


Senohi (ghost) liphihlelo

Re ka bolela hore senohi kapa sethotsela ,. 私も三十四、五歳まではこの幽霊が全

く見えなかった。 Ke ile ka boela mashome a mararo a metso e mene, ghost sena se

ne se hlaha lilemo ho hang ho fihlela a mahlano. 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。 Toba hore kaha ke lebala se

ileng sa bonahala ka khoeli seo, ke lefe la lilemo, empa ke se ke ka ho hlaka.

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。

Joalo, ke ntho e hore re tsebe ho bona hore kapa utloa motho e mong Nante ghost

pale tloha bongoaneng. 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。 Kahoo, ke ne ke boetse ba nahana hore motho a ke ke a

bona sethotsela, ha aa sheba tsohle kae kapa kae. 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。 Kahoo, na u teng Nante lithotsela, ke ile ka nahana

kapa ho ne ho ne ho boetse ho moo. 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。

Empa, haeba ho na le ntle Nante ghost tsa liphihlelo, empa ke ne ke sa nahane

hore e ne e tla hlile e itseng ea, empa a sa ntse e ne e se na ha e le hantle

bone.
そして私も三十四、五歳になってしまった。 Hape ke ile ka mashome a mararo a
metso e mene, e fetohile ea khale lilemong tse hlano. 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。 Ka nako
eo, hobane e ne e le pelehi koranteng ea bone hoseng ba ne ba rometse letsatsi
le letsatsi ka nģ'a newsagent konopo e bulelang sethuthuthu etsahallang hora ea
boraro. 私生活では心霊写真の本など見ていたのである。 Bophelong poraefete o ile
shebeletse, tse kang senohi foto ea sena.
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。 Hoseng ho hong, 'me ka nako e lefifi ea pele mafube a hlaha
ka hora ea boraro ho re, ke ne ke lebile ho kamehla morekisi palama baesekele'
me joalo-joalo. 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。 Ha e nyenyane tseleng bolulo sebakeng sa ntlo e atisa
ho matha ho araba e khōlō naha, e ne e le ha e fihla Phetoho. 季節は冬だった。
Season ne mariha. 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。 Leha ho le joalo sechaba sa ka ntho tšoana le tsoang
linaheng tse ling Moroetsana o ne a eme a e tšoeu moaparo tšesaane 'short-
sleeved. 私は、ついに出たと思った。 Ke ile ka nahana ke ne ke qetella a tsoa. 何
か透けそうな感じで肉体といった感じではない。 Eseng ikutloa joaloka nama nthong
e 'ngoe fetisisang ka etsahala hore ikutloang kateng. 少しその女性は、ゆらりと動
いた。 mosali eo, e ileng swaying o monyenyane. 神秘的な感じではあった。 Ho na
le e ne e le boikutlo bo joalo bo ke keng ea utloisisoa. 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。 Empa, Ikazu ho bolela'ng
setopong feletseng hobane ba ile ba sebetsa, ke ile tsa nakong e fetileng le
moo.
幽霊を見て発狂した人もいる。 Batho ba bang ba ne ba hlanya ho bona sethotsela.



幽霊を見て発狂した人もいる。 Batho ba bang ba ne ba hlanya ho bona sethotsela.
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。 Ke ile ka
boela Haeba u ne ke sa bone palo e khōlō ea difoto senohi, a ka be a bile
qabola. 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。 Feeling
eseng oa lefatše lena, o ka etsahala hore ebe ka sebele Head 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。 matsatsi ka mor'a moo, e seng mekae hamorao, ha ho
tšoane le ba leba ho ntlafatsa sethuthuthu sa pele mafube a hlaha, bana ba
banyenyane ho tloha poleloana e reng ntlo tsoa motho leha e le ofe. 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。 Ke
tsoha Kana, ke ile ka nahana, empa tse etsahetseng ka hora ea boraro hoseng eo
ngoana esita le tsosa motho ea le ho nahana hamorao, 'me ke nahana tla tsoa ka
tlung, ho' nile ha e senohi o teng, e ho ke ke ba nahana.
 

 

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
。 Joale ka mor'a nakoana, hona joale ke bohareng ba pelehi koranta, o tla haufi
le ntlo nakong eo e sa ntse e bosiung boo mafube, ke mosali-moholo o ile kimono
ho tloha lehlakoreng le leng ba ile ba tsamaea ho Slide ho mosili mosili le
fatše. そして右に曲がってある家の中に入って行った。 'Me ke ne ke tsamaea ka
tlung e sothoe bakeng sa ho le letona. 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。 Sheba sebaka seo
mosali eo a kena ha meetly hamorao, ho na le ke ne ke sa monyako e le 'ngoe ka
marako' ohle. 間違いなく幽霊だろう。 Ho sebele e ne e tla sethotsela.
この三つはいずれも夜明け前である。 Ebang ke ena e meraro boetse ke pele mafube
a hlaha. 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。 Moea kapa ho e-na senohi ke, kapa ke ile ka nahana ha ke ua
tsoa sebakeng khanyang mohlomong.
さて、幽霊と湿気については関係があるとも言われる。 Hantle, e boetse e re ho
amana bakeng sa lithotsela le mongobo. 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。
Ka mohlala, ke beha mokhanni tekesi ke mosali, ha ke ile ka hlokomela ka ho
feletseng hamorao, lakane hore o ne a lutse ho na le pale kapa ho hong ho
koloba. 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。 Ke rerile ho mongobo, tse kang limela makhasi a phahameng ka kamoreng
e ka foleteng e le ea Machida, Tokyo, bosiu bo le bong ha esita kapa ua beha
beha metsi ho kena setshelo, e leng ntho leoto ne e le pontšo ea ho tla ka
kamoreng eo. 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。
Ke ile ka robala ka la futon, empa boikutlo ba hore o ne a tšohanyetso
petelitsoe matsoho ka bobeli. でも、その時は何も見えなかった。 Empa, ka nako eo
ke ne ke sa bone letho. 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。 Har'a bona, hore motho e mong e mohlomong tsoa, matsoho a hae ile ea
e-ntle ho tefo. 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。 Kahoo, ke nahana hore na mongobo le
kamano e ya, Haeba u letele nako e telele haholo 'me lahla metsi le ho hong, o
ne a sa ba teng hape eo.
今、これを書いている時、外は雨が降っている。 Hona joale, ha u ngola sena, ka
ntle a pula. 昨日は一日中雨だった。 Maobane o ne a letsatsi pula. 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。
Pale ena ho toba hore na a joalo, esita le senohi fetohe lekeha hore a ngole
pale ea 'nete, sethotsela' na ua khetha mongobo.
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。 Moqolo oa pele oa



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。 Moqolo oa pele oa
pale ea 'nete ea Fukuoka, Fukuoka Prefecture, ke pale a Sawara-ku, haeba u ngole
ho feta. ほんとに私はそれまで幽霊を見なかった。 Hlile ke ne ke sa bone ghost
fihlela ho eona. 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。 Ke ha
ho letho le ka ke la bona esita ile a Kegon Falls, ha ho letho Ke ne ke sa
ikutloe. 自殺の衝動にも駆られなかった。 E boetse e ile khannoang ke tšusumetso e
tsoang ho ea ho ipolaea.
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。 Ho tloha nakong ea pele bone, ka nako eo, ho ne ho boetse ikamahanya
le maemo ho kapa mahlong a batho ba ka 'na ba Moea o Halalelang at sa eang le
holong ea borapeli litempelana, empa sa tsoa o boetse o le sieo ho bona Moea o
Halalelang hobane ha ho ea tempelaneng ea .
又、機会があれば書いてみることにする。 Ho phaella moo, ho tla be ho leka ho
ngola ha ho na monyetla.
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