟儿女情绵绵

末后人在危难中

淘汰救度在眼前

善恶相持看人心

左右背后善恶现

崇善从恶自己定

大劫过后留善贤

二零二零年十一月一日

善悪の前で人心が見られる

俗世の一曲、真言を告げ

男女の情を歌うことではない

末後の人は、危難に直面している

淘汰か済度かは、眼の前に迫っている

善悪は対峙し、人心が見られている

左右にも背後にも、善悪の現れがある

善に従うか、悪に従うか、自らが決め

大劫に生き残ったのは、善良、聖賢な人である

　　　　二〇二〇年十一月一日
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大选

朗朗乾坤红魔乱

泱泱大国弊为患

左右社会人心冷

正义良知几时还

二零二零年十一月八日

大統領選

朗々たる乾坤、紅魔乱る

堂々たる大国、不正が災いを為す

社会を左右し、人心が冷え切る

正義と良知はいつ戻るのか

　　　　二〇二〇年十一月八日
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法在人间

高诵一首诉心怀

世人多是天上来

辗转轮回几多世

就为得法迷中埋

创世圣主入尘埃

乱世静观红黑白

无神進化是邪论

红魔乱世毒似癌

现代观念是腐败

力挽狂澜除恶霾

洪恩浩荡正人间

天地复明似蓬莱

二零二零年十一月八日

法は人間界を正す

高らかに歌い、想いを告げる

世人の多くは天上から来た

輪廻転生、幾世にわたり

法を得るために、迷いの中に埋もれる

創世の聖主は、塵埃に入り

乱れた世に、それぞれ赤黒白の役を静かに見る

無神論、進化論は、邪論であり

紅魔は世を乱す毒、癌のよう

現代観念は、腐敗したものであり

荒れ狂う波を引き止め、悪を除く

滔々たる洪恩で、人間界を正し

天地は蓬莱のように、再び明るくなる

　　　　二〇二〇年十一月八日


