


Vanoziva remangwana kana zvinofunga (mweya) zvakaitika. Inyaya yechokwadi.

tinogona kutaura kuti vanoziva remangwana kana zvinofunga kana idzangaradzimu ,.

私も三十四、五歳まではこの幽霊が全く見えなかった。 Neniwo matatu nemana,

chipoko ichi haana kuzviratidza makore zvachose kusvikira mashanu. 正確に何月に見

たかを忘れてしまったので、どちらの歳かは、はっきりしないのだが。 Chaizvo nokuti

ndakanga kukanganwa akaonekwa mumwedzi chii, zviri izvo kwenyika asi handi

zvakajeka. とにかく、子供の頃より幽霊の話なんて誰でも見聞きするし知っているもの

である。 Zvisinei, chinhu kuti tizive kuona kana kunzwa munhu Nante chipoko nyaya

kubva pauduku. それで、私も幽霊が見えないかなと思っていたが、何処でも全く見るこ

とはなかった。 Saka, ndakanga zvakare ndakafunga kuti munhu haagoni kuona mweya,

haana kutarisa zvose kwese. それで、幽霊なんて存在するのか、と思ったりした事

もあった。 Saka, regai muriko Nante zvipoko, ndakafunga kana akanga vaivepowo.

でも、幽霊の体験談なんて結構あって、本当にあるのだろうとは思っていたのだが、そ

れでも実際に見たことはなかったのである。 Asi, kana paine runako Nante chipoko

zvakaitika, asi handina kufunga kuti wakaramba chaizvoizvo vamwe, asi zvakadaro

kwakanga kusina chaizvoizvo kuriona.
そして私も三十四、五歳になってしまった。 Uye neniwo matatu nemana, rava
nemakore mashanu. その頃、新聞配達をしていたので、朝は三時には起きてバイクで新
聞販売店へ向かう毎日を送っていた。 Panguva iyoyo, nokuti akanga ari pepanhau
delivery, mangwanani akanga atuma ose zuva kurutivi newsagent pamusoro
mudhudhudhu kuitika matatu o'clock. 私生活では心霊写真の本など見ていたのである。
Toga upenyu iye ari akanga vakatarira, dzakadai vanoziva remangwana kana
zvinofunga mufananidzo uyu.
ある朝、といっても三時で夜明け前の真っ暗な時間に、いつものようにバイクに乗り販
売店に向かっていた。 Rimwe mangwanani, uye murima nguva mambakwedza asati
nenguva nhatu o'clock kutaura, ndakanga vaienda nguva dzose peanoita kuchovha
nemudhu- uye zvichingodaro. 住宅地の家が多い小さな道を国道に出るまで走ってい
ると、ある曲がり角に来たときにいたのだ。 Apo duku mugwagwa chokugara nzvimbo
yeimba kazhinji achimhanya kupindura National mugwagwa, zvakanga panguva apo
akasvika pakachinja. 季節は冬だった。 Mwaka chaiva chando. それなのに半そでの白い
薄い衣装で何か外国人の若い女性みたいな人が立っていたのだ。 Asi vanhu chinhu
chakafanana musikana wokumwe akanga amire chena dzakaonda koshitomu pfupi-
sleeved. 私は、ついに出たと思った。 Ndakafunga ndakanga pakupedzisira panze. 何か
透けそうな感じで肉体といった感じではない。 Kwete sokuti nyama chinhu kungoitira
zvichida kunzwa. 少しその女性は、ゆらりと動いた。 Mukadzi, chakaita Kuzungunuka
zvishoma. 神秘的な感じではあった。 Paiva inoshamisa kunzwa. だが、仕事に行ってい
るので停まるわけにいかず、そこを通り過ぎていった。 Asi, Ikazu kureva zvizere
vanorega nokuti vakaenda kubasa, ndakaenda kare ikoko.
幽霊を見て発狂した人もいる。 Vamwe vanhu vaiva anopenga kuona mweya. 私も心霊写
真を多数見ていなかったら、おかしくなったかもしれない。 Neniwo Kana hamuna kuona
vakawanda vanoziva remangwana kana zvinofunga photos angadaro anosetsa. この世の
ものではない感じ、は確かに頭がおかしくなりそうなのだ。 Kunzwa kwete ino, ndiye



ものではない感じ、は確かに頭がおかしくなりそうなのだ。 Kunzwa kwete ino, ndiye
angadaro zvirokwazvo achatungamirira freaking.
それから数日後、同じように夜明け前にバイクで仕事に向かっていると、とある家から
小さな子供が何人も出てきた。 Papera mazuva Zvadaro mashoma, kana zvakafanana
kuenda kunoshanda mudhudhudhu mambakwedza pamberi, vana vaduku kubva okuti imba
rakabuda munhu. 私はお通夜かな、と思ったのだが、後で考えるとお通夜でも子供が夜
中の三時過ぎに起きていて、家の外に出てくるだろうかと思うと、あれは心霊だったの
では、と思うのである。 Ndichipepuka Kana, ndakafunga nezvazvo, asi zvakaitika
matatu o'clock mangwanani mwana kunyange panogasa uye funga paya, uye ndinofunga
achabuda mumba, kwakambovapo vanoziva remangwana kana zvinofunga ndiyo zviri
kufunga.
 

 

それからしばらくして、今度は新聞配達の途中、まだ夜は明けていない頃にある家の近
くに来たら、向こうから着物を来た老女がすすすすすと地面をすべるように歩いて来た
。 Zvadaro pashure pechinguva, zvino ndiyo pakati pepanhau delivery, wasvika
pedyo neimba nenguva iyo hakuna huchiri usiku mambakwedza, ane mukadzi akwegura
kwakauya kimono kubva mhiri akauya achifamba kuti hadzitedzemuki kuti chin'ai
chin'ai uye pasi. そして右に曲がってある家の中に入って行った。 Uye ndakafamba
mumba kuti akatsunga kurudyi. 後からそこを通るときにその女性が入って行った場所
を見ると、そこは全部壁で入り口は一つもなかったのだ。 Kutarisa nzvimbo mukadzi
akaenda kana therethrough Papera, ipapo handina kuva mukova mumwe ose masvingo.
間違いなく幽霊だろう。 Zvechokwadi kungava idzangaradzimu.
この三つはいずれも夜明け前である。 Kana ichi nhatu harwuna mambakwedza pamberi.
心霊というか幽霊は、もしかしたら明るいところには出てこないのではないかと思った
りする。 Ghost kana pane vanoziva remangwana kana zvinofunga ndiko, kana
ndakafunga hazvishandi haana kubuda panzvimbo yakajeka pamwe.
さて、幽霊と湿気については関係があるとも言われる。 Zvakanaka, zvinonzi akati
chokuita nokuda zvipoko unyoro. 例えばタクシーの運転手が女性を乗せて、後でいな
くなったのに気づいた時に、座っていたシートは濡れていたとかいう話がある。
Somuenzaniso, ndakaisa tekisi mutyairi ane mukadzi, kana ndakaona aenda paya,
jira rakanga rakagara pane nyaya kana chinhu ukanyoroveswa. 私が東京都町田市のマ
ンションで部屋の中に観葉植物など湿気が高くなるもの、容器に水をいれて置いていた
りもした時にある夜、ふっと何かが部屋に入ってくる気配がした。 Ndaida mwando,
akadai mashizha miti wakakwirira muimba rose mukamuri Kunitachi, Tokyo, mumwe
usiku apo kunyange kana kuisa kuisa mvura kupinda mugaba, chinhu rutsoka chaiva
chiratidzo chokuuya mumba. 私は布団に寝ていたが、いきなり両手を押さえつけられた
感じがした。 Ini avete pamusoro futon, asi kunzwa kuti akanga pakarepo remaonde
maoko maviri. でも、その時は何も見えなかった。 Asi, panguva iyoyo ndakanga
ndisina kuona chinhu. そのうち、その何者かは出て行ったのだろう、両手は自由にな
った。 Pakati pavo, kuti munhu ari pamwe akabuda, maoko ake akashaiwa
akasununguka. それで、湿気と関係があるのかなと思い、水やなんかを捨ててしまっ
たら、二度とそういう事は起こらなかった。 Saka, ndinofunga kuti unyoro uye ukama
ndiko, Kana iwe mira yakarebesa uye kurasa mvura uye chinhu, haana kuitika
zvakare kuti.
今、これを書いている時、外は雨が降っている。 Zvino, kana imi muri kunyora izvi,
kunze ari kukunayisirai. 昨日は一日中雨だった。 Nezuro raiva zuva rose mvura. こ
ういう時こそこんな話、実話を書いてみたくなるのも心霊、幽霊は湿気を好むのかもし
れない。 nyaya iyi chaizvo apo kwakadaro, kunyange vanoziva remangwana kana
zvinofunga Vachikwegura pamuedzo kunyora nyaya yechokwadi, idzangaradzimu
vangasarudza unyoro.
最初の実話は福岡県福岡市、もっと書けば早良区での話である。 Zvokutanga nyaya
Fukuoka, Fukuoka Prefecture, kwechokwadi nhau Sawara-ku, kana ukanyora
zvakawanda. ほんとに私はそれまで幽霊を見なかった。 Chaizvoizvo handina kuona
mweya kusvikira. 華厳の滝に行っても何も見えなかったし、何も感じなかった。



mweya kusvikira. 華厳の滝に行っても何も見えなかったし、何も感じなかった。
Handina chinhu ndisingagoni kuona vakatoenda Kegon Falls, hapana handina kunzwa.
自殺の衝動にも駆られなかった。 Zvakanzi zvekare rinosundwa KUDA kuzviuraya.
初めて見てからは、その後、神社などに行くと拝殿のところで神霊と思われる人の姿を
見たりするようにもなったのだが、最近は神社にも行かないので神霊を見ることもな
くなった。 Kubva kekutanga kuona, zvino, zvakanga uyewo kujairana kana pamberi
vanhu ingave Mutsvene panguva vanoenda uye imba yokunamatira mudzimba, asi
munguva ichangopfuura rave aenda kuona Mweya Mutsvene nokuti hazvina kuenda
yomukatikati .
又、機会があれば書いてみることにする。 Mukuwedzera, zvichava kuedza kunyora kana
paine mukana.
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