


Psychic (uhane) inā pilikia ka haumāna

E hiki anei ia makou e olelo aku nei psychic, a he uhane ,. 私も三十四、五歳まで

はこの幽霊が全く見えなかった。 I no hoi he kanakolu-eha, o keia uhane i ikeia i

na mea a pau a hiki i ka makahikiʻalima. 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。 Precisely no ka mea, ua poina mea

iʻikeʻia i loko o ka malama, oia ka mea o ka makahiki, aka, aole au e hana i

maopopo. 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。 Hehe, he mea ia makou i ike ai e ike, a lohe i kekahi Nante Hemolele,

ka moʻolelo mai kamaliʻi. 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。 No laila, I ua manaʻo nō hoʻi i kekahi ke ole

ike i ka uhane, aole ia i nānā i na mea a pau anywhere. 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。 Pela, e ia oukou noho Nante Hemolele, me

kaʻu i manaʻo ai, he mea ia no hoi malaila. 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。 Aka, ina he nani Nante uhane o na hana, aka, aole au i manao i ka poe

e hana maoli kekahi o, aka nae, ua ole nae i ike ia mea.
そして私も三十四、五歳になってしまった。 A no hoi kanakolu-eha, ua lilo au i
makahiki elima makahiki. 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。 I ia manawa, no ka mea, he nupepa
haawi, ua hoouna mai ka kakahiaka nā lā ma ka newsagent ma ka motorcycle hanaia
i ekolu hora. 私生活では心霊写真の本など見ていたのである。 I ka uku ola ia mea,
ua kiai ana, e like me psychic kiʻi o keia.
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。 Kekahi kakahiaka, a iloko o ka pouli manawa ma mua o ka
wanaʻao, i ekolu hora e olelo aku, la au ua poʻomanaʻo, 'o ia mau kanaka
kūʻai lāʻauʻino holo i ka Bike, a pela aku. 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。 I ka wa i uuku alanui
noho 'āpana o ka hale, ua pinepine holo e pane mai i ka aina alanui, he ma hiki
eia ka popoiwi omaka. 季節は冬だった。 Season he hooilo. 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。 Aka, he poe kanaka i
kekahi mea e like me ka haole opiopio wahine, ua ku i ka keokeo lahilahi costume
pōkole-lole a. 私は、ついに出たと思った。 I manao au ua hope aku. 何か透けそうな
感じで肉体といった感じではない。 I haha aku e like me ka io ma ka mea oāwa e
kiʻi mai ia manao. 少しその女性は、ゆらりと動いた。 Ka wahine, neʻe'āina he
uuku. 神秘的な感じではあった。 Aia no he pohihihi aloha. 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。 Aka, Ikazu e olelo piha ana,
no ka mea, hele aku la lakou e hana, I hele i hala laila.
幽霊を見て発狂した人もいる。 Kekahi poe kanaka, ua hehena, e ike i ka uhane. 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。 I no hoi Inā 'oe
i ike he nui loa o ka psychic kiʻi paʻi, ke ua he kūoʻo. 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。 E manao ana aole no keia ao, he oia
pahaʻiʻo alai freaking.



pahaʻiʻo alai 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。 A laila i kekahi mau lā ma hope mai, i ka wa o ka
ia e like me ua alai ae i ka hana ma ka motorcycle i mua o ka wanaʻao, na
keiki liilii mai ka hale hopuna'ōlelo i hele mai mai loko mai o kekahi kanaka.
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。 I ala Kana, I manao no ia mea, aka, ua hanaia ma ka ekolu hora iloko o ke
kakahiaka o ke keiki, a hiki ma ka manao Wake hope mai, a ke manao nei au, e
hele mai mai loko mai o ka hale, ma laila ua noho i ka psychic oia, i ka ka
mea, ua manaʻo.
 

 

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
。 A laila, ma hope o ka manawa, ano hoi i ka waena o ka nupepa haawi, ia oukou
e hele mai a kokoke i ka hale i ka manawa i mea ole, ua malie po wanaao, he
wahine luahine hele mai i ka kimono, mai kela aoao mai e hele e ho one i ka
pouli ka pouli, a me ka honua. そして右に曲がってある家の中に入って行った。 A
hele aku la au iloko o ka hale o ka mea manao ma ka akau. 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。
Nānāʻana i ke kahi i hele ai iloko o ka wa a therethrough hope i ka wahine,
aole au i loaa i kekahi puka e komo ai i loko o na mea a pau i nā pā pōhaku. 間
違いなく幽霊だろう。 Maopopo leʻa ka mea, e lilo ka uhane.
この三つはいずれも夜明け前である。 Kekahi o keia ekolu hoi mea i mua o ka
wanaʻao. 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。 Hemolele aho paha e olelo psychic hoi, aole au i manao ia,
aole i hele mai i waho i ke kahi huali paha.
さて、幽霊と湿気については関係があるとも言われる。 Ua pono, ua hoi mai la ia, e
hai mai i kaʻUhane Hemolele, a me ona mau. 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。 No ka mea, laʻana, au i kekahi kaʻa'ōhua O Keaukaha ka mea, he
wahine, i ka wa au i ike i hala ma hope, i ka pepa i noho ana aia no he
moʻolelo paha i kekahi mea, ua pulu. 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。 I manaoia e ona mau, e like me foliage
mea kanu, uaʻoi kona kiʻekiʻe ma loko o ka lumi i loko o ke keʻena o
Machida, Tokyo, hookahi po, i ka wa ahiahi paha, aole i waiho i ka wai i loko o
ka pahu, i kekahi wāwae he hoailona o ka hiki ana mai iloko o ka lumi. 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。 I ua moe ma ka futon,
aka, me ka manao a pau, ua koke ikaika loa o Paulo i na lima. でも、その時は何
も見えなかった。 Aka, i ka manawa au i ike i kekahi mea. 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。 I waena o lākou, i kekahi mea paha i
hele mai, i kona mau lima i kaawale. 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。 No laila, ke
manaʻo nei paha ona mau, a me ka pilina hoi o, Ina oukou e kali lōʻihi, a
kiola aku i ka wai, a me ka mea, aole i hoʻomaka hou ia.
今、これを書いている時、外は雨が降っている。 Ano, i ka wa au e kakau i keia, ke
waho ua ua. 昨日は一日中雨だった。 Inehinei, ua pau la ka ua. 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。 Kēia
moʻolelo precisely ka wa ua, a psychic lilo i hoowalewaleia mai e kākau i ka
moʻolelo oiaio, he uhane e makemake ona mau.
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。 O ka mua o ka
moolelo oiaio o Fukuoka, Fukuoka Prefecture, He moʻolelo ma Sawara-ku, ina
oukou e kakau hou. ほんとに私はそれまで幽霊を見なかった。 Maoli au i ike i ka



oukou e kakau hou. ほんとに私はそれまで幽霊を見なかった。 Maoli au i ike i ka
uhane, a hiki ia mea. 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。
I mea hiki ole ike a hiki aku la i Kegon Falls, aole, aole au i haha aku. 自殺の
衝動にも駆られなかった。 It hooauheeia no hoi i ma ka impulse o suicide.
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。 Mai ka manawa mua ike, alaila, ua hakuloli no hoi i ka ai ole ia, ma
ka maka o na kanaka i ke e ka Uhane Hemolele i ka E hele aku, a me kahi o ka
hoomana aku i loko o ka luakini, aka, nei, ua hoi hele, no ka mea, aole ia e
hele i ka ahu, e ike i ka Uhane Hemolele .
又、機会があれば書いてみることにする。 Eia hou kekahi, he mea e ho'āʻoʻia ina
aia no he manawa e kakau iho.
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