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JAPANESEPOD101.COM  CULTURE CLASS: JAPANESE SUPERSTITIONS AND BELIEFS #1 - HEARSES AND UPRIGHT FLOATING TEA STALKS 2

KANJI

1. 霊柩車

2. 茶柱

KANA

1. れいきゅうしゃ

2. ちゃばしら

ROMANIZATION

1. Reiky�-sha

2. Chabashira

ENGLISH

1. "Hearse"

2. "Upright-floating tea stalk"

VOCABULARY

Kanji Kana Romaji English Class

茶柱　 ちゃばしら chabasira
upright-floating 

tea stalk noun
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柱 はしら hashira pillar noun

霊柩車 れいきゅうしゃ reiky�-sha hearse noun

親指 おやゆび oyayubi thumb noun

SAMPLE SENTENCES

茶柱が立つ。
Chabashira ga tatsu.

 
"There is an upright-floating tea stalk in my tea."

これは家の一番大事な柱です。
Kore wa ie de ichi-ban daiji na hashira desu.

 
"This is the most important pillar of the house."

夜霊柩車が後ろを走っていて、怖かった。
Yoru reiky�-sha ga ushiro o hashitte ite, 
kowakatta.

 
"I was scared while a hearse was following me in 
the night."

親指がずっと痛い。
Oyayubi ga zutto itai.

 
"My thumb has been hurting."

CULTURAL INSIGHT

 ( , Reiky�-sha) - "Hearse"

In Japan, it's believed that if you see a funeral car passing, you should hide your thumb in 
your fist. This is because, in Japanese, the thumb is called the "parent finger" and protecting it 
is like protecting your parents from dying.

 ( , Chabashira) - "Upright-floating tea stalk"

In Japan, it's believed that it's a sign of good luck to have a tea stalk floating vertically in your 
green tea. It's because in Japanese, an upright-floating tea stalk is called a "pillar of tea" and 
it's suggestive of the central pillar of a house. Thus, it's seen as a sign of securing the peace 
and prosperity of the family.
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JAPANESEPOD101.COM  CULTURE CLASS: JAPANESE SUPERSTITIONS AND BELIEFS #2 - CUTTING YOUR NAILS AT NIGHT AND DREAMING OF A 
WHITE SNAKE

2

KANJI

1.

夜爪

2.

白蛇の夢

KANA

1.

よづめ

2.

しろへびのゆめ

ROMANIZATION

1.

Yozume

2.

Shiro hebi no yume

ENGLISH

1.

"Cutting nails at night"

2.

"A dream of a white snake"

VOCABULARY

Kanji Kana Romaji English Class

爪 つめ tsume nail noun
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WHITE SNAKE

3

死に目 しにめ shinime deathbed noun

白蛇 しろへび shiro hebi white snake noun

神秘的 しんぴてき shinpi-teki mysterious na-adjective

SAMPLE SENTENCES

爪が伸びている。
Tsume ga nobite iru.

 

"My nails have grown long."

母の死に目に会えないかもしれない。
Haha no shinime ni aenai kamo shirenai.

 

"I might not be able to attend my mother's 

deathbed."

白蛇はとても縁起がいい。
Shiro hebi wa totemo engi ga ii.

 

"White snakes bring good luck."

彼女は神秘的で美しい。
Kanojo wa shinpi-teki de utsukushii.

 

"She is mysterious and beautiful."

CULTURAL INSIGHT

 ( , Yozume) - "Cutting nails at night"
 

In Japan, it's believed that you won't be able to attend your parents' deathbeds if you cut your 

nails at nighttime. The reason for this belief is not clear, but in ancient times, cutting nails at 

night was not safe due to poor light. Perhaps it was a way of scaring people out of doing so.

 ( , Shiro hebi no yume) - "A white snake dream"
 

In Japan, it's believed that something very fortunate, especially in terms of money, will happen 

to you when a white snake appears in your dream. This is because white snakes are 

extremely rare and it's believed that they carry mysterious power throughout the ages.
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JAPANESEPOD101.COM  CULTURE CLASS: JAPANESE SUPERSTITIONS AND BELIEFS #3 - HICCUPS AND A SWALLOW'S NEST 2

KANJI

1. しゃっくり

2. ツバメの巣

KANA

1. しゃっくり

2. ツバメのす

ROMANIZATION

1. Shakkuri

2. Tsubame no su

ENGLISH

1. "Hiccups"

2. "Swallow's nest"

VOCABULARY

Kanji Kana Romaji English Class

しゃっくり しゃっくり syakkuri hiccup noun
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病気 びょうき by�ki illness noun

巣 す su nest noun

豊作 ほうさく h�saku good harvest noun

SAMPLE SENTENCES

しゃっくりが止まらない。
Shakkuri ga tomaranai.

 
"The hiccups won't stop."

病気を早く治したい。
By�ki o hayaku naoshitai.

 
"I want to be cured of the illness."

木の上に鳥の巣がある。
Ki no ue ni tori no su ga aru.

 
"There is a nest up in the tree." 

今年は米が豊作だ。
Kotoshi wa kome ga h�saku da.

 
"We have a good harvest of rice this year."

CULTURAL INSIGHT

 ( , Shakkuri) - "Hiccups"
 

In Japan, it's believed that you will die when you hiccup 100 times in a row. This because 
there's a possibie sign of some illness if you hiccup so many times.

 ( , Tsubame no su) - "Swallow's nest"
 

In Japan, it's believed that houses where swallows come to make their nests will have good 
luck. This is because swallows are considered very important to Japanese people. The 
reason why is because they eat insects harmful to the rice fields, and so people thought that 
they would help bring a good harvest.
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JAPANESEPOD101.COM  CULTURE CLASS: JAPANESE SUPERSTITIONS AND BELIEFS #4 - SLEEPING FACING NORTH AND PLUMP EARS 2

KANJI

1. 北枕

2. 福耳

KANA

1. きたまくら

2. ふくみみ

ROMANIZATION

1. Kita makura

2. Fuku-mimi

ENGLISH

1. "North pillow"

2. "Plump ears"

VOCABULARY

Kanji Kana Romaji English Class

福耳 ふくみみ fuku-mimi plump ears noun
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お金持ち おかねもち o-kane mochi rich person noun

方角 ほうがく h�gaku direction noun 

北枕 きたまくら kita makura

sleeping with 
one's head 

toward the north
noun

SAMPLE SENTENCES

あの人はすごい福耳だ。
Ano hito wa sugoi fuku-mimi da.

"That man has really plump ears."

お金持ちと結婚したい。
O-kane mochi to kekkon shitai.

"I want to get married to a rich man."

南の方角に進む。
Minami no h�gaku ni susumu.

"I will move toward the southern direction."

コンパスを使えば、方角が分かる。
Konpasu o tsukaeba h�gaku ga wakaru.

"You can tell the direction using a compass."

北枕で寝る。
Kita makura de neru.

"I sleep with my head toward the north in this direction."

CULTURAL INSIGHT

 ( , Kita makura) - "North pillow"

In Japan, it's believed that it's better not to sleep with your head toward the north. This is 
because there is a custom to lay a corpse with the head directed to the north, which derives 
from the story of Buddha dying laying with his head in this direction.

 ( , Fuku-mimi) - "Plump ears"

In Japan, it's believed that people with plump ears will be rich in the future. This is because 
plump ears were one of the physical features of Buddha, and also many of the Seven Gods of 
Happiness.



LESSON NOTES

Culture Class: Japanese
Superstitions and Beliefs #5
A Snapped Shoestring and a Mt. Fuji
Hawk-Eggplant Dream

CONTENTS

2 Kanji
2 Kana
2 Romanization
2 English
2 Vocabulary
3 Sample Sentences
3 Cultural Insight

# 5
COPYRIGHT © 2016 INNOVATIVE LANGUAGE LEARNING. ALL RIGHTS RESERVED.



JAPANESEPOD101.COM  CULTURE CLASS: JAPANESE SUPERSTITIONS AND BELIEFS #5 - A SNAPPED SHOESTRING AND A MT. FUJI HAWK-
EGGPLANT DREAM

2

KANJI

1. 靴のひもが切れる

2. 一富士二鷹三茄子

KANA

1. くつのひもがきれる

2. いちふじにたかさんなすび

ROMANIZATION

1. Kutsu no himo ga kireru

2. Ichi Fuji ni taka san nasubi

ENGLISH

1. "A shoestring snapping"

2. "1. Fuji, 2. Hawk, 3. Eggplant"

VOCABULARY

Kanji Kana Romaji English Class

靴のひも くつのひも kutsu no himo shoestrings phrase
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EGGPLANT DREAM

3

草履 ぞうり z�ri
Japanese straw 

sandals noun 

鷹 たか taka hawk noun

初夢 はつゆめ hatsuyume
New Year's 

dream noun

SAMPLE SENTENCES

靴のひもをしっかりと結ぶ。
Kutsu no himo o shikkari to musubu.

"I lace up my shoes tightly."

草履を脱いで、足を洗った。
Z ri o nuide, ashi o aratta.

"I took off my straw sandals and washed my feet."

鷹が空高く飛んでいる。
Taka ga sora takaku tonde iru.

"A hawk is flying high in the sky."

初夢は何でしたか。
Hatsuyume wa nan deshita ka.

"What was your New Year's dream?"

CULTURAL INSIGHT

 ( , Kutsu no himo ga kireru) 

"A shoestring snapping"

In Japan, it's believed that it's a sign of bad luck if your shoestring breaks when you leave 
home. This is because there was a custom of cutting the thong of the "z�ri," Japanese 
sandals, and throwing them away after attending someone's funeral ceremony.

 ( , Ichi Fuji ni taka san nasubi) 

"1. Fuji, 2. Hawk, 3. Eggplant"

In Japan, it's believed that if you have a New Year's dream of Mt. Fuji, a hawk and an egg 
plant, you will have good luck throughout the year. This is because "Fuji" has the same 
pronunciation as the word "immortal," taka or "hawk" has the same pronunciation as "rich" or 
"high," and "eggplant" is associated with a big family, as it bears many fruits.
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JAPANESEPOD101.COM  LOWER INTERMEDIATE #1 - SCARY FAIRY TALE 2

KANJI

1. よし: ねえちゃん、日本の中で一番怖い化け物は何？

2. なつこ: 簡単だよ。垢舐めだよ。

3. よし: 垢舐めってどういう化け物？

4. なつこ: 恐ろしい化け物だよ。お風呂が汚くなると垢舐めが出てくる。あい

つは汚いものを食べるんだ。

5. よし: いいんじゃない？掃除しなくていいから！

6. なつこ: そう思うでしょう。でも違うよ。あいつの唾には毒が入っていて、

もし誰かが垢舐めが掃除した風呂に入ったら、重い病気にかかるん

だよ。

7. よし: 怖い。

8. なつこ: そして、私たちのお風呂は汚いね。超汚い！

9. よし: 僕がきれいにする！

10. お父さん: （お姉さんに対して）ちゃんとお風呂きれいにした？

11. なつこ: 今よしがやってる。

12. お父さん: よしが？おまえがやれっていっただろう。なんでよしがやってるん

だ？

13. なつこ: 彼がやりたいって。

14. お父さん: よし、本当にやりたいのか？

CONT'D OVER
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15. よし: 怖いよ！早く掃除しないと。

16. お父さん: わかった。やりなさい。彼はいい子だな。

KANA

1. よし: ねえちゃん、にほんのなかでいちばんこわいばけものはなに？

2. なつこ: かんたんだよ。あかなめだよ。

3. よし: あかなめってどういうばけもの？

4. なつこ: おそろしいばけものだよ。おふろがきたなくなるとあかなめがでて

くる。あいつはきたないものをたべるんだ。

5. よし: いいんじゃない？そうじしなくていいから！

6. なつこ: そうおもうでしょう。でもちがうよ。あいつのつばにはどくがはい

っていて、

7. もしだれかがあかなめがそうじしたふろにはいったら、おもいびょうきにかかるんだよ。

8. よし: こわい。

9. なつこ: そして、わたしたちのおふろはきたないね。ちょうきたない！

10. よし: ぼくがきれいにする！

11. おとうさん: （おねえさんにたいして）ちゃんとおふろきれいにした？

12. なつこ: いまよしがやってる。

CONT'D OVER
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13. おとうさん: よしが？おまえがやれっていっただろう。なんでよしがやってるん

だ？

14. なつこ: かれがやりたいって。

15. おとうさん: よし、ほんとうにやりたいのか？

16. よし: こわいよ！はやくそうじしないと。

17. おとうさん: わかった。やりなさい。かれはいいこだな。

ROMANIZATION

1. YOSHI: Nee-chan, Nihon no naka de ichiban kowai bakemono wa nani?

2. NATSUKO: Kantan da yo. Akaname da yo.

3. YOSHI: Akaname tte dou iu bakemono?

4. NATSUKO: Osoro shii bakemono da yo. O-furo ga kitanaku naru to Akaname 
ga dete kuru. Aitsu wa kitanai mono o taberu n da.

5. YOSHI: Ii n ja nai? Souji shinakute ii kara!

6. NATSUKO: Sou omou deshou. Demo chigau yo. Aitsu no tsuba ni wa doku ga 
itte ite,

7. Moshi dareka ga aka name ga souji shita furo ni ittara, omoi byouki ni kakaru n da yo.

8. YOSHI: Kowai.

9. NATSUKO: Soshite, watashi-tachi no o-furo wa kitanai ne. Chou kitanai!

CONT'D OVER
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10. YOSHI: Boku ga kirei ni suru!

11. O-TOUSAN: (o-nee-san ni taishite) chanto o-furo kirei ni shita?

12. NATSUKO: Ima yoshi ga yatte'ru.

13. O-TOUSAN: Yoshi ga? Omae ga yarette itta darou. Nande yoshi ga yatteru n da?

14. NATSUKO: Kare ga yaritai tte.

15. O-TOUSAN: Yoshi, hontou ni yaritai no ka?

16. YOSHI: Kowai yo! Hayaku souji shinai to.

17. O-TOUSAN: Wakatta. Yarinasai. Kare wa ii ko da na.

ENGLISH

1. YOSHI: Hey sis, what's the scariest monster in Japan?

2. NATSUKO: That's easy. It's Akaname.

3. YOSHI: What kind of monster is an Akaname?

4. NATSUKO: It's a scary monster. If the bath gets dirty, Akaname appears. It eats 
the dirty grime.

5. YOSHI: That's good, isn't it? Because you don't have to clean then!

6. NATSUKO: You'd think so, but it's not. There is poison in it's saliva,

7. and if someone takes a bath in the bath it cleaned, that person gets seriously ill.

CONT'D OVER
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8. YOSHI: I'm scared.

9. NATSUKO: And our bath is dirty, isn't it? Really dirty!

10. YOSHI: I'll clean it!

11. DAD: (To the sister) Did you clean the bath yet?

12. NATSUKO: Yoshi is cleaning it right now.

13. DAD: Yoshi is? I told you to clean it. Why is Yoshi doing it?

14. NATSUKO: He said that he wanted to.

15. DAD: Yoshi, did you really want to clean?

16. YOSHI: I'm scared! I have to hurry and clean.

17. DAD: Okay. You go ahead then. Such a good kid.

VOCABULARY

Kanji Kana Romaji English Class

化け物 ばけもの bakemono monster noun

垢舐め あかなめ akaname grime licker

恐ろしい おそろしい osoroshii dreadful

唾 つば tsuba spit

重い病気 おもいびょうき omoi byōki serious illness

かかる かかる kakaru to suffer from
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軽い病気 かるいびょうき karui byōki minor illness

SAMPLE SENTENCES

死ほど恐ろしいものはない。
Shi hodo osoroshii mono wa nai.

 
There is nothing scarier than death.

GRAMMAR

Today’s grammar point is the と conditional. The to conditional implies that the result is a 

natural or expected consequence of the condition, and is thus the strongest of the 
conditionals. The to conditional is appended to a phrase in the plain, present tense, 
which is the condition, and is followed by the consequence.

Part of Speech;Conjugation Verb;

Plain present verb + to i-adj; 
Plain present i-adj + to na-adj; 
na-adj + plain present copula + to Noun; 
Noun + plain present copula + to

Examples: 

早く家を出ないと電車に間に合わないよ！ 

Hayaku ie o denai to densha ni maniawanai yo!  
"If you don’t leave quickly, you won’t catch the train!"

日本だと高校生は制服を着ます。 

 Nihon da to kōkōsei wa seifuku o kimasu.  
"In Japan, high school students wear uniforms."

静かだとよく眠れます。 

Shizuka da to yoku nemuremasu.  
"If it is quiet, I can sleep well.

"うるさいと勉強出来ません。 

Urusai to benkyō dekimasen.  
"If it is noisy, I can’t study."
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JAPANESEPOD101.COM  EXTRA FUN #1 - O-BON KAIDAN: THE ABANDONED SCHOOL HOUSE 2

KANJI

1. この二人は変わったカップルで心霊スポットが好きなのである。

2. ジュン: おい見てみろよ。

3. ミキ: どれ、「廃校に子供の霊が現れる」…目撃者多数だって。　面白そ

うじゃん！！

4. ジュン: この前の病院はがっかりだったからな。今度は期待できそうだ。

5. 深夜二時。二人は廃校にやってきた。

6. ジュン: 道路結構混んでたな

7. ミキ: 結構暗くなっちゃったね

8. ジュン: さあ、行こうぜ！！！

9. ミキ: うん……

10. 二人は車から降りて、学校の前まで来た。

11. ジュン: ここか…

12. 二人は建物の中に入る入り口を探し始めた。　　

13. ジュン: お、ちょうど良いや。ここから入ろうぜ。

14. ガシャ、ガシャシャ

15. ガッ、ガッ、ガッ、ガッ

CONT'D OVER
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16. ジュン: 開かない。

17. だめだ裏に回ろう。

18. そしてやっと校舎の裏に小さなドアがあるのを見つけた。

19. ジュン: ここなら開くかもな。

20. ギィィィィィ

21. その小さなドアを開けて入るとそこには小さな下駄箱があり、職員用と書かれているのが

かろうじてわかった。

22. ミキ: クシュン！！…なんか寒いね。

23. ギシ、ギシ、ギシ

24. ジュン: 別に何もないなー。教室、理科室、職員室。。。いろいろ行ってみ

たけど。思ったよりたいしたことないな。後はトイレぐらいか。

25. ミキ: もうやめようよ…。

26. ジュン: おまえ今日変だぞ、いつもならもっときゃーきゃー言ってるのに。

27. ギシ、ギシ

28. ガチャ…

29. トイレのドアを開けた。

30. ジュン: 意外に綺麗だな、もうちょっと見てみようぜ。

CONT'D OVER
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31. トイレの個室を開けてみた。　　　

32. ジュン: ふん、なんてことはないな。

33. 二人はトイレから出た。そして、ジュンがドアを閉めたそのとき

34. バタン

35. ……ィ……ィィ……ィィィィィ……

36. ジュン: 何だ今の？中から何か聞こえなかったか？

37. ミキ: ダメ！！早く出よう！！！

38. ミキはジュンの手首をつかむと半ば強引にトイレから出た。

39. そして何も言わずジュンを引っ張って校舎から出た。

40. ジュン: はあ…はあ…はあ…どうしたんだよ一体？！

41. ミキ: はぁ…はぁ…もう帰ろう!!

42. ジュン: なんだよー？！わかったよ……。

43. ジュンとミキが学校から出たとき、二人はグランドの方をふと振り返った。

44. ……ィィィィイイイイイイイイ！！！！

45. (そう叫びながら何者かがグランドを横切った。)

46. ジュン: 何だ今の…！？

CONT'D OVER
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47. ミキ: …首がない子供のようにみえたよ……

48. ジュン: …や、やっぱり帰ろうか！？

49. ブロロロロローーーー

50. ジュン: さっきの「イイイ」ってなんだろうな？

51. ミキ: うん…「イ」だから「痛い」って言いたいのかな？

52. ジュン: ちょっとコンビニに寄っていこうか。何か食べる？サンドイッチと

コーヒーで良いかな？

53. ミキ: うん。

54. ミキ: あーー、、、なんか眠くなってきちゃった。。。ｚｚｚ

55. ドンドンドン！！！！

56. ミキ: 何っ！？

57. ドンドンドンドンドン！！！！

58. ミキ: どこから叩いているの？！

59. ドンドンドンドンドン！！！！

60. どうやら運転席側のドアの下側を叩いているようだった。

61. ミキは怖かったので運転席の窓を開けずにドアの下を覗きこんでみると。

62. ミキ: っっっ！！！

CONT'D OVER
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63. そこには、首を傾げたジュンが苦しそうにしてドアを叩いている。

64. ミキ: ジュン！！！

65. とっさにドアを開けようとしたそのときミキの手が止まった。そこには黒い首のない影が

ジュンのおでことあごに手をかけ首をひねっていたのだ。

66. イイイイイ…シイイイイ……ホシイイイ……欲しいいい………。

67. 黒いものはジュンの首を取ろうとしていた………。

KANA

1. このふたりはかわったカップルでしんれいスポットがすきなのである。

2. ジュン: おいみてみろよ。

3. ミキ: どれ、「はいこうにこどものれいがあらわれる」…もくげきしゃた

すうだって。　おもしろそうじゃん！！

4. ジュン: このまえのびょういんはがっかりだったからな。こんどはきたいで

きそうだ。

5. しんやにじ。ふたりははいこうにくるまでやってきた。

6. ジュン: どうろけっこうこんでたな

7. ミキ: けっこうくらくなっちゃったね

8. ジュン: さあ、いこうぜ！！！

CONT'D OVER
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9. ミキ: うん……

10. ふたりはくるまからおりて、がっこうのまえまできた。

11. ジュン: ここか…

12. ふたりはたてもののなかにはいるいりぐちをさがしはじめた。　　

13. ジュン: お、ちょうどいいや。ここからはいろうぜ。

14. ガシャ、ガシャシャ

15. ガッ、ガッ、ガッ、ガッ

16. ジュン: あかない。だめだうらにまわろう。

17. そしてやっとこうしゃのうらにちいさなドアがあるのをみつけた。

18. ジュン: ここならあくかもな。

19. ギィィィィィ

20. そのちいさなドアをあけてはいるとそこにはちいさなげたばこがあり、しょくいんようと

かかれているのがかろうじてわかった。

21. ミキ: クシュン！！…なんかさむいね。

22. ギシ、ギシ、ギシ

23. ジュン: べつになにもないなー。きょうしつ、りかしつ、しょくいんし

つ。。。いろいろいってみたけど。おもったよりたいしたことない

な。あとはトイレぐらいか。

CONT'D OVER
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24. ミキ: もうやめようよ…。

25. ジュン: おまえきょうへんだぞ、いつもならもっときゃーきゃーいってるの

に。

26. ギシ、ギシ

27. ガチャ…

28. トイレのドアをあけた。

29. ジュン: いがいにきれいだな、もうちょっとみてみようぜ。

30. トイレのこしつをあけてみた。　　　

31. ジュン: ふん、なんてことはないな。

32. ふたりはトイレからでた。そして、ジュンがドアをしめたそのとき

33. バタン

34. ……ィ……ィィ……ィィィィィ……

35. ジュン: なんだいまの？なかからなにかきこえなかったか？

36. ミキ: ダメ！！はやくでよう！！！

37. ミキはジュンのてくびをつかむとなかばごういんにトイレからでた。そしてなにもいわず

ジュンをひっぱってこうしゃからでた。

38. ジュン: はあ…はあ…はあ…どうしたんだよいったい！！

CONT'D OVER
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39. ミキ: はぁ…はぁ…もうかえろう!!

40. ジュン: なんだよー？！わかったよ……。

41. ジュンとミキががっこうからでたとき、ふたりはグランドのほうをふとふりかえった。

42. ……ィィィィイイイイイイイイ！！！！

43. そうさけびながらなにものかがグランドをよこぎった。

44. ジュン: なんだいまの…！？

45. ミキ: …くびがないこどものようにみえたよ……

46. ジュン: …や、やっぱりかえろうか！？

47. ブロロロロローーーー

48. ジュン: さっきの「イイイ」ってなんだろうな？

49. ミキ: うん…「イ」だから「いたい」っていいたいのかな？

50. ジュン: ちょっとコンビニによっていこうか。なにかたべる？サンドイッチ

とコーヒーでいいかな？

51. ミキ: うん。

52. ミキ: あーー、、、なんかねむくなってきちゃった。。。ｚｚｚ

53. ドンドンドン！！！！

54. ミキ: なにっ！？

CONT'D OVER
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55. ドンドンドンドンドン！！！！

56. ミキ: どこからたたいているの？！

57. ドンドンドンドンドン！！！！

58. どうやらうんてんせきがわのドアのしたがわをたたいているようだった。

59. ミキはこわかったのでうんてんせきのまどをあけずにドアのしたをのぞきこんでみると。

60. ミキ: っっっ！！！

61. そこには、くびをかしげたジュンがくるしそうにしてドアをたたいている。

62. ミキ: ジュン！！！

63. とっさにドアをあけようとしたそのときミキのてがとまった。

64. そこにはくろいくびのないかげがジュンのおでことあごにてをかけくびをひねっていたの

だ。

65. イイイイイ…シイイイイ……ホシイイイ……ほしいいい………。

66. くろいものはジュンのくびをとろうとしていた………。

ENGLISH

1. This strange couple loves haunted places.

2. JUN: Hey, let's check this out!

CONT'D OVER
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3. MIKI: What?  "A Ghost Child Appears in an Abandoned School."  It says 
there're tons of witnesses.  Sounds awesome!

4. JUN: Last week we went to that abandoned hospital... that was a drag, 
huh?  But this time it’s bound to be really good!

5. 2 o'clock at night. The pair pulled up to the abandoned school.

6. JUN: The highway was pretty crowded.

7. MIKI: It got pretty dark already.

8. JUN: Let's go!

9. MIKI: OK...

10. They both got out of the car and came to the front of the school.

11. JUN: This is it, huh.

12. They began to look for an entrance to go inside the building.

13. JUN: Eh, I guess this is good enough. Let's go in here.

14. JUN: It’s no good.  It won't open.  Let's go around to the back.

15. They finally found a small door that was in the back of school building.

16. JUN: If we use this one, it'll probably open.

17. They opened the small door and went inside and in there was a little shoe rack; on it, 
barely visible, "teachers lounge" was written.

CONT'D OVER
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18. MIKI: Achoo!  It's kind of cold in here.

19. JUN: There's nothing particularly special here. Classroom, lab, faculty 
room... We went around all the rooms, but there's nothing out of the 
ordinary here. The only room left is the bathroom...

20. MIKI: Hey, let's get out of here.

21. JUN: You're weird today.  You're usually more into this kinda stuff.

22. He opened the bathroom door.

23. JUN: It's cleaner than I expected. Let's check it out a little more!

24. He opened the stall.

25. JUN: Hmmmm, it's nothing.

26. The two of them left the bathroom. Then at the very moment Jun closed the door,

27. ".....eeee....eeee...eeeeeeeeeee..."

28. JUN: What was that just now? Did you hear something coming from in 
there?

29. Jun was going to open the stall door once again.  But before he had a chance, Miki 
grabbed Jun by the wrist and half-forcing him, left the bathroom.

30. MIKI: No! Let's get out of here!!!

31. Then she dragged Jun, wasn't saying a word, out of the schoolhouse.

32. JUN: (out of breath) What the heck's the matter with you?

CONT'D OVER
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33. MIKI: (out of breath) Let's get out of here!

34. JUN: (out of breath) What's up with you?  OK, fine!

35. When Jun and Miki left the school, the two of them looked behind their shoulders towards 
the playground.

36. "…eeeeeeeeeeeEEEEEE!"

37. JUN: What was that just now??!!

38. MIKI: I saw something that looked like a child with no head!!

39. JUN: It's obviously time to go home!

40. (the car starts)

41. JUN: I wonder what that that "eeeeee" we just heard could have been.

42. MIKI: Yeah... I guess it was trying to say "itai." ("it hurts" in Japanese.)

43. JUN: I'm gonna stop by the convenience store.  Do you want something 
to eat? Maybe a sandwich and some coffee?

44. MIKI: Yeah.

45. MIKI: (Yawning) I'm getting sleepy...

46. Bang bang bang!

47. MIKI: What's that!?

CONT'D OVER
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48. Bang bang bang!

49. MIKI: Where's that banging coming from?

50. Bang bang bang!

51. For some reason something was banging underneath the driver side door. Miki was too 
scared to open the door, so she tried to peer through the window.

52. MIKI: Oh!

53. There Jun seemed to be in pain, tilting his head and banging on the door in distress.

54. MIKI: Jun!

55. She was going to open the door right away, but then she suddenly stopped her hand.

56. A headless, black silhouette was clutching Jun by the forehead and chin, twisting his 
head.

57. "eeeee.....sheeeeee...... ho-sheeeeeee.... hoshiiiiii....." ("I want it" in Japanese.)

58. That black silhouette was trying to take Jun's head.

VOCABULARY

Kanji Kana Romaji English

がっかり がっかり gakkari
feel disappointed, 

dejected

振り返る ふりかえる furikaeru

to turn one's head, to 
look over one's 

shoulder
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横切る よこぎる yokogiru
to cut across, get 

across

何者か なにものか nani mono ka someone

叫ぶ さけぶ sakebu
to shout, to cry、

shriek

グランド ぐらんど gurando
school yard, school 

grounds

校舎 こうしゃ kōsha school building

引っ張る ひっぱる hipparu
to pull, to draw, to 

drag

何も言ず なにもいわず nanimo iwazu
without saying 

anything

強引に ごういんに gōin ni forcibly, by force

半ば なかば nakaba halfway, partly

つかむ つかむ tsukamu
to grab, to hold, to 

clutch; V1

手首 てくび tekubi wrist

そのとき そのとき sono　toki
at that time, at that 

moment

首 くび kubi

neck,  head (used 
when the head is 
detached from the 

body)

寄っていく よっていく yotte iku drop in, stop by

現れる あらわれる arawareru
to appear, to 

become visible

取ろうとする とろうとする torou to suru
try to take, going to 

take

開けようとする あけようとする akeyou to suru
try to open, going to 

open

あご あご ago chin, jaw

おでこ おでこ o-deko brow, forehead
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影 かげ kage shadow

咄嗟に とっさに tossa ni
at once, right away, 

promptly

傾げる かしげる kashigeru
to lean, to incline, to 

tilt

苦しそうに くるししょうに kurushisō ni seemingly painful

覗きこんでみる のぞきこんでみる nozoki konde miru try to look in(to)

運転席側のドア
うんてんせきがわの

ドア
untensekigawa no 

doa driver's side door

どうやら どうやら dōyara
it seems like, 

somehow or other

叩く たたく tataku to strike, to beat

閉める しめる shimeru to close (door)

トイレの個室 といれのこしつ toire no koshitsu bathroom stall

学校 がっこう gakkō school

降りる おりる oriru
to get off、get out of 
(car, bus, escalator)

混む こむ komu to be crowded;V1

結構 けっこう kekkō
well enough, pretty 

(adv)

道路 どうろ dōro highway

やってくる やってくる yatte kuru pull up to, approach

深夜 しんや shinya late at night

期待できそうだ きたいできそうだ kitai dekisō da
(idiom) should be 

better (than last time)

病院 びょういん byōin hospital

変わった かわった kawatta unusual, peculiar,

多数 たすう tasū
countless, great 

number

目撃者 もくげきしゃ mokugekisha eye-witness
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心霊 しんれい shinrei departed soul

建物 たてもの tatemono building

探し始める さがしはじめる sagashi hajimeru
start searching, start 

looking for

意外に いがいに igai ni surprisingly

職員室 しょくいんしつ shokuinshitsu staff room

理科室 りかしつ rikashitsu
science room, lab 

room

教室 きょうしつ kyōshitsu classroom

別に何もない べつになにもない betsu ni nanimo nai nothing special

かろうじて かろうじて karōjite
barely, narrowly, just 

manage to do st,

下駄箱 げたばこ getabako shoe rack

開けて入る あけてはいる akete hairu
to open (the door) 

and go inside

裏に回る うらにまわる ura ni mawaru
go around to the 

other side

開く あく aku
to open, to become 

open

駄目 だめ dame no way

や や ya

sentence final 
particle used to 

dismiss something, 
like 'whatever'

ぜ ぜ ze
sentence final 

particle (mainly male)

廃校 はいこう haikō
shutting down a 

school

SAMPLE SENTENCES
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後ろから声が聞こえたので、振り返った。
Ushiro kara koe ga kikoeta no de furikaetta.

 
I turned around because I heard a voice behind 
me.

車のハンドルをつかんだ。
Handoru o tsukanda.

 
I grabbed the steering wheel.

手首を折りました。
Tekubi wo orimashita.

 
I broke my wrist.

学校に行きたくない。
Gakkō ni ikitakunai.

 
I don't want to go to school.

クリスマスの前はデパートが混みます。
Kurisumasu no mae wa depāto ga komimasu.

 
Department stores get crowded before Christmas.

深夜、女の人の悲鳴が聞こえた。
Shinya, onna no hito no himei ga kikoeta.

 
In the middle of the night, I heard a woman 
scream.

病院はどこですか。
Byōin wa doko desu ka.

 
Where is the hospital?

あの高い建物はなんですか。
Ano takai tatemono wa nan desu ka?

 
What's that tall building?

ここは教室です。
Koko wa kyōshitsu desu.

 
This is a classroom.

下駄箱に手紙を入れておく。
Getabako ni tegami o irete oku.

 
I put a letter in the shoe rack.



LESSON NOTES

Extra Fun #2
O-Bon Kaidan: The Highway Hag 

CONTENTS 

2 Kanji
4 Kana
7 English

10 Vocabulary
11 Sample Sentences

# 2 

COPYRIGHT © 2013 INNOVATIVE LANGUAGE LEARNING. ALL RIGHTS RESERVED.



JAPANESEPOD101.COM  EXTRA FUN #2 - O-BON KAIDAN: THE HIGHWAY HAG 2

KANJI

1. 道路婆

2. 牛島とジュンは仕事帰り。夜八時頃、暗い山の中を走っていた。

3. 牛島: いやー仕事おそくなってしまったわねぇ。

4. ジュン: そうですねぇ、もうだいぶ遅くなっちゃったし。早く帰りましょ

う。しかし、道に迷ってしまったみたいで、、、さっきもこの道、

通ったような。

5. 何処かから声: 「連れて行けや・・・」

6. 牛島: えっ、いまなんか言った？

7. ジュン: いいえ。。。。けど。。。

8. 牛島: ラジオか何かかな？

9. ジュン: 牛島さん、このラジオは壊れていますけど。。。

10. Trrrrrr

11. 牛島: はい。

12. 美樹: もしもし牛島さん。いまどちらですか?

13. 牛島: あなたの言われたとおりの道をまっすぐ帰って来てるところだけ

ど。

14. 美樹: 左側に林があって、右に小さな小川がありませんか。。。

CONT'D OVER
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15. 牛島: ん？暗いからわからないけど。。。あーそーそー。そんな感じ。

16. 美樹: 牛島さん、近くでガソリンスタンドみたいのとレストランみたいな

建物、見ませんでした。

17. 牛島: んん。。。。。あーっ！あれか。けど、つぶれてしまっているみた

いね。真っ暗よ。あれがどうしたの？。。。。

18. あれ、レストランの前に人が立ってるみたいだけど、、、、大丈夫かしらあの人。止まっ

てみましょう。

19. ジュン: あ、はい。。

20. 美樹: だめ！早く逃げて！！！！！！！

21. 牛島: えっ？！。。。とっ止まらないで！！！！

22. 牛島: なんなのあの子は。びっくりするじゃない。

23. ジュン: 牛島さん・・・まずいです。付いて来てますよ。乗っていますよ。

24. 牛島: はっ？

25. ジュンは前を見たまま運転をし続けた。どうやら後ろを見たくないかのようだ。牛島はミ

ラーを見ると、トランクの荷台にやせた白髪の老婆がうしろから運転手のジュンをジーと

見つめていた。次の瞬間、

26. （誰かが車の屋根をたたく）

27. ジュン: ！！！！

28. 牛島: ひっ！！！なに！？上に誰か居るわ！

CONT'D OVER
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29. 彼らはひたすら車を走らせ続けた。しばらく走っているうちに、車を叩く音はなくなって

いた。

30. しばらくすると、検問で警官がジュンたちの車を止めた。

31. 警官: ちょっとスピード出しすぎですねぇ。

32. 牛島: 。。。はい。。。すみません。

33. 警官: 誰か車の上に乗ってたんですか？足あとがたくさん付いてるけど。

34. 牛島: えっ、いや、いいえ。。。

35. 警官: それじゃぁ、安全運転でお願いしますよ。

36. 牛島: はい、すみません。

37. そしてようやく、牛島とジュンは東京に帰ってきた。

38. 次の日の朝、

39. 美樹: 牛島さん、何かおかしなこと起こりませんでしたか？

40. 牛島: いやー、ちょっとね。。。

41. 美樹: 牛島さん。実はね、私たちが話しているとき、変な声が電話から聞

こえてたんですよ。。。。「こいつらは生きて返さないよ」って。

KANA

1. どうろばば

CONT'D OVER
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2. うしじまとジュンはしごとかえり。よるはちじころ、くらいやまのなかをはしっていた。

3. うしじま: いやーしごとおそくなってしまったわねぇ。

4. ジュン: そうですねぇ、もうだいぶおそくなっちゃったし。はやくかえりま

しょう。しかし、みちにまよってしまったみたいで、、、さっきも

このみち、とおったような。

5. どこかからこえ: 「つれていけや・・・」

6. うしじま: えっ、いまなんかいった？

7. ジュン: いいえ。。。。けど。。。

8. うしじま: ラジオかなんかかな？

9. ジュン: うしじまさん、このラジオはこわれていますけど。。。

10. Trrrrrr

11. うしじま: はい。

12. みき: もしもし、うしじまさん。いまどちらですか?

13. うしじま: あなたのいわれたとおりのみちをまっすぐかえってきてるところだ

けど。

14. みき: ひだりがわにはやしがあって、みぎにちいさなおがわがありません

か。。。

15. うしじま: ん？くらいからわからないけど。。。あーそーそー。そんなかん

じ。

CONT'D OVER
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16. みき: うしじまさん、ちかくでガソリンスタンドみたいのとレストランみ

たいなたてもの、みませんでした。

17. うしじま: んん。。。。。あーっ！あれか。けど、つぶれてしまっているみた

いね。まっくらよ。あれがどうしたの？。。。。あれ、レストラン

のまえにひとがたってるみたいだけど、、、、だいじょうぶかしら

あのひと。とまってみましょう。

18. ジュン: あ、はい。。

19. みき: だめ！はやくにげて！！！！！！！

20. うしじま: えっ？！。。。とっとまらないで！！！！

21. うしじま: なんなのあのこは。びっくりするじゃない。

22. ジュン: うしじまさん・・・まずいです。ついてきてますよ。のっています

よ。

23. うしじま: はっ？

24. ジュンはまえをみたままうんてんをしつづけた。どうやらうしろをみたくないかのよう

だ。うしじまはミラーをみると、トラックのにだいにやせたしらがのろうばがうしろから

うんてんしゅのジュンをジーとみつめていた。つぎのしゅんかん、

25. （だれかがくるまのやねをたたく）

26. ジュン: ！！！！

27. うしじま: ひっ！！！なに！？うえにだれかいるわ！

CONT'D OVER
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28. かれらはひたすらくるまをはしらせつづけた。しばらくはしっているうちに、くるまをた

たくおとはなくなっていた。

29. しばらくすると、けんもんでけいかんがジュンたちのくるまをとめた。

30. けいかん: ちょっとスピードだしすぎですねぇ。

31. うしじま: 。。。はい。。。すみません。

32. けいかん: だれかくるまのうえにのってたんですか？あしあとがたくさんつい

てるけど。

33. うしじま: えっ、いや、いいえ。。。

34. けいかん: それじゃぁ、あんぜんうんてんでおねがいしますよ。

35. うしじま: はい、すみません。

36. そしてようやく、うしじまとジュンはとうきょうにかえってきた。

37. つぎのひのあさ、

38. みき: うしじまさん、なにかおかしなことおこりませんでしたか？

39. うしじま: いやー、ちょっとね。。。

40. みき: うしじまさん。じつはね、わたしたちがはなしているとき、へんな

こえがでんわからきこえてきたんですよ。。。。「こいつらはいき

てかえさないよ」って。

ENGLISH

CONT'D OVER
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1. Jun-san &Ushijima-san returning home after work. Around 8 P.M. they were driving 
through a  mountain.

2. USHIJIMA: Ugh, today turned out to be a long one, huh?

3. JUN: Yeah, it's already really late. We should get home soon.  But it 
seems like we've lost our way. I feel like we were just here a minute 
ago.

4. A VOICE FROM 
SOMEWHERE:

“Take me….”

5. USHIJIMA: What? Did you just say something?

6. JUN: No… but….

7. USHIJIMA: Could it be the radio?

8. JUN: This radio is broken, Ms. Ushijima...

9. Trrrrrrrr

10. USHIJIMA: Hello?

11. MIKI: Hello? Ms. Ushijima? Where are you right now?

12. USHIJIMA: The road we told by you to take, we're heading straight home on it 
now, but...

13. MIKI: On the left hand side there's a thicket, and on the right hand side 
there's a creek, right?

14. USHIJIMAN: Mmmm.... I'm not sure 'cuz it’s dark out there… Oh, yeah, yeah, 
yeah, it's like that.

CONT'D OVER
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15. MIKI: Ushijima-san, did you see any building like a gas station and 
restaurant around there?

16. USHIJIMA: Hmmmmmm...  Oh, there!  But it looks all run down.  It’s pitch black. 
What’s up with that anyway?  Hmmmmm....   there!  It looks like 
there a person standing in front of the restaurant.  I wonder if they're 
OK...  We should stop here.

17. JUN: OK.

18. MIKI: NO!!!!!!!  Get outta there!!!!

19. USHIJIMA: What!?  Don’t stop!!!!!

20. USHIJIMA: What’s the wrong with that girl? That was frightening, wasn't it?

21. JUN: Ushijima-san… this isn't good… it's riding with us… it got on board!

22. USHIJIMA: Huh??

23. Jun kept driving looking ahead. When Ushijima looked at the side view mirror, there was 
a thin old woman with white hair staring at Jun from the truck rack.  The next instant,

24. (banging on the car roof)

25. JUN: Oh!

26. USHIJIMA: WHAT?! Someone's on the roof!!

27. They kept driving like crazy. As they kept speeding, the sound of banging on the car went 
away.

28. Shortly thereafter, the police stopped them at a checkpoint.

CONT'D OVER
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29. POLICE: You folks were speeding a bit there.

30. USHIJIMA: Yeah… sorry…

31. POLICE: Did anyone get on the roof? There're a lot of foot prints.

32. USHIJIMA: Uh, no.  No, sir.

33. POLICE: All right. Well, please drive safely.

34. USHIJIMA: Yes sir, we're sorry..

35. At last, Ushijima and Jun got back to Tokyo.

36. The next morning,

37. MIKI: Ms. Ushijima, did anything strange happen?

38. USHIJIMA: No… well, something...

39. MIKI: Ushijima-san, actually, when we were talking, I heard a strange 
voice on the phone... I could hear it say, “They won't come back 
alive...”

VOCABULARY

Kanji Kana Romaji English

道路 どうろ dōro road, highway

おかしなこと おかしなこと okashina koto strange thing

安全運転 あんぜんうんてん anzenunten safe driving

足あと あしあと ashiato footprints
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警官 けいかん keikan policeman

検問 けんもん kenmon
inspection, 

examination

叩く たたく tataku to strike, to clap

ひたすら ひたすら hitasura single-mindedly

瞬間 しゅんかん shunkan moment, second

見つめる みつめる mitsumeru to stare at

白髪 しらが shiraga
white or grey hair 

(gray)

荷台 にだい nidai
(truck) load-carrying 

tray

つぶれる つぶれる tsubureru to go bankrupt

壊れている こわれている kowarete iru broken

連れて行く つれていく tsurete iku to take someone; V1

迷う まよう mayou to lose one's way

婆 ばば baba old woman

返す かえす kaesu to return something

SAMPLE SENTENCES

車の検問が面倒くさい。
Kuruma no kenmon ga mendōkusai.

 
Traffic checks are a pain.

その犬は、何かを言いたそうに、僕の目を
見つめた。
Sono inu wa, nani ka o iitasō ni, boku no me o 
mitsumeta.

 
That dog stared at me as if it wanted to say 
something.

父の会社が不景気でつぶれた。
Chichi no kaisha ga fukeiki de tsubureta.

 
My father's company went under due to the 
recession.

私を病院に連れて行ってください。
Watashi o byōin ni tsurete itte kudasai.

 
Please take me to the hospital.
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借りたお金を返す。
Karita o-kane o kaesu.

 
I return the money that I borrow.
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KANJI

1. 私は大学を卒業し、今の事務所に勤めています。

2. この不景気の中、

3. なかなかいい物件に当たらないとお嘆きのあなたに

4. 私から物件選びのアドバイスを一つ．．．

5. 噂のある部屋を選んでは？

6. よく、やすい物件には必ず何かうらがある。

7. たとえば、その部屋で自殺者が出たとかお化けが出るとかって．．．

8. うわさでよくいってますよね。

9. 友人から結構　頼まれるんです。

10. 安くて　いい物件があったら教えてくれって．．．

11. 友人の一人にこんな予算じゃとても一軒家なんて借りれないよ

12. と言うような無理な注文をされて、さすがに断りました。

13. 友人も、そうだよなといって引き下がりました。

14. でもしばらくして電話がありました。

15. 『あの値段で一軒家を借りたよ！！』って　　　　　　　　　　　　　　　　　

16. 都内では考えられないような家賃だったそうです。

CONT'D OVER
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17. 普通の家では．．．．

18. その友人から連絡がありました。

19. その友人の第一声は

20. 『おかしいんだよ．．．』　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

21. 話を聞いてみると、こういうことでした。

22. 引っ越しの荷物を運び終えたとき、

23. 電話のわきに青いクレヨンがおいてあるのに気づいた。

24. 特に気にもとめず、引っ越しを手伝ってくれた仲間と

25. 一緒に飲んで、そのまま雑魚寝したそうです。

26. すると、その家に泊まった人間がみんなおかしな事を言う。

27. 夜中に誰かが壁をたたいてうるさくて眠れなかったとか、

28. 子供が騒いでいたとか。

29. 昼間ならともかく真夜中にそんなことは．．．

30. 私が、その家に駆けつけ、家の中に入ってから訳の分からない違和感を覚え、そして、

31. すぐに気づきました。

32. 外から見た間取りだと、一部屋足りない。

CONT'D OVER
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33. どう考えても、奥に一部屋あるはずだ。

34. 友人と二人で、真新しい壁を崩してみたところ

35. 思っていたとおり奥にはもう一つ部屋がありました。

36. 中に入ってみると

37. 壁じゅうに

38. 「だして　だして　おとうさんだして　おとうさんだして　おとうさんだして　おとうさ

んだして」　　　　　　　　　　　　

39. と青いクレヨンで書いてあったのです。

KANA

1. わたしはだいがくをそつぎょうし、いまのじむしょにつとめています。

2. このふけいきのなか、

3. なかなかいいぶっけんにあたらないとおなげきのあなたに

4. わたしからぶっけんえらびのアドバイスをひとつ．．．

5. うわさのあるへやをえらんでは？

6. よく、やすいぶっけんにはかならずなにかうらがある。

7. たとえば、そのへやでじさつしゃがでたとかおばけがでるとかって．．．

CONT'D OVER
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8. うわさでよくいってますよね。

9. ゆうじんからけっこう　たのまれるんです。

10. やすくて　いいぶっけんがあったらおしえてくれって．．．

11. ゆうじんのひとりにこんなよさんじゃとてもいっけんやなんてかりれないよ

12. というようなむりなちゅうもんをされて、さすがにことわりました。

13. ゆうじんも、そうだよなといってひきさがりました、

14. でもしばらくしてでんわがありました。

15. 『あのねだんでいっけんやをかりたよ！！』って　　　　　　　　　　　　　　　　　

16. とないではかんがえられないようなやちんだったそうです。

17. ふつうのいえでは．．．．

18. そのゆうじんかられんらくがありました。

19. そのゆうじんのだいいっせいは

20. 『おかしいんだよ．．．』　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

21. はなしをきいてみると、こういうことでした。

22. ひっこしのにもつをはこびおえたとき、

23. でんわのわきにあおいクレヨンがおいてあるのにきづいた。

CONT'D OVER
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24. とくにきにもとめず、ひっこしをてつだってくれたなかまと

25. いっしょにのんで、そのままざこねしたそうです。

26. そのいえにとまったにんげんがみんなおかしなことをいう。

27. よなかにだれかがかべをたたいてうるさくてねむれなかったとか、

28. こどもがさわいでいたとか。

29. ひるまならともかくまよなかにそんなことは．．．

30. わたしが、そのいえにかけつけ、いえのなかにはいってからわけのわからないいわかんを

おぼえ、そして、すぐにきづきました。

31. そとからみたまどりだと、ひとへやたりない。

32. どうかんがえても、おくにひとへやあるはずだ。

33. ゆうじんとふたりで、まあたらしいかべをくずしてみたところ

34. おもっていたとおりおくにはもうひとつへやがありました。

35. なかにいっってみると

36. かべじゅうに

37. 「だして　だして　おとうさんだして　おとうさんだして　おとうさんだして　おとうさ

んだして」　　　　　　　　　　　　

38. とあおいクレヨンでかいてあったのです。

ENGLISH

CONT'D OVER
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1. Since I graduated college, I've been working at my present company.

2. In this recession, I'll give some advice to you guys who are trying to find reasonable real-
estate properties but complaining (about the high prices).

3. How about choosing a place with a bad reputation?

4. As a rule, cheap real-estate will always have a few skeletons in the closet.

5. Like someone killed themselves in that room or it's haunted or something...

6. Everyone says things like that...

7. You see, I was asked this by my friends quite a lot.

8. "If you have a good cheap place, let me know!" they'd say.

9. One time I refused a request from one of my friends who wanted to rent on such a tight 
budget.

10. He said "yeah, I know, it's impossible…."

11. But a few days later I got a call from him.

12. "I rented a HOUSE for that price!!" he told me.

13. In Tokyo, everybody knows that's an inconceivable price.

14. Not for a normal house...

15. I got a call from him again, and the first thing he said was,

CONT'D OVER
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16. "It’s crazy here…."

17. I tried to ask him about, and he told me something like this.

18. When he finished transporting his moving boxes, he noticed a single blue crayon beside 
the phone.

19. Without paying much attention to it, he started drinking with his friends who'd helped him 
move and, huddled up in a pile, it seems they fell asleep.

20. The guys who stayed the night in that house all say strange things,

21. like, in the dead of night, someone was banging on the walls loudly so they couldn't 
sleep,

22. and a child was making a ruckus.

23. If it's daytime this kind of thing can happen, but in the dead of night...?

24. I hurried over to the house and remember an inexplicable uneasiness after going inside 
the house, and then immediately I realized something.

25. As compared to looking from the outside, one room was missing from the layout (on the 
inside).

26. No matter how you analyze it, that room SHOULD HAVE BEEN in the back.

27. My friend and I tore down the brand new wall and as I suspected, we found one more 
room.

28. We entered the room and on the walls....

29. "Daddy, let me out!"

CONT'D OVER
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30. was written with a blue crayon.

VOCABULARY

Kanji Kana Romaji English

勤める つとめる tsutomeru
to work for, to serve, 

to fill a post;V2

気にとめる きにとめる ki ni tomeru take a notice

雑魚寝 ざこね zakone
sleeping together in 

a huddle

泊まる とまる tomaru to stay at (e.g., hotel)

おかしな おかしな okashina ridiculous

騒ぐ さわぐ sawagu
to make noise, to 
kick up a fuss;V1

駆けつける かけつける kaketsukeru to run to

訳 わけ wake reason

違和感 いわかん iwakan
uncomfortable 

feeling

間取り まどり madori plan of a house

崩す くずす kuzusu to destroy

真新しい まあたらしい maatarashii brand new

第一声 だいいっせい daiissei first speech

家賃 やちん yachin rent

不景気 ふけいき fukeiki business recession

物件 ぶっけん bukken property,real estate

嘆き なげき nageki grief, lamentation

噂 うわさ uwasa rumor

裏がある うらがある ura ga aru there is a flip side
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自殺者 じさつしゃ jisatsusha
person who commits 

suicide

予算 よさん yosan budget

一軒家 いっけんや ikkenya
single or detached 

house

無理 むり muri
unreasonable, 

impossible

さすがに さすがに sasugani as is to be expected

引き下がる ひきさがる hikisagaru to withdraw, to leave

奥 おく oku inner part

SAMPLE SENTENCES

私は病院に勤めています。
Watashi wa byōin ni tsutomete imasu.

 
I work at a hospital.

一泊10万円のホテルに泊まったことがあ
る。
Ippaku jū-man-en no hoteru ni tomatta koto ga 
aru.

 
I have stayed at a hotel that cost 100,000 yen 
per night.

彼は酔って、騒いだ。
Kare wa yotte, sawaida.

 
He got drunk and kicked up a fuss.

うそをついた訳を教えてほしい。
Uso o tsuita wake o oshiete hoshii.

 
I want you to tell me the reason you lied.

現在、世界中が不景気だ。
Genzai sekaijū ga fukeiki da.

 
The world market is in a depression now.

悪い噂を耳にした。
Warui uwasa o mimi ni shita.

 
I heard a bad rumor.

彼のサッカーのうまさは、さすがです。
Kare no sakkā no umasa wa, sasuga desu.

 
He is as good at football as I expected.
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KANJI

1. Mina-san, this story has 95 audio lines associated with it.  Depending on your internet 

connection, it may take a long time for the page to completely load.  Once the page is 

completely loaded, all the Line By Line Audio should play fine!

2. タケとサヤカは付き合い始めて、1ヶ月。だが、会社の人間は二人が付き合っているのは

知らなかった。

3. ある日、デートの帰り、

4. タケ: いやー、今日は飲んじゃったねー。

5. サヤカ: うん、そうねぇ。ちょっと酔っ払っちゃった。ねぇ、これから、う

ちに寄って行かない？

6. タケ: えっ、本当に？良いの？んじゃ、ちょっとだけ。

7. サヤカ: いまお茶入れるから待っててねー

8. タケ: おう、サンキュー！（今日はここに泊まることになりそうだな

ぁ。）

9. サヤカ: あのね、この部屋に男の人が来るの、あなたが始めてよ。今まで誰

も入れたこと無いの。

10. タケ: あ、そうなの？！（いやー、でもさっきから、なんかいやな感じが

するんだよなー。誰かににらまれてるって言うか、ここにいちゃい

けないような。。。）

11. うわっ!

12. ふとタンスの上を見ると、そこ  には着物を着た女の子の日本人形が置いてあった。

CONT'D OVER
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13. タケ: （そうかー、こいつかぁ。この人形がさっきからずーっと俺のこと

にらんでたのかぁ。）

14. 日本人形はジーっと、タケのことをにらんでいた。

15. タケ: なぁ、この人形ってさ、目が動いたり、口が動いたりする人形？

16. サヤカ: そんなことできないわよ。普通の人形よ。

17. タケ: そうか？さっきから、すごい顔で俺のことにらんでるんだよ。

18. サヤカ: うそー、にらんでないわよ。

19. タケ: いや、本当なんだよ、歯をむいてこっちにらんでんだよ。

20. サヤカ: ほらー、この人形、歯なんてないから。

21. タケ: えー。。。あれ、変だなぁ。でも気味悪いなぁ。よくこんな人形と

一緒に入れるなぁ。おれだったら、どっかに持って行って捨てちゃ

うよ。この人形さぁ、捨てた方が良いよ。

22. サヤカ: だめよ、お姉ちゃんからもらったんだから。

23. タケ: へぇーお姉さんいるの？

24. サヤカ: うん。けれど、私が四年生のときに亡くなっちゃったんだけどね。

六つ年上の高校一年生だったの。

25. 二人が話しをしていると、タケが帰れる時間ではなくなったので、サヤカの家に泊まるこ

とになった。布団を敷き電気を消し、二人は横になった。

26. タケ: うううぅぅっっ！！！痛い痛い！！！

CONT'D OVER
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27. サヤカ: どうしたの？！

28. タケがふとタンスの上を見ると、人形はタケをジーっと歯をむいてにらんでいた。

29. タケ: あの人形だよ、あの人形に腕をかまれた！！

30. サヤカ: えっ。。そんなことするはずないじゃん。

31. タケ: 本当なんだよ！あいつが噛んだんだよ！いてーっ

32. 確かに腕には小さな歯の跡のようなものが残っていた。そして、人形の口元には赤い血の

ような物がついていた。

33. タケ: うー、気味悪い。なぁ、まずいよこの人形。やっぱ捨てた方が良い

よ。。。

34. サヤカ: うーん。。。。

35. その夜、タケはなかなか寝れず朝を迎えた。

36. その後、タケはサヤカを避けるようになった。あの日本人形が怖いのと、その人形と暮ら

しているサヤカのことが気味悪くなってしまったのだ。

37. それから、2週間後くらいのことである。

38. ミキ: サヤカねぇ、今悩んでんのよ。

39. タケ: ふーんどうして

40. ミキ: サヤカのところにさぁ、古い日本人形があるの。この人形ってのが

さ、サヤカが親しくなった男の子を連れてくると悪さをするんだっ

て。それで、連れてきた男の子はみんな逃げちゃうんだって。

CONT'D OVER
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41. タケ: あっ、そう、へぇー（あれ、確か、俺しかサヤカの部屋に入ってな

いはずじゃなかったっけ？いい加減な女だなぁー）

42. ミキ: でね、前の彼氏がね、人形に腕かまれて、人形捨てちゃえって言っ

てたんだけど、捨てられなかったんだって。でね、今度の彼氏を連

れてきたいんだけど、人形が悪さしたらど　うしようって、心配な

んだって。　

43. タケ: あ、そう、へぇー（あれ、付き合い止めたなんていってないのに、

俺はもう前の彼氏か？！まったく！！！）　　

44. 　

45. ミキ: いやね、お姉さんが亡くなる前にくれたらしいんだけどね。彼女か

らしてみれば、お姉さんの身代わりみたいなものなのよー。でね、

顔がお姉さんに似ているんだってさ。

46. タケ: そうか。いやーでもそういうの持っていないほうが良いなぁ、お寺

か神社で始末した方が良いんじゃないか？

47. ミキ: じゃあ、ちょっと電話かけてみる。

48. サヤカ: あ、もしもし？みき？

49. ミキ: 人形のことなんだけど、やっぱ神社かお寺に持っていったほうが良

いんじゃない？

50. サヤカ: そうよねぇ、私もちょうどそう思ってたところ。仕事から帰ってく

ると、朝と違う位置に人形がおいてあったり、形が違ってたりする

のよ。私がいない間に、勝手に人形が歩き回ってるみたいなの。や

っぱり、お寺か神社に持っていこうと思って。

CONT'D OVER
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51. ミキ: そうね、その方が良いわよ。

52. サヤカ: うん。。。。。。やだぁ、この子にらんでるっ！！

53. ミキ: もしもし、もしもし？！大丈夫？！

54. サヤカ: うん、大丈夫。。。

55. ミキ: すぐにでもお寺か神社に行きましょ！

56. ミキ: ねぇ、悪いんだけどさ、あの子、神社に人形を預けるって言うんだ

けど、手伝ってくれない？

57. タケ: あぁ、、、、んん、まぁ良いよ。

58. その週末、タケ、サヤカ、ミキの三人はタケの車でお寺に行くことになった。ダンボール

に人形を入れ、サヤカが抱きかかえるようにして持っていた。

59. タケ: んじゃ、出発しようか。

60. サヤカ: ねぇ、、、ねぇ、人形が外に出たがって暴れてるの！がたがた音が

してる。。

61. タケ: 違うよ！車運転してるからさ、それでゆれてるんだよ。

62. サヤカ: でも、出たがってる。。。

63. サヤカ: ねぇ、、、、あのねぇ、出してー出してーって声聞こえない？人形

が言ってるんだけど。。。

64. タケ: 言ってないよそんなこと！！

CONT'D OVER
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65. サヤカ: ほらぁ、言ってる。。。出してー！。。。。。出して

ー！！！。。。。出してー！！！！！。。。出してー！！！！！！

66. タケ: 待てよ、いま車止めるから。

67. サヤカ: 出してー！！！！出してー！！！！ねぇ、ここから早く出して

ー！！！！出してー！！！！

68. サヤカはそう叫びながら、ダンボールの箱を開けようとした。

69. タケ: お前何やってるんだよ？！

70. タケはサヤカの手を押さえようとすると、サヤカはタケの腕に噛み付こうとした。

71. タケ: うわっ！！

72. ダンボールには小さな穴が開いていた、すると穴の中から。。。。

73. 人形（サヤカ）: 早く出してーーー。。。

74. タケとミキは怖くなり外に飛び出した。

75. タケ: はぁはぁはぁ、、あいつ大丈夫かな。。。

76. ミキ: はぁはぁはぁ、、、、うん、、、行ってみよう。

77. サヤカは気を失っているようだった。

78. タケ: よし、今のうちに神社に行ってしまおう。。

79. お寺に着くと三人はお祓いをしてもらい、寺の住職に人形を預けた。

CONT'D OVER
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80. 寺の住職: この人形の魂を抜いて、二度と戻れないようにすべて焼き尽くして

しまいましょう。。。

81. ★稲川淳二作

KANA

1. タケとサヤカはつきあいはじめて、いっかげつ。だが、かいしゃのにんげんはふたりがつ

きあっているのはしらなかった。

2. あるひ、デートのかえり、

3. タケ: いやー、きょうはのんじゃったねー。

4. サヤカ: うん、そうねぇ。ちょっとよっぱらっちゃった。ねぇ、これから、

うちによっていかない？

5. タケ: えっ、ほんとうに？いいの？んじゃ、ちょっとだけ。

6. サヤカ: いまおちゃいれれるからまっててねー

7. タケ: おう、サンキュー！（あはは、きょうはここにとまることになりそ

うだなぁ。）

8. サヤカ: あのね、このへやにおとこのひとがくるの、あなたがはじめてよ。

いままでだれもいれたことないの。

9. タケ: あ、そうなの？！

10. （いやー、でもさっきから、なんかいやなかんじがするんだよなー。だれかににらまれて

るっていうか、ここにいちゃいけないような。。。）

CONT'D OVER
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11. ふとタンスのうえをみると、そこにはきものをきたおんなのこのにほんにんぎょうがおい

てあった。

12. タケ: うわっ。。

13. （そうかー、こいつかぁ。このにんぎょうがさっきからずーっとおれのことにらんでたの

かぁ。）

14. にほんにんぎょうはジーっと、タケのことをにらんでいた。

15. タケ: なぁ、このにんぎょうってさ、めがうごいたり、くちがうごいたり

するにんぎょう？

16. サヤカ: そんなことできないわよ。ふつうのにんぎょうよ。

17. タケ: そうか？さっきから、すごいかおでおれのことにらんでるんだよ。

18. サヤカ: うそー、にらんでないわよ。

19. タケ: いや、ほんとうなんだよ、はをむいてこっちにらんでんだよ。

20. サヤカ: ほらー、このにんぎょう、はなんてないから。

21. タケ: えー。。。あれ、へんだなぁ。でもきみわるいなぁ。よくこんなに

んぎょうといっしょにいれるなぁ。おれだったら、どっかにもって

いってすてちゃうよ。このにんぎょうさぁ、すてたほうがいいよ。

22. サヤカ: だめよ、おねえちゃんからもらったんだから。

23. タケ: へぇーおねえさんいるの？

CONT'D OVER
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24. サヤカ: うん。けれど、わたしがよねんせいのときになくなっちゃったんだ

けどね。むっつとしうえのこうこういちねんせいだったの。

25. ふたりがはなしをしていると、タケがかえれるじかんではなくなったので、サヤカのいえ

にとまることになった。ふとんをしきでんきをけし、ふたりはよこになった。

26. タケ: うううぅぅっっ！！！いたいいたい！！！

27. サヤカ: どうしたの？！

28. タケがふとタンスのうえをみると、にんぎょうはタケをジーっとはをむいてにらんでい

た。

29. タケ: あのにんぎょうだよ、あのにんぎょうにうでをかまれた！！

30. サヤカ: えっ。。そんなことするはずないじゃん。

31. タケ: ほんとうなんだよ！あいつがかんだんだよ！いてーっ

32. たしかにうでにはちいさなはのあとのようなものがのこっていた。そして、にんぎょうの

くちもとにはあかいちのようなものがついていた。

33. タケ: うー、きみわるい。なぁ、まずいよこのにんぎょう。やっぱすてた

ほうがよいよ。。。

34. サヤカ: うーん。。。。

35. そのよる、タケはなかなかねれずあさをむかえた。

36. そののち、タケはサヤカをさけるようになった。あのにほんにんぎょうがこわいのと、そ

のにんぎょうとくらしているサヤカのことがきみわるくなってしまったのだ。

CONT'D OVER
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37. それから、2しゅうかんごくらいのことである。

38. ミキ: サヤカねぇ、いまなやんでんのよ。

39. タケ: ふーんどうして

40. ミキ: サヤカのところにさぁ、ふるいにほんにんぎょうがあるの。このに

んぎょうってのがさ、サヤカがしたしくなったおとこのこをつれて

くるとわるさをするんだって。それで、つれてきたおとこのこはみ

んなにげちゃうんだって。

41. タケ: あっ、そう、へぇー（あれ、たしか、おれしかサヤカのへやにはい

ってないはずじゃなかったっけ？いいかげんなおんなだなぁー）

42. ミキ: でね、まえのかれしがね、にんぎょうにうでかまれて、にんぎょう

すてちゃえっていってたんだけど、すてられなかったんだって。で

ね、こんどのかれしをつれてきたいんだけど、にんぎょうがわるさ

したらどうしようって、しんぱいなんだって。

43. タケ: あ、そう、へぇー（あれ、つきあいやめたなんていってないのに、

おれはもうまえのかれしか？！まったく！！！）

44. で、どんなにんぎょうなの？

45. ミキ: いやね、おねえさんがなくなるまえにくれたらしいんだけどね。か

のじょからしてみれば、おねえさんのみがわりみたいなものなのよ

ー。でね、かおがおねえさんににているんだってさ。

46. タケ: そうか。いやーでもそういうのもっていないほうがいいなぁ、おて

らかじんじゃでしまつしたほうがいいんじゃないか？

CONT'D OVER
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47. ミキ: じゃあ、ちょっとでんわかけてみる。

48. もしもしサヤカ？

49. サヤカ: あ、もしもし？みき？

50. ミキ: にんぎょうのことなんだけど、やっぱじんじゃかおてらにもってい

ったほうがいいんじゃない？

51. サヤカ: そうよねぇ、わたしもちょうどそうおもってたところ。しごとから

かえってくると、あさとちがういちににんぎょうがおいてあった

り、かたちがちがってたりするのよ。わたしがいないまに、かって

ににんぎょうがあるきまわってるみたいなの。やっぱり、おてらか

じんじゃにもっていこうとおもって。

52. ミキ: そうね、そのほうがいいわよ。

53. サヤカ: うん。。。。。。やだぁ、このこにらんでるっ！！

54. ミキ: もしもし、もしもし？！だいじょうぶ？！

55. サヤカ: うん、だいじょうぶ。。。

56. ミキ: すぐにでもおてらかじんじゃにいきましょ！

57. ミキ: ねぇ、わるいんだけどさ、あのこ、じんじゃににんぎょうをあずけ

るっていうんだけど、てつだってくれない？

58. タケ: あぁ、、、、んん、まぁよいよ。

59. そのしゅうまつ、タケ、うしじま、ミキのさんにんはタケのくるまでおてらにいくことに

なった。ダンボールににんぎょうをいれ、サヤカがだきかかえるようにしてもっていた。

CONT'D OVER
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60. タケ: んじゃ、しゅっぱつしようか。

61. サヤカ: ねぇ、、、ねぇ、にんぎょうがそとにでたがってあばれてるの！が

たがたおとがしてる。。

62. タケ: ちがうよ！くるまうんてんしてるからさ、それでゆれてるんだよ。

63. サヤカ: でも、でたがってる。。。

64. サヤカ: ねぇ、、、、あのねぇ、だしてーだしてーってこえきこえない？に

んぎょうがいってるんだけど。。。

65. タケ: いっってないよそんなこと！！

66. サヤカ: ほらぁ、いってる。。。だしてー！。。。。。だして

ー！！！。。。。だしてー！！！！！。。。だしてー！！！！！！

67. タケ: まてよ、いまくるまどめめるから。

68. サヤカ: だしてー！！！！だしてー！！！！ねぇ、ここからはやくだして

ー！！！！だしてー！！！！

69. サヤカはそうさけびながら、ダンボールのはこをあけようとした。

70. タケ: おまえなにやってるんだよ？！

71. タケはサヤカのてをおさえようとすると、サヤカはタケのうでにかみつこうとした。

72. タケ: うわっ！！

73. ダンボールにはちいさなあながひらいていた、するとあなのなかから。。。。

CONT'D OVER
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74. にんぎょう（サヤ

カ）:

はやくだしてーーー。。。

75. タケとミキはこわくなりそとにとびだした。

76. タケ: はぁはぁはぁ、、あいつだいじょうぶかな。。。

77. ミキ: はぁはぁはぁ、、、、うん、、、いってみよう。

78. サヤカはきをうっているようだった。

79. タケ: よし、いまのうちにじんじゃにいってしまおう。。

80. おてらにつくとさんにんはおはらいをしてもらい、てらのじゅうしょくににんぎょうをあ

ずけた。

81. てらのじゅうしょく（よしかい）:このにんぎょうのたましいをぬいて、にどともどれない

ようにすべてやきづくしてしまいましょう。。。

82. ★いながわじゅんじさく

ENGLISH

1. Take and Sayaka have been dating for a month. But their colleagues didn't know that 
they were dating.  One day coming home from a date...

2. TAKE: Wow. Did we drink a lot today!

3. SAYAKA: We sure did. I'm pretty wasted. Hey, do you want to come over to my 
place?

4. TAKE: What? Really? Can I? Umm, OK.  Maybe for a short while.

CONT'D OVER
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5. SAYAKA: Can you wait a while. I'll make us some tea.

6. TAKE: Oh, thank you! (I think I'll be spending the night here today...)

7. SAYAKA: You know what? You're the first man to come to this apartment. I've 
never let anyone in.

8. TAKE: Oh, really?

9. (But I've been having a bad feeling about this for a while, as if someone is glaring at me 
or as if I shouldn't be here...)

10. When he looked up on top of Sayaka's chest of drawers, Take sees a traditional 
Japanese doll wearing a kimono.

11. TAKE: Oh, no. (I get it. It's the doll. That doll's been glaring at me since I 
came here...)

12. The doll continued glaring at Take.

13. TAKE: Hey. That doll. Is it one of those dolls that can move its eyes or 
mouth?

14. SAYAKA: No, it can't do those things. It's a normal doll.

15. TAKE: Really? It's been glaring at me with a scary look on its face since I 
came in.

16. SAYAKA: That's not true. It's not glaring at you.

17. TAKE: No really. It's been glaring at me with, showing its teeth.

18. SAYAKA: See. This doll doesn't even have teeth.

CONT'D OVER
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19. TAKE: What?...That's weird. But it's kind of creepy. How could you stay in 
the same apartment as this doll? I would just take it someplace and 
throw it away. You'd better get rid of this doll.

20. SAYAKA: I shouldn't. I got it from my older sister.

21. TAKE: Oh, you have a sister?

22. SAYAKA: Yes, well, she died when I was in fourth grade. She was six years 
older than me, so she was a freshman in high school (when she 
passed away).

23. As the two continued talking, Take's last train past. So they decided that Take would 
spend the night at Sayaka's. The two laid down their futons on the floor, turned off the 
lights and laid down.

24. TAKE: Uhh! Ouch! Ouch!

25. SAYAKA: What happened?

26. As Take looked at the top of the drawers, he saw the doll glaring straight at him with its 
teeth exposed.

27. TAKE: It's that doll. I got my arm bitten by that doll!

28. SAYAKA: What? ... It wouldn't do something like that.

29. TAKE: It's true! That thing bit me! Ouch!

30. And just as Take said. There was a small teeth mark on his arm. And the two noticed 
something red -- like blood -- on the doll's mouth.

31. TAKE: Yikes. This is creepy. This doll is really evil. You'd better get rid of it...

CONT'D OVER
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32. SAYAKA: Well...

33. That night, Take had trouble sleeping. But then came morning.

34. After that, Take began avoiding Sayaka. He had become scared of the doll and creeped 
out by Sayaka because she had no trouble living with a wicked doll.

35. About two weeks later...

36. MIKI: Something is troubling Sayaka.

37. TAKE: Why?

38. MIKI: She has an old Japanese doll that plays tricks on all the men that 
Sayaka befriends and takes to her home. And all the men run away 
from her because of that.

39. TAKE: Oh really? Hmmm... (Hey! Didn't she say that I was the only man 
who's been to her apartment? That woman isn't very sincere.)

40. MIKI: Her old boyfriend was bitten by the doll, and told her to throw it out. 
But she couldn't bring herself to do it. Now, she wants to bring her 
new boyfriend home, but is worried about what evil deeds the doll 
will do.

41. TAKE: Oh really. Hmmmmm... (What? We didn't say we were breaking up 
and I'm already an ex-boyfriend?! What is that?!) Well, what kind of 
doll is it?

42. MIKI: Well, apparently, Sayaka's sister gave it to her before she died. So 
Sayaka feels like it's a part of her sister. And the doll's face 
apparently looks like her sister.

43. TAKE: Really? Well, she shouldn't hold on to something like that. Maybe 
she should bring it to a temple or shrine and have them dispose of it.

CONT'D OVER
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44. MIKI: Well, let me call her.

45. MIKI: Hello? Sayaka?

46. SAYAKA: Hello, Miki?

47. MIKI: About your doll. Maybe you should bring it to a temple or shrine?

48. SAYAKA: I know. That's just what I was thinking. When I get home from work, I 
notice that the doll is standing someplace other than where it was 
earlier that day. And it's shaped differently, too. It's like the doll is 
walking around my house while I'm away. I think I should bring it to 
a temple or shrine.

49. MIKI: Yeah, that might be best.

50. SAYAKA: Uhhh...Oh no! The dolls is glaring at me!!

51. MIKI: Hello! Hello! Are you OK, Sayaka?

52. SAYAKA: Um. Yeah, I'm fine.

53. MIKI: Let's go to a temple or shrine right now!

54. MIKI: Take, I'm really sorry. But Sayaka says she's going to bring the doll 
to a shrine right now. Can you come and help?

55. TAKE: Ummm... I guess.

56. That weekend, Take, Sayaka and Miki decided to go to a temple in Take's car. They put 
the doll into a cardboard box, and Sayaka carried the box in her arms.

57. TAKE: Okay. Ready to go?

CONT'D OVER
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58. SAYAKA: Umm... The doll is kicking and struggling to get out of the box! I can 
hear the noise it's making.

59. TAKE: That can't be right. It's the shaking from the car.

60. SAYAKA: But it's trying to get out....

61. SAYAKA: Ummm...Can you hear the doll's voice saying, "Let me out. Let me 
out." The doll is talking...

62. TAKE: It's not saying that!!

63. SAYAKA: Look, it's talking...Let me out!..... Let me out!.......Let me out!.....Let me 
out!.......

64. TAKE: Just wait. I'll stop the car.

65. SAYAKA: Let me out!....Let me out!....Let me out!.... C'mon. Let me out!....Let 
me out!....

66. Sayaka continued screaming as she tried to open the box.

67. TAKE: What are you doing?

68. As Take tried to hold Sayaka's hand, Sayaka tried to bite Take's arm.

69. TAKE: Ouch!!

70. There was a small hole in the box, and from that hole,

71. DOLL (SAYAKA): Let me out, quickly!

72. Take and Miki got scared and ran out of the car.

CONT'D OVER
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73. TAKE: (huffing and puffing) Is she okay?

74. MIKI: (huffing and puffing) Yeah... let's go...

75. Sayaka seems to have lost consciousness.

76. TAKE: Alright. Let's go now, while she's unconscious...

77. When they reached the temple, the three had the priests ward off the evil spirits and gave 
the priest the doll.

78. PRIEST: Let's take the spirit out of this doll and and burn it completely so it 
can never return....

79. ★Story by Inagawa Junji

VOCABULARY

Kanji Kana Romaji English

付き合う つきあう tsukiau to go out with;V1

身代わり みがわり migawari substitute (for)

寺 てら tera temple

神社 じんじゃ jinja Shinto shrine

始末する しまつ　する shimatsu suru to dispose of

預ける あずける azukeru
to deposit, to give 

into custody

抱き抱える だきかかえる dakikakaeru
to hold, to embrace 

(in one's arms)

暴れる あばれる abareru to act violently

ダンボール だんぼーる danbōru carton case

気を失う きをうしなう ki o ushinau to black out
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お祓い おはらい oharai exorcism

住職 じゅうしょく jūshoku
chief priest (of a 
Buddhist temple)

いい加減 いいかげんな iikagen na irresponsible,vague

悩む なやむ nayamu
to be worried, to be 

troubled

避ける さける sakeru to avoid

酔っ払う よっぱらう yopparau to get drunk ;V1

寄る よる yoru to drop in

泊まる とまる tomaru to stay at (e.g., hotel)

みらむ にらむ niramu to glare at

たんす たんす tansu chest of drawers

日本人形 にほんにんぎょう nihon ningyō Japanese doll

むく むく muku to peel

気味悪い きみわるい kimi warui creepy, scary

亡くなる なくなる nakunaru to die

噛む かむ kamu to bite

跡 あと ato trace, tracks, mark

魂 たましい tamashii soul, spirit

SAMPLE SENTENCES

彼と私は３年付き合っています。
Kare to watashi wa san-nen tsukiatte imasu.

 
He and I have been going out for three years.

私は、銀行にお金を預けに行った。
Watashi wa, ginkō ni o-kane o azukeni itta.

 
I went to deposit my money at the bank.



JAPANESEPOD101.COM  EXTRA FUN #4 - HER DOLL 22

日本の大学生は、３年生になると、みんな
進路に悩む。
Nihon no daigakusei wa san-nensei ni naru to 
minna shinro ni nayamu.

 
Japanese university students worry about what 
they will do after graduation when they become a 
junior.

一度けんかを始めると大変なので、けんか
をできるだけ避ける。
Ichi-do kenka o hajimeru to taihen na no de 
kenka o dekiru dake sakeru.

 
Once a quarrel begins, it's very hard to put an 
end to it, so I try to avoid it as much as possible.

私の父は、酔っ払って、転んだ。
Watashino chichi wa yopparatte, koronda.

 
My father got drunk and fell.

みかんは、皮をむくと食べやすい。
Mikan wa, kawa o muku to tabe yasui.

 
Orange would be easy to eat when you peel from 
it.
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KANJI

1. 宏史: 私は、夢をみていました。

2. 私は夢をみている時に、たまに自分は「今、夢をみているんだ」とわかる事がありまし

た。

3. この時もそうです。

4. 私は薄暗い駅に一人いました。（駅のホーム）

5. アナウンス: まもなく、電車が来ます。

6. 白線の内側までお下がり下さい。

7. その電車に乗るとあなたは恐い目に遇いますよー（電車の来る音）

8. 宏史: 「変な夢だなぁ。

9. まぁ面白いから乗ってみるか。」

10. 宏史: 私は自分が夢をみているとわかる時だけ、自由に夢から覚める事が

出来ました。

11. 本当に恐くて堪られなければ、目を覚ませばいいと思ったのです｡

12. アナウンス: 出発しまーす。（電車が出発。）

13. 宏史: 「なんだよ、全然怖く無いじゃん。期待はずれだよ。」

14. アナウンス: 次は活けづくりー活けづくりです。

15. 宏史: 「え、魚の？？」（電車が止まる）（男の人が叫んでいる。）

CONT'D OVER
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16. 宏史: 「えっ？」

17. 宏史: 振り向くと電車の一番後ろに座っていた男の周りに四人のぼろきれ

のようなものを着た小人が群がっていました。（小人の声）

18. 小人は刃物で男の体を切り刻み、本当の魚の活け作りのようになってしまいました。

19. 男の体からは内臓がとりだされ床が血まみれになっていました。

20. 私のすぐ後ろには髪の長くて、顔色のわるい女性が座っていましたが、気にもとめない様

子で黙って前を見ていました。

21. 宏史: 「なんなんだよこれ？！本当に夢なのかぁ？！」

22. アナウンス: 次はえぐり出しー、えぐり出しでーす。

23. 女の人: （女性が叫ぶ。「長めで」）

24. 宏史: すると今度は二人の小人が現れ、ぎざぎざのスプーンで後ろの女性

の目を抉り出し始めました。

25. 女の人: ぎゃあああああぁぁぁっ！！！！！！

26. 宏史: 女性の顔はものすごい形相に変わり、大きな声で悲鳴を上げまし

た。

27. 目から眼球が飛び出しています。血と汗のにおいがしました。

28. 宏史: 「こんなの付き合ってらんないよ。。。

29. 次は俺の番だ。。。

CONT'D OVER
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30. どうしよ。けど俺には一体どんなアナウンスが流れるんだ？！」

31. 宏史: そこでアナウンスを確認してから逃げる事にしました

32. アナウンス: 次はひき肉ー、ひき肉でーす。

33. 宏史: 「ひき肉？！

34. こんなところにいられるか！！！

35. 夢よ覚めろ、覚めろ、、、覚めろ！！」

36. 宏史: いつも、こうすると夢が覚めます。

37. 宏史: 急に変な音が聞こえてきました。

38. 小人が私のひざに乗り、機械みたいなものを近づけてきました。私をミンチにする道具の

ようでした。（チェーンソウの音）

39. 宏史: 「夢よ覚めろ！夢よ覚めろ！覚めろ、覚めろ、覚めろ、覚めろ

ぉぉぉぉぉぉ！！！」（チェーンソウの音が突然消える）

40. 宏史: 「はっ！！！！」（夢から覚める）なんとか悪夢から抜け出すこと

ができました。

41. 全身汗でびしょびしょになり、目から涙が流れていました。

42. 宏史: （台所で水を飲む）「ゴクゴク。。。はぁ、すごいリアルだったけ

ど。。。あんなの夢だしな。。。もう忘れて寝よう。」

43. 宏史: 次の日友達に夢のことを話しましたが、みんなは面白がるだけでし

た。。

CONT'D OVER
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44. 宏史: それから四年が経ち、大学生になった私はこの出来事はすっかり忘

れていました。

45. そしてある晩、突然始まったのです。

46. アナウンス: （電車の音）次はえぐり出しーえぐり出しー（女が叫んでいる）

47. 宏史: 「あっ！あの夢だ！」

48. 女の人: （女性が叫ぶ）

49. 宏史: 前回と同じように小人があの女性の眼球をえぐり出しています。

50. 宏史: 「やばい。。。

51. 夢よさめろ。。夢よさめろ！！」

52. アナウンス: 次はひき肉ーひき肉です。（機械の音）

53. 宏史: 「夢よさめろ。。覚めろ、、覚めてくれぇ！！！」（音が突然なく

なる）

54. 宏史: ふっと静かになりました。

55. 宏史: 「はぁ、はぁ、はぁ、はぁ、やっと逃げられた。。。。」

56. 宏史: 夢から覚め、目を開けようとした、そのとき

57. アナウンス: また逃げるんですかー？次に来た時は最後ですよー

KANA

CONT'D OVER
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1. ひろし: わたしは、ゆめをみていました。わたしはゆめをみているときに、

たまにじぶんは「いま、ゆめをみているんだ」とわかることがあり

ました。このときもそうです。わたしはうすぐらいえきにひとりい

ました。

2. （えきのホーム）

3. アナウンス: まもなく、でんしゃがきます。はくせんのうちがわまでおさがりく

ださい。そのでんしゃにのるとあなたはこわいめにあいますよー

4. （でんしゃのくるおと）

5. ひろし: 「へんなゆめだなぁ。まぁおもしろいからのってみるか。」

6. ひろし: わたしはじぶんがゆめをみているとわかるときだけ、じゆうにゆめ

からさめることができました。

7. ほんとうにこわくてたまられなければ、めをさませばいいとおもったのです｡

8. アナウンス: しゅっぱつしまーす。

9. （でんしゃがしゅっぱつ。）

10. ひろし: 「なんだよ、ぜんぜんこわくないじゃん。きたいはずれだよ。」

11. アナウンス: つぎはいけづくりーいけづくりです。

12. ひろし: 「え、さかなの？？」

13. （でんしゃがとまる）

14. （おとこのひとがさけんでいる。）

CONT'D OVER
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15. ひろし: 「えっ？」

16. ひろし: ふりむくとでんしゃのいちばんうしろにすわっていたおとこのまわ

りによにんのぼろきれのようなものをきたこびとがむらがっていま

した。（こびとのこえ）

17. こどもははものでおとこのからだをきりきざみ、ほんとうのさかなのいけづくりのように

なってしまいました。

18. おとこのからだからはないぞうがとりだされゆかちまみれになっていました。

19. わたしのすぐうしろにはかみのながくて、かおいろのわるいじょせいがすわっていました

が、きにもとめないようすでだまってまえをみていました。

20. ひろし: 「なんなんだよこれ？！ほんとうにゆめなのかぁ？！」

21. アナウンス: つぎはえぐりだしー、えぐりだしでーす

22. おんなのひと: （じょせいがさけぶ。「ながめで」）

23. ひろし: するとこんどはふたりのこどもがあらわれ、ぎざぎざのスプーンで

うしろのじょせいのめをえぐりだしはじめました。

24. ひろし: じょせいのかおはものすごいぎょうそうにかわり、おおきなこえで

ひめいをあげました。めからがんきゅうがとびだしています。ちと

あせのにおいがしました。

25. ひろし: 「こんなのつきあってらんないよ。。。つぎはおれのばんだ。。。

どうしよ。けどおれにはいったいどんなアナウンスがながれるん

だ？！」

26. ひろし: そこでアナウンスをかくにんしてからにげることにしました

CONT'D OVER
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27. アナウンス: つぎはひきにくー、ひきにくでーす。

28. ひろし: 「ひきにく？！こんなところにいられるか！！！さいあくだ。。。

ゆめよさめろ、さめろ、、、さめろ！！」

29. ひろし: いつも、こうするとゆめがさめます。

30. ひろし: きゅうにへんなおとがきこえてきました。こどもがわたしのひざに

のり、きかいみたいなものをちかづけてきました。わたしをミンチ

にするどうぐのようでした。

31. （チェーンソウのおと）

32. ひろし: 「ゆめよさめろ！ゆめよさめろ！さめろ、さめろ、さめろ、さめろ

ぉぉぉぉぉぉ！！！」

33. （チェーンソウのおとがとつぜんきえる）

34. ひろし: 「はっ！！！！」（ゆめからさめる）

35. ひろし: なんとかあくむからぬけだすことができました。ぜんしんあせでび

しょびしょになり、めからなみだがながれていました。

36. （だいどころでみずをのむ）

37. ひろし: 「ゴクゴク。。。はぁ、すごいリアルだったけど。。。あんなのゆ

めだしな。。。もうわすれてねよう。」

38. ひろし: つぎのにちともだちにゆめのことをはなしましたが、みんなはおも

しろがるだけでした。。

CONT'D OVER
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39. ひろし: それからよねんがへち、だいがくせいになったわたしはこのできご

とはすっかりわすれていました。

40. そしてあるばん、とつぜんはじまったのです。

41. （でんしゃのおと）

42. アナウンス: つぎはえぐりだしーえぐりだしー

43. （おんながさけんでいる）

44. ひろし: 「あっ！あのゆめだ！」

45. おんなのひと: （じょせいがさけぶ）

46. ひろし: ぜんかいとおなじようにこどもがあのじょせいのがんきゅうをえぐ

りだしています。

47. ひろし: 「やばい。。。ゆめよさめろ。。ゆめよさめろ！！」

48. アナウンス: つぎはひきにくーひきにくです。

49. （きかいのおと）

50. ひろし: 「ゆめよさめろ。。さめろ、、さめてくれぇ！！！」

51. （おとがとつぜんなくなる）

52. ひろし: ふっとしずかになりました。

53. ひろし: 「はぁ、はぁ、はぁ、はぁ、やっとにげられた。。。。」

CONT'D OVER
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54. ひろし: ゆめからさめ、めをあけようとした、そのとき

55. アナウンス: またにげるんですかー？つぎにきたときはさいごですよー

ROMANIZATION

1. HIROSHI: Watashi wa, yume o mite imashita. Watashi wa yume o mite irutoki 
ni, tama ni jibun wa (ima, yume o miteirunda) to wakaru koto ga 
arimashita. Kono toki mo sōdesu. Watashi ha usugurai eki ni hitori 
imashita.

2. (Eki no hōmu)

3. ANAUNSU: Mamonaku, densha ga kimasu. Hakusen no uchigawa made 
osagari kudasai. Sono densha ni noruto anata ha kowaime ni 
aimasuyō

4. (Densha no kuru oto)

5. HIROSHI: (Henna yume danā. Mā omoshiroi kara notte miruka.)

6. HIROSHI: Watashi ha jibun ga yume o miteiruto wakarutoki dake, jiyū ni yume 
kara sameru koto ga dekimashita. Hontō ni kowaku te 
tamaranakere ba, me o samaseba īto omotta nodesu｡

7. ANAUNSU: Shuppatsu shimā su.

8. (Densha ga shuppatsu.)

9. HIROSHI: (Nandayo, zenzen kowaku naijan. kitaihazureda yo.)

10. ANAUNSU: Tsugi ha ikedukurī ikedukuri desu.

CONT'D OVER
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11. HIROSHI: (E, sakana no??)

12. (Densha ga tomaru)

13. (Otoko no hito  ga sakende iru.)

14. HIROSHI: (Etsu?)

15. HIROSHI: Furimuku to densha no ichiban ushiro ni suwatte ita otoko no 
mawari ni yonin no borokireno yōna mono o kita kobito ga 
muragatte imashita. (Kobito no koe)

16. Kobito ha hamono de otoko no karada o kirikizami, hontō no sakana no ikedsukuri no yō 
ni natte shimaimashita.

17. Otoko no karada kara ha naizō ga toridasare yuka ga chimamire ni natte imashita.

18. Watashi no sugu ushiro niha kami no nagaku te, kaoiro no warui josei ga suwatte 
imashitaga, kini mo tomenai yōsu de damatte mae o mite imashita.

19. HIROSHI: (nannandayokore?! hontō ni yume nanokā?!)

20. ANAUNSU: Tsugi ha eguri dashī, eguri dashi dēsu.

21. ONANOHITO: (Josei ga sakebu. 「nagame de」)

22. HIROSHI: Suruto kondo ha futari no kobito ga araware, gizagiza no supūn de 
ushiro no josei no me o eguri dashi hajime mashita.

23. HIROSHI: Josei no kao ha monosugoi gyōsō ni kawari, ōki na koe de himei o 
age mashita. Me kara gankyū ga tobidashi te imasu. chi to ase no 
nioi ga shimashita.

CONT'D OVER
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24. HIROSHI: (Konnano tsukiatte rannaiyo... Tsugi ha ore no ban da... dōshiyo. 
Kedo ore niha ittai donna anaunsu ga nagare runda?!)

25. HIROSHI: sokode anaunsu o kakunin shitekara nigeru koto ni shimashita.

26. ANAUNSU: Tsugi ha hikinikū, hikiniku dēsu.

27. HIROSHI: (Hikiniku?! konna tokoro ni irareruka!!! Saiaku da... yume yo 
samero, same ro,,, same ro!!)

28. HIROSHI: itsumo, kōsuruto yume ga same masu.

29. HIROSHI: kyūni hen na oto ga kikoete kimashita. Kobito ga watashi no hizani 
nori, kikai mitaina mono o chikadukete kimashita. Watashi o minchi 
nisuru dōgu no yōdeshita.

30. (Chēnsou no oto)

31. HIROSHI: ( yume yo same ro! yume yo same ro! same ro, same ro, same ro, 
same rooooooo!!!)

32. ( chiēnsou no oto ga totsuzen kie ru)

33. HIROSHI: (Hatsu!!!!) (Yume kara same ru)

34. HIROSHI: Nantoka akumu kara nukedasu kotoga dekimashita. Zenshin ase 
de bisho bisho ninari, mekara namida ga nagarete imashita.

35. (Daidokoro de mizu o nomu)

36. HIROSHI: (Gokugoku... hā, sugoi riaru datta kedo... Annano yume dashina... 
mō wasure te neyō.)

CONT'D OVER
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37. HIROSHI: Ttsugino hi tomodachi ni yume no koto o hanashimashita ga, minna 
ha omoshirogaru dake deshita..

38. HIROSHI: Sorekara yonen ga hachi, daigakusei ni natta watashi ha kono 
dekigoto ha sukkari wasurete imashita.

39. Soshite aru ban, totsuzen hajima tta nodesu.

40. (Densha no oto)

41. ANAUNSU: Tsugi ha eguri dashī eguri dashī

42. (Onna ga saken de iru)

43. HIROSHI: (Atsu! ano yume da!)

44. ONNANOHITO: (Josei ga sakebu)

45. HIROSHI: Zenkai to onaji yōni kobito ga ano josei no gankyū o eguri dashite 
imasu.

46. HIROSHI: (Yabai... yume yo samero.. yume yo samero!!)

47. ANAUNSU: Tsugi ha hikinikū hikiniku desu.

48. (Kikai no oto)

49. HIROSHI: ( Yume yo samero.. samero,, samete kuree!!!)

50. (Oto ga totsuzen nakunaru)

51. HIROSHI: Futto shizuka ni narimashita.

CONT'D OVER
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52. HIROSHI: ( hā, hā, hā, hā, yatto nige rareta....)

53. HIROSHI: Yume kara same, me o akeyōtoshita, sonotoki

54. ANAUNSU: Mata nigerun desukā? Tsugini kita toki ha saigo desuyō

ENGLISH

1. HIROSHI: I was having a dream. Sometimes when I would dream I'd realize 
that I was dreaming. This was one of those times. I was in a dark 
train station by myself.

2. (train platform)

3. PA: “Train arriving shortly. Please stand behind the white line. Ride this 
train and you're in for quite a scare!”

4. (Sound of an approaching train)

5. HIROSHI: “What a strange dream. Well, this should be amusing...”

6. HIROSHI: I was always able to wake up at any time I wanted if I realized I was 
having a dream. I figured if it got too scary I could always just wake 
myself up.

7. PA: “Train departing.”

8. (Sound of train departing)

9. HIROSHI: “What is this? It’s not scary at all – What a let down!”

10. PA: “Next stop, Live Serving – Live Serving.”

CONT'D OVER
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11. HIROSHI: “Of what – fish?”

12. (Train stops)

13. (A man is screaming)

14. HIROSHI: “Huh?”

15. HIROSHI: When I turned, I saw a man sitting at the back of the train 
surrounded by four creatures dressed in rags.

16. (creatures voices)

17. HIROSHI: (Cont'd) The four creatures cut up the man's flesh with knives and 
dressed him like a plate of fresh sashimi served still living. The 
man's organs were pulled out and the floor was quickly awash with 
blood. Just behind me sat a pale faced woman with long hair who 
stared straight ahead paying no attention to the ghoulish scene.”

18. HIROSHI: “What the heck is this?!  Is this really a dream?!”

19. PA “Next Stop, Gouging - Gouging!”

20. WOMAN: (Longish scream)

21. HIROSHI: Next, two more creatures appeared and began gouging the 
woman's eyes with serrated spoons. Her face took on a fierce look 
and she let out a terrible scream. Her eyeballs came out of their 
sockets and the smell of blood and sweat filled the train car.

22. HIROSHI: “Okay, I don't want to play anymore!  Next it's going to be me... what 
am I going to do? But what will MY announcement be?!”

23. HIROSHI: I decided just to listen to the announcement and then run”

CONT'D OVER
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24. PA: “Next stop, Minced Meat - Minced Meat.”

25. HIROSHI: “Minced Meat?! I don’t think so – I’m out of here! Wake up, wake up!  
Wake Up!!”

26. HIROSHI: “This is how I always wake up from dreams.”

27. HIROSHI: Then, I heard a strange sound. A creature hopped onto my knee 
and brought a machine close to my body - probably the tool 
intended to turn me into minced meat.

28. (The sound of chainsaw)

29. HIROSHI: “Wake up, wake up, WAKE UUUUUPPPPP!!!”

30. (The sound of the chainsaw stops)

31. HIROSHI: “Phew!!!” (Awakes from dream)

32. HIROSHI: I was able to get out of the dream. I was covered in sweat and tears 
were running down my face.

33. (A drink of water in the kitchen)

34. HIROSHI: (Gulp, gulp)  "Ah! That was so realistic... But it was just a dream... I 
need to forget it and get back to bed.”

35. HIROSHI: The next day, I told my friends about the dream but they just 
laughed.

36. HIROSHI: Four years later, when I became a college student I had forgotten all 
about the dream. But it started suddenly one night...

37. (the sound of a train)

CONT'D OVER
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38. PA: “Next stop, Gouge - Gouge…”

39. (Woman screaming)

40. HIROSHI: “Oh! It's that dream again!”

41. (Woman screams)

42. HIROSHI: The creatures gouged out the woman's eyes just as before.

43. HIROSHI: “Not good!  Wake up!  Wake UP!!”

44. PS: “Next stop, Minced Meat - Minced Meat.”

45. (Sound of a machine)

46. HIROSHI: “Wake up!  Wake UP!  PLEASE, WAKE UP!!!”

47. (The sound disappears suddenly)

48. HIROSHI: Suddenly it was quiet again...

49. HIROSHI: “Finally, I got away…”

50. HIROSHI: I awoke from the dream but the moment I went to open my eyes I 
heard it...

51. PA: “Running away again? The next time will be your last!”

VOCABULARY

Kanji Kana Romaji English
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白線 はくせん hakusen white line

突然 とつぜん totsuzen

abrupt, sudden, 
unexpected, all at 

once

ひき肉 ひきにく hikiniku
minced (ground) 

meat

眼球 がんきゅう gankyū eyeball

悲鳴 ひめい himei shriek, scream

形相 ぎょうそう gyousō
features, look, 

aspect, phase, form

振り向く ふりむく furimuku
to turn one's face, to 

turn around

叫ぶ さけぶ sakebu to shout, to cry

群がる むらがる muragaru to swarm, to gather

活け作り いけづくり ikedukuri

slicing a fish and 
presenting it at table 

in its original form

堪らない たまらない tamaranai

(1) intolerable, 
unbearable, 

unendurable, (2) 
cannot help (doing), 

cannot but do, 
anxious to do, (3) 

tremendous, out of 
this world, irresistible

覚める さめる sameru to wake, to wake up

遇う あう au to meet, to encounter

薄暗い うすぐらい usugurai dim, gloomy

内側 うちがわ uchigawa
inside, interior, inner 

part

恐い こわい kowai
scary, frightening, 

eerie, dreadful

静か しずか shizuka quiet, peaceful
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SAMPLE SENTENCES

深夜、女の人の悲鳴が聞こえた。
Shinya, onna no hito no himei ga kikoeta.

 
In the middle of the night, I heard a woman 
scream.

このドアは 内側に あきます。
Kono doa wa uchi-gawa ni akimasu.

 
This door opens inwards.



LESSON NOTES

Extra Fun #31
O-Bon Kaidan: The Man in the 

Other Room 

CONTENTS 

2 Kanji
8 Kana

15 Romanization
22 English
28 Vocabulary
30 Sample Sentences
30 Cultural Insight

# 31 

COPYRIGHT © 2013 INNOVATIVE LANGUAGE LEARNING. ALL RIGHTS RESERVED.



JAPANESEPOD101.COM  EXTRA FUN #31 - O-BON KAIDAN: THE MAN IN THE OTHER ROOM 2

KANJI

1. 俺は仕事の都合で部屋を引っ越す事になった。

2. その部屋は会社が用意したもので、引っ越し等も全て業者にまかせ引っ越しが完了して初

めてその部屋に入った。

3. まさき「うわっ、なんだここ？！線香の臭いが臭いし、寒気がするし。。。

4. ここはかなりやばいかも。まぁしょうがないか。」

5. まさき「えっとー、寝る部屋はこっちで、仕事はあっちの部屋にすればいいか。

6. ささ、早く図面を書かなきゃ担当者の人に怒られちまう。」

7. 荷物の整理をする間もなく、俺は追われている図面書きを始めた。

8. それから３時間が経過した。

9. まさき「腹減ったなぁ。もう11時半かぁ。飯食って、寝なきゃな。」

10. そう思い台所に向かおうとした瞬間俺の体は凍り付いた。

11. ガラス戸の向こうに誰かいる、曇りガラスのために誰なのかは分からない、

12. まさき「あれって。。。人か？？

13. 放っておくか、開けるべきか。でも腹減ってるし。。。しょうがない、開けよう。」

14. やめとけばよかった。目の前にいたのは、身長１８０cmほどの男。

15. ８月なのに黒いコートを着て、眼球の飛び出した目で俺を見ている・・・

CONT'D OVER
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16. あまりに目が怖いので俺は視線を下にそらした。

17. すると首からはおびただしい血、

18. まさき「やばい」

19. お化け「ここは俺の部屋なんだけど、あんた誰。」

20. まさき「どうすりゃいいんだよ。助けを呼ぼうにもまだ電話は引いてないし」

21. まさき「逃げるしかない、でもガラス戸を開ければ男が立ってるし・・・

22. だからといってこの部屋ではさすがに寝れないし、やっぱ出ていくしかない」

23. 男の横をすり抜け玄関の扉を開きながら思わず

24. 「失礼しました。」

25. 我ながら情けなかった。。。

26. 一人ではとてもあの部屋に戻ることはできない。そう思い俺は中学からの親友の二人に連

絡をとり相談に乗ってもらう事にした。

27. まさき「コウジ！こっちこっち！」

28. こうじ「おお、まさき、ひさしぶりだなぁ。」

29. しばらくしてアキノリがきた。

30. アキノリ「なんだよ、こんなところに呼び出しといて。一体何があったんだ？」

31. まさき「実はさぁ。。」

CONT'D OVER
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32. 俺は二人に昨日起こった事を一部始終話した。

33. アキノリ「はぁ？？？アホかお前。そんなことあるはずねぇだろ。見間違いだよ。」

34. コウジ「まぁでも、まさきがそこまで怖がるのを見るのは初めてだな。。

35. わかった。今日一緒に行って調べてみるか。」

36. まさき「そうか！ありがとう！」

37. あきのり「今日は俺、彼女と会わなきゃいけないから、明日行ってやるよ。」

38. コウジ「おう、わかった。」

39. まさきとコウジはアキノリと別れ、まさきのアパートに向かった。

40. まさき「さて着いた。ここだよ。」

41. コウジ「な、何なんだよここ。こんなの初めてだよ。」

42. まさき「いいか？開けるぞ。。。」

43. コウジ「うん、わかった。」

44. コウジ「線香の匂いがすげぇな。。。」

45. コウジ「お前の言うとおり、普通じゃないね。。ここ」

46. まさき「う、うん。。」

47. お札をガラス戸にはり、清めの塩を台所の４角に盛ることにした。

CONT'D OVER
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48. コウジ「はぁ。。。効けば良いけどな。」

49. そして夜９時

50. まさき「来たっ！！」

51. コウジ「あれ、止まったぞ？」

52. コウジ「なぁやべぇよ。しゃれになんねぇよ」

53. まさき「うわっ！」

54. コウジ「危ない！」

55. 割れた窓の向こうには、昨日俺が見た奴の目が二人を睨んでいた。

56. コウジ「逃げるしかねぇぞ。。。」

57. まさき「でもどこから？！」

58. 窓から逃げるぞ。部屋は二階にあるので飛び出しても大怪我はしない。

59. 二人は飛び出した後、大通りでタクシーに乗りコウジのアパートに向かった。

60. コウジ「あの部屋どうすんだよ！？」

61. まさき「無理でしょ。あそこには住めないよ。」

62. 次の日、コウジのアパートにアキノリが来た。

63. アキノリ「あれ、二人ともここにいるって事は逃げたの？？情けないねぇ！！」

CONT'D OVER
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64. コウジ「うるせー！！見てねーやつにはわかんねーんだよ！」

65. まさき「まぁまぁ。。。。とりあえずあそこの部屋には戻れない。。」

66. アキノリ「戻らないとしたら新しい部屋を借りなきゃいけないんだろ、そしたら自腹で借

りる事になるんじゃねーの？

67. 何で起こるはずのない現象にビビってそんな無駄金を使う必要があんだよ。

68. わかった、俺が確認する。それだけの事が起こるなら俺にも見えるはずだろ、そしたら俺

も納得するよ」

69. それから三人は、９時頃に俺のアパートに付くようにアパートにむかうことにした。

70. コウジ「やめよーぜ。やっぱやばいよ。」

71. あきのり「ならお前はここにいろ。」

72. まさき「開けるぞ」

73. あきのり「なんともねぇじゃん！」

74. 笑っているアキノリを見て俺はたじろいだ。

75. まさき「あっ。。！！」

76. あきのりの背にしているガラス戸の向こうであの得体のしれない奴がまたここを見てい

る。

77. 俺はあきのりの背後を指し、アキノリもガラス戸を見た。

78. あきのり「っ・・・・！」

CONT'D OVER
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79. きっと見えたであろうアキノリは俺のほうに後ずさりしている。

80. 昨日開いた窓はまだ開いていた。

81. まさき「ま、窓から逃げるぞ」

82. だが二人が動いた瞬間今度は逆に窓が閉まってしまった。

83. あきのり「や、やめろ。。。やめてっ、やめてくれ！」

84. あきのりはそう叫びながら何かを振り払おうとしている。

85. 俺には何も見えない。あきのりは全く別のものを見ている。

86. まさき「おいどうしたんだよ！だいじょうぶか、おい！！」

87. まさき「おい、コージ、そこの盛り塩をここに投げろ！！」

88. コージ「お、おう！」

89. コージは塩を取り投げた。そうすると得体の知れないやつは消えた。

90. 俺はあきのりを担ぎ上げて部屋を出た。

91. 外に出てみたがアキノリのおびえはやむことはなかった。

92. あきのり「やめろっ、離れろっ！やめてくれぇーっ！」

93. まさき「とにかく病院に連れて行こう」

94. コージ「けど医者には何て言うんだよ！！」

CONT'D OVER
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95. まさき「でも俺達にはなにもできない、だから連れていこう」

96. まさき「川崎病院まで！！」

97. 運転手「いやぁお客さん酔ってるんですか。困りますよ！」

98. コージ「おい、乗車拒否すんのかよ！！」

99. 運転手「わ、わかりました。。」

100.その夜、俺とコージは病院の待合室で朝が来るのを待っていた。

101.医者「君たちがアキノリ君の友達？

102.どうもおかしくって。。。彼の精神状態が何らかのショックでおかしくなったかもしれな

いんです。

103.これから別の病院に搬送して詳しく見てもらおうと思います」

104.まさき「え。。？？」

105.この事件の後俺は、あきのりの両親から訴えられ警察に尋問された。

106.あれから１２年あきのりとは会話ができないまま。

107.あの時やめておけばあきのりをこんなめに会わせる事はなかったのに。

KANA

1. おれはしごとのつごうでへやをひっこすことになった。

CONT'D OVER
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2. そのへやはかいしゃがよういしたもので、ひっこしなどもすべてぎょうしゃにまかせひっ

こしがかんりょうしてはじめてそのへやにはいった。

3. まさき「うわっ、なんだここ？！せんこうのにおいがくさいし、さむけがするし。。。

4. ここはかなりやばいかも。まぁしょうがないか。」

5. まさき「えっとー、ねるへやはこっちで、しごとはあっちのへやにすればいいか。

6. ささ、はやくずめんをかかなきゃたんとうしゃのにんにいかられちまう。」

7. にもつのせいりをするまもなく、おれはおわれているずめんかきをはじめた。

8. それから３じかんがけいかした。

9. まさき「はらへったなぁ。もう11じはんかぁ。めしくって、ねなきゃな。」

10. そうおもいだいどころにむかおうとしたしゅんかんおれのからだはこおりついた。

11. ガラスどのむこうにだれかいる、くもりガラスのためにだれなのかはわからない、

12. まさき「あれって。。。ひとか？？

13. ほうっておくか、あけるべきか。でもはらへってるし。。。しょうがない、ひらけよ

う。」

14. やめとけばよかった。めのまえにいたのは、しんちょう１８０cmほどのおとこ。

15. ８がつなのにくろいコートをきて、がんきゅうのとびだしためでおれをみている・・・

16. あまりにめがこわいのでおれはしせんをしたにそらした。

CONT'D OVER
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17. するとくびからはおびただしいち、

18. まさき「やばい」

19. おばけ「ここはおれのへやなんだけど、あんただれ。」

20. まさき「どうすりゃいいんだよ。たすけをよぼうにもまだでんわはひいてないし」

21. まさき「にげるしかない、でもガラスどをひらければおとこがたってるし・・・

22. だからといってこのへやではさすがにねれないし、やっぱでていくしかない」

23. おとこのよこをすりぬけげんかんのとびらをひらきながらおもわず

24. 「しつれいしました。」

25. われながらなさけなかった。。。

26. ひとりではとてもあのへやにもどることはできない。そうおもいおれはちゅうがくからの

しんゆうのふたりにれんらくをとりそうだんにのってもらうことにした。

27. まさき「コウジ！こっちこっち！」

28. こうじ「おお、まさき、ひさしぶりだなぁ。」

29. しばらくしてアキノリがきた。

30. アキノリ「なんだよ、こんなところによびだしといて。いったいなにがあったんだ？」

31. まさき「じつはさぁ。。」

32. おれはふたりにきのうおこったことをいちぶしじゅうはなした。

CONT'D OVER
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33. アキノリ「はぁ？？？アホかおまえ。そんなことあるはずねぇだろ。みまちがいだよ。」

34. コウジ「まぁでも、まさきがそこまでこわがるのをみるのははじめてだな。。

35. わかった。きょういっしょにいってしらべてみるか。」

36. まさき「そうか！ありがとう！」

37. あきのり「きょうはおれ、かのじょとあわなきゃいけないから、あしたいってやるよ。」

38. コウジ「おう、わかった。」

39. まさきとコウジはアキノリとわかれ、まさきのアパートにむかった。

40. まさき「さてついた。ここだよ。」

41. コウジ「な、なになんだよここ。こんなのはじめてだよ。」

42. まさき「いいか？あけるぞ。。。」

43. コウジ「うん、わかった。」

44. コウジ「せんこうのにおいがすげぇな。。。」

45. コウジ「おまえのいうとおり、ふつうじゃないね。。ここ」

46. まさき「う、うん。。」

47. おふだをガラスこにはり、きよめのしおをだいどころのよすみにもることにした。

48. コウジ「はぁ。。。きけばよいけどな。」

CONT'D OVER
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49. そしてよる９じ

50. まさき「きたっ！！」

51. コウジ「あれ、とまったぞ？」

52. コウジ「なぁやべぇよ。しゃれになんねぇよ」

53. まさき「うわっ！」

54. コウジ「あぶない！」

55. われたまどのむこうには、きのうおれがみたやつのめがふたりをにらんでいた。

56. コウジ「にげるしかねぇぞ。。。」

57. まさき「でもどこから？！」

58. まどからにげるぞ。へやはにかいにあるのでとびだしてもおおけがはしない。

59. ふたりはとびだしたあと、おおどおりでタクシーにのりコウジのアパートにむかった。

60. コウジ「あのへやどうすんだよ！？」

61. まさき「むりでしょ。あそこにはすめないよ。」

62. つぎのひ、コウジのアパートにアキノリがきた。

63. アキノリ「あれ、ふたりともここにいるってことはにげたの？？なさけないねぇ！！」

64. コウジ「うるせー！！みてねーやつにはわかんねーんだよ！」

CONT'D OVER
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65. まさき「まぁまぁ。。。。とりあえずあそこのへやにはもどれない。。」

66. アキノリ「もどらないとしたらあたらしいへやをかりなきゃいけないんだろ、そしたらじ

ばらでかりることになるんじゃねーの？

67. なんでおこるはずのないげんしょうにビビってそんなむだがねをつかうひつようがあんだ

よ。

68. わかった、おれがかくにんする。それだけのことがおこるならおれにもみえるはずだろ、

そしたらおれもなっとくするよ」

69. それからさんにんは、９じごろにおれのアパートにつくようにアパートにむかうことにし

た。

70. コウジ「やめよーぜ。やっぱやばいよ。」

71. あきのり「ならおまえはここにいろ。」

72. まさき「ひらけるぞ」

73. あきのり「なんともねぇじゃん！」

74. わらっているアキノリをみておれはたじろいだ。

75. まさき「あっ。。！！」

76. あきのりのせにしているガラスこどのむこうであのえたいのしれないやつがまたここをみ

ている。

77. おれはあきのりのはいごをさし、アキノリもガラスどをみた。

78. あきのり「っ・・・・！」

CONT'D OVER



JAPANESEPOD101.COM  EXTRA FUN #31 - O-BON KAIDAN: THE MAN IN THE OTHER ROOM 14

79. きっとみえたであろうアキノリはおれのほうにあとずさりしている。

80. きのうあいたまどはまだあいていた。

81. まさき「ま、まどからにげるぞ」

82. だがふたりがうごいたしゅんかんこんどはぎゃくにまどがしまってしまった。

83. あきのり「や、やめろ。。。やめてっ、やめてくれ！」

84. あきのりはそうさけびながらなにかをふりはらおうとしている。

85. おれにはなにもみえない。あきのりはまったくべつのものをみている。

86. まさき「おいどうしたんだよ！だいじょうぶか、おい！！」

87. まさき「おい、コージ、そこのもりじおをここになげろ！！」

88. コージ「お、おう！」

89. コージはしおをとりなげた。そうするとえたいのしれないやつはきえた。

90. おれはあきのりをかつぎあげてへやをでた。

91. そとにでてみたがアキノリのおびえはやむことはなかった。

92. あきのり「やめろっ、はなれろっ！やめてくれぇーっ！」

93. まさき「とにかくびょういんにつれていこう」

94. コージ「けどいしゃにはなんていうんだよ！！」

CONT'D OVER



JAPANESEPOD101.COM  EXTRA FUN #31 - O-BON KAIDAN: THE MAN IN THE OTHER ROOM 15

95. まさき「でもおれたちにはなにもできない、だからつれていこう」

96. まさき「かわさきびょういんまで！！」

97. うんてんしゅ「いやぁおきゃくさんよってるんですか。こまりますよ！」

98. コージ「おい、じょうしゃきょひすんのかよ！！」

99. うんてんしゅ「わ、わかりました。。」

100.そのよる、おれとコージはびょういんのまちあいしつであさがくるのをまっていた。

101.いしゃ「きみたちがアキノリくんのともだち？

102.どうもおかしくって。。。かれのせいしんじょうたいがなんらかのショックでおかしくな

ったかもしれないんです。

103.これからべつのびょういんにはんそうしてくわしくみてもらおうとおもいます」

104.まさき「え。。？？」

105.このじけんのあとおれは、あきのりのりょうしんからうったえられけいさつにじんもんさ

れた。

106.あれから１２ねんあきのりとはかいわができないまま。

107.あのときやめておけばあきのりをこんなめにあわせることはなかったのに。

ROMANIZATION

1. Ore wa shigoto no tsugō de heya o hikkosu koto ni natta.

CONT'D OVER
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2. Sono heya wa kaisha ga yōishita mono de, hikkoshi nado mo subete gyōsha ni makase 
hikkoshi ga kanryō shite hajimete sono heya ni haitta.

3. MASAKI: Uwa, nan da koko?! Senkō no nioi ga kusai shi, samuke ga suru 
shi...

4. koko wa kanari yabai kamo. Mā shōganai ka.

5. MASAKI: Ettō, neru heya wa kocchi de, shigoto wa acchi no heya ni sureba ii 
ka.

6. Sasa, hayaku zumen o kakanakya tantōsha no hito ni ik arare chimau.

7. Nimotsu no seiri o suru ma monaku, ore wa owarete iru zumen kaki o hajimeta.

8. Sorekara 3-jikan ga keika shita.

9. MASAKI: Hara hetta nā. Mō 11-ji-han kā. Meshi kutte, nena kya na.

10. Sō omoi daidokoro ni mukaō to shita shunkan ore no karada wa kōritsuita.

11. Garasu do no mukō ni dareka iru, kumori garasu no tame ni dare na no ka wa wakaranai.

12. MASAKI: Arette... hito ka??

13. Hōtte okuka, akeru beki ka. Demo hara hette ru shi... Shōganai, ake yō.

14. Yame toke ba yokatta. Me no mae ni ita no wa, shinchō 180 cm hodo no otoko.

15. 8-gatsu na noni kuroi kōto o kite, gankyū   no tobidashita me de ore o mite iru...

16. amari ni me ga kowai node ore wa shisen o shita ni sorashita.

CONT'D OVER
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17. Suru to kubi kara wa obitadashii chi,

18. MASAKI: Yabai.

19. OBAKE: Koko wa ore no heya na  n dakedo, anta dare.

20. MASAKI: Dō su rya ii n da yo. tasuke o yobō ni mo mada denwa wa hiite nai 
shi.

21. MASAKI: Nigeru shika nai, demo garasu do o hirakere ba otoko ga tatte ru 
shi...

22. dakara to itte kono heya de wa sasugani nerenai shi, yappa dete iku shika nai.

23. Otoko no yoko o surinuke genkan no tobira o hiraki nagara omowazu

24. (Shitsurei shimashita.)

25. ware nagara nasakenakatta...

26. Hitori de wa totemo ano heya ni modoru koto wa dekinai. Sō omoi ore wa chūgaku kara 
no shin'yū no futari ni renraku o tori sōdan ni notte morau koto  ni shita.

27. MASAKI: Kōji kocchi kocchi!

28. KŌJI: Ō, Masaki, hisashiburi da nā.

29. Shibaraku shite Akinori ga kita.

30. AKINORI: Nan da yo, kon'na tokoro ni yobidashito　ite. Ittai nani ga atta n da?

31. MASAKI: Jitsu wa sā...

CONT'D OVER
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32. Ore wa futari ni kinō okotta koto o ichibushijū hanashita.

33. AKINORI: Hā??? Aho ka omae. Son'na koto aru hazu nee daro. Mi-machigai 
da yo.

34. KŌJI: Mā demo, Masaki ga soko made kowagaru no o miru no wa 
hajimete da na.. Wakatta. Kyō issho ni itte shirabete miru ka.

35. MASAKI: Sō ka! Arigatō!

36. AKINORI: Kyō wa ore, kanojo to awana kya ikenai kara, ashita itte yaru yo.

37. KŌJI: Ō, wakatta.

38. Masakito Kōji wa Akinori to wakare, Masaki no apāto ni mukatta.

39. MASAKI: Sate tsuita. koko da yo.

40. KŌJI: Na, nani nan da yo koko. Kon'na no hajimete da yo.

41. MASAKI: Iika? Akeru zo...

42. KŌJI: Un, wakatta.

43. KŌJI: Senkō no nioi ga sugee na...

44. KŌJI: Omae no iu tōri, futsū ja nai ne.. koko.

45. MASAKI: U, un...

46. O-fuda o garasu do ni hari, kiyome no shio o daidokoro no  yosumi ni moru koto ni shita.

CONT'D OVER
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47. KŌJI: Hā... kike ba yoi kedo na.

48. Soshite yoru ku-ji

49. MASAKI: Kita!!

50. KŌJI: Are, tomatta zo?

51. KŌJI: Nā yabee yo. Share ni nan'nee yo.

52. MASAKI: Uwa!

53. KŌJI: Abunai!

54. Wareta mado no mukō ni wa, kinō ore ga  mita yatsu no me ga futari o nirande ita.

55. KŌJI: Nigeru shika nee zo...

56. MASAKI: Demo doko kara?!

57. Nigeru basho wa garasu do shika nai. Heya wa ni-kai ni aru node tobidashite mo ōkega 
wa shinai. Futari wa tobidashi ta ato, ōdōri de takushī ni nori Kōji no apāto ni mukatta.

58. KŌJI: Ano heya dō su n da yo!?

59. MASAKI: Muri desho. Asoko ni wa sumenai yo.

60. Tsugi no hi, kōji no apāto ni Akinori ga kita.

61. AKINORI: Are, futari tomo koko ni iru tte koto wa nigeta no?? Nasakenai nee!!

62. KŌJI: Urusē!! Mite nē yatsu ni wa wakannē n da yo!

CONT'D OVER
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63. MASAKI: Māmā.... Toriaezu asoko no heya ni wa modorenai...

64. AKINORI: Modoranai to shita ra atarashii heya o karina kya ikenai n daro, so 
shitara jibara de kariru koto ni naru n ja nē no? Nande okoru hazu 
no nai genshō ni bibitte son'na mudagane o tsukau hitsuyō ga an 
da yo. Wakatta, ore ga kakunin suru. Sore dake no koto ga okoru 
nara ore ni mo mieru hazu daro, so shitara ore mo nattoku suru yo.

65. Sore kara san'nin wa,ku-ji goro ni ore no apāto ni tsuku yōni apāto ni mukau koto ni shita.

66. KŌJI: Yameyō ze. Yappa yabai yo.

67. AKINORI: Nara omae wa koko ni iro.

68. MASAKI: Akeru zo.

69. AKINORI: Nan tomo nee jan!

70. Waratte iru Akinori o mite ore wa tajiroida.

71. MASAKI: A..!!

72. Akinori no se ni shite iru garasu do no mukō de ano etai no shirenai yatsu ga mata koko 
o mite iru. Ore wa Akinori no haigo o sashi, Akinori mo garasu do o mita.

73. AKINORI: Tsu....!

74. Kitto mieta de arō Akinori wa ore no hō ni ato zusarishite iru.

75. Kinō aita mado wa mada aite ita.

76. MASAKI: Ma, mado kara nigeru zo.

CONT'D OVER
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77. Daga futari ga ugoita shunkan kondo wa gyaku ni mado ga shimatte shimatta.

78. AKINORI: Ya, yamero... yamete, yamete kure!

79. Akinori wa sō sakebi nagara nani ka o furiharaō to shite iru. Ore ni wa nani mo mienai. 
Akinori wa mattaku betsu no mono o mite iru.

80. MASAKI: Oi dō shita n da yo! Daijōbu ka, oi!!

81. MASAKI: Oi, Kōji, soko no morijio o koko ni nagero!!

82. KŌJI: O, ō!

83. Kōji wa shio o tori nageta. Sō suru to etai no shirenai yatsu wa kieta. Ore wa Akinori o 
katsugiagete heya o deta.

84. Soto ni dete mita ga Akinori no obie wa yamu koto wa nakatta.

85. AKINORI: Yamero, hanarero! Yamete kureē!

86. MASAKI: Tonikaku byōin ni tsurete ikō.

87. KŌJI: Kedo isha ni wa nante iu n da yo!!

88. MASAKI: Demo ore-tachi ni wa nani mo dekinai, dakara tsurete ikō.

89. MASAKI: Kawasaki byōin made!!

90. UNTENSHU: Iyā o-kyaku-san yotte ru n desu ka. Komari masu yo!

91. KŌJI: Oi, jāshakyohi su n no ka yo!!

CONT'D OVER
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92. UNTENSHU: Wa, wakarimashita...

93. Sono yoru, ore to kōji wa byōin no machiaishitsu de asa ga kuru no o matte  ita.

94. ISHA: Kimi-tachi ga Akinori-kun no tomodachi? Dō mo okashikutte... Kare 
no seishinjōtai ga nanraka no shokku de okashiku natta kamo 
shirenai n desu. Kore kara betsu no byōin ni hansō shite kuwashiku 
mite moraō to omoimasu.

95. MASAKI: E..??

96. Kono jiken no ato ore wa, Akinori no ryōshin kara uttae rare keisatsu ni jinmon s areta. 
Arekara 12-nen Akinorito wa kaiwa ga dekinai mama.

97. Ano toki yamete okeba Akinori o kon'na me ni awaseru koto wa nakatta noni.

ENGLISH

1. I had to move for my work. The company found the apartment for me and the moving 
company took care of everything. The first time I actually saw the place was after they 
had finished.

2. Masaki “Yikes, what is with this place – It smells of incense! and what a draft…

3. What a dump. I guess I’ll just have to learn to like it.”

4. Masaki “Hmm… I guess this can be my bedroom and this should make a good work 
space.

5. I’d better take care of that floor plan or the boss is going to kill me.”

6. With no time to unpack, I drew floor plans as three hours came and went.

CONT'D OVER



JAPANESEPOD101.COM  EXTRA FUN #31 - O-BON KAIDAN: THE MAN IN THE OTHER ROOM 23

7. Masaki “Man, I’m hungry. Wow, it’s already 11:30. I’d better eat something and get to 
bed.”

8. I turned and headed for the kitchen, but the moment I did my body froze.

9. Someone was standing on the other side of the glass door but the frosted pane only 
revealed their silhouette.

10. Masaki “Is that… a person? Should I just ignore them or open the door? I’m really hungry 
so I guess I have no choice…”

11. But I should have just left well enough alone.A man about 180cm tall stood before me. 
Although it was August, he wore a black coat and stared at me with eyes that hung out of 
his head. The eyes were too frightening to look at and I cast my gaze down. But as I did, 
a thick stream of blood fell from his neck.

12. Masaki “Oh no!”

13. Ghost “This is my room. Who are you?”

14. Masaki “What the hell am I supposed to do? The phone line isn’t in yet - I can’t even call 
for help!”

15. Masaki “I have to get out of here, but that man is standing on the other side of the glass 
door… I’ll never be able to get to sleep in here though - I guess I’ll just have to make a 
run for it.”

16. I slipped past the man and opened the front door.

17. Without thinking on the way out I automatically said, “Sitsurei shimasita.”

18. It was pretty pathetic even for me…

CONT'D OVER
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19. I’d never be able to go back to that apartment alone now. I called two closest friends from 
middle school to ask for their help.

20. Masaki “Koji, over here!”

21. Koji “Oh, Masaki! It’s been so long!”

22. In a short while Akinori arrived too.

23. Akinori “What’s the big idea dragging me all the way out here… What the heck happened 
to you?”

24. Masaki “Well…”

25. I told the two of them what had happened the night before from beginning to end.

26. Akinori “Are you out of your mind? That can’t be right – you were just seeing things.”

27. Koji “But this is the first time I’ve ever seen you this shaken up Masaki. Alright, I’ll go there 
with you tonight and we can check things out together.”

28. Masaki “Really?! Oh, thank you!”

29. Akinori “Well, I’ve got to meet my girlfriend tonight, but I’ll go with you tomorrow.”

30. Koji “Oh, Okay.”

31. Akinori left and Masaki and Koji headed for the apartment.

32. Masaki “Alright, this is the place.”

33. Koji “What’s with this apartment? I’ve never seen any place like this.”

CONT'D OVER
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34. Masaki “I’m going to open it…”

35. Koji “Ok…”

36. Koji “Wow, the smell of incense is really strong!”

37. Koji “You weren’t kidding – something’s not right with this room…”

38. Masaki “Yeah…”

39. They decided to put a paper talisman on the glass door and purifying salt in the four 
corners of the room.

40. Koji “Well, I hope this works…”

41. The clock struck 9.

42. Masaki “He’s here!!”

43. Koji “It stopped…”

44. Koji “Not good! This is so not cool!”

45. Masaki “Ahh!!”

46. Koji “Watch out!”

47. The thing I saw the night before was glaring at us from the other side of the broken glass.

48. Koji “We’ve got to get out of here…”

49. Masaki “But how?!”

CONT'D OVER
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50. The only way out was through the glass door. The room was on the second floor, so 
making an escape from the balcony possible. They jumped to the street below and 
caught a taxi back to Koji’s apartment.

51. Koji “What are you going to do about that apartment?”

52. Masaki “Well there’s no way I can live there now.”

53. The next day Akinori came to Koji’s apartment.

54. Akinori “Well since both of you are here, I guess that means you ran huh? What a pair of 
cowards!”

55. Koji “Shut up! You don’t know – you haven’t seen it!”

56. Masaki “Come on guys… Well anyway, I can’t go back there…”

57. Akinori “But if you don’t go back then you’ll have to rent a different apartment on your 
own right? Why should you have to go wasting a bunch of money over something that 
doesn’t even exist? I’ll go and have a look for myself. If this thing is for real I should be 
able to see it too – then I’ll believe you.”

58. The trio headed toward the apartment in time to arrive by 9 o’clock.

59. Koji “Can we go back? I don’t like this…”

60. Akinori “You’re welcome to stay outside if you want.”

61. Masaki “Here we go…”

62. Akinori “See! There’s nothing in here!”

63. I winced at Akinori’s words.

CONT'D OVER
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64. Masaki “Ah..!!”

65. On the other side of the glass door at Akinori’s back the thing was staring again in our 
direction. I pointed and Akinori looked through the glass door.

66. Akinori “Oh…”

67. Akinori must have seen it too. He backed away into me.

68. The window was still open from the previous night.

69. Masaki “L…Let’s get out through the window.”

70. But the moment the two moved toward the window it slammed shut.

71. Akinori “S…Stop it! Please, leave me alone!”

72. Akinori yells and flails as if trying to shake something off. Akinori seemed to be seeing 
something that I couldn’t.

73. Masaki “Hey, what’s the matter?! Hey!!”

74. Masaki “Hey Koji, throw some of that purifying salt at him!!”

75. Koji “Okay!”

76. Koji threw the salt and the thing vanished. I picked up Akinori and left the room.

77. We were safely outside, but Akinori was still hysterical.

78. Akinori “Stop it! Get away from me!! Stop it please!”

CONT'D OVER
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79. Masaki “Let’s take him to a hospital.”

80. Koji “And tell the doctor what?!”

81. Masaki “Well, I don’t know but I certainly can’t do anything for him. Let’s just get him to a 
hospital.”

82. Masaki “Take us to the Kawasaki hospital.”

83. Driver “Is he drunk? I don’t drive drunkards.”

84. Koji “Hey – are you trying to deny us service?!”

85. Driver “Okay, okay – get in…”

86. That night Koji and I sat in the waiting room waiting for the dawn to come.

87. Doctor “Are you two Akinori’s friends? Something is really wrong with him… I believe he 
may have experienced some kind of severe mental trauma that has sent him into a state 
of shock. I’m having him sent to another hospital for further examination.”

88. Masaki “What…??”

89. After everything was over I was sued by Akinori’s parents and interrogated by the police, 
and Akinori was left unable to speak even 12 years after the ordeal. If we had only left 
well enough alone none of this would ever have happened to him.

VOCABULARY

Kanji Kana Romaji English

完了 かんりょう kanryō
completion, 
conclusion

大怪我 おおけが ōkega serious injury



JAPANESEPOD101.COM  EXTRA FUN #31 - O-BON KAIDAN: THE MAN IN THE OTHER ROOM 29

自腹 じばら jibara
paying onee's own 

money

得体の知れない えたいのしれない etainorenai

strange, unfamiliar, 
mysterious, 
suspicious

現象 げんしょう genshō phenomenon

ビビる びびる bibiru to be scared

無駄金 むだがね mudagane barren money

納得する なっとくする nattoku suru
to satisfy oneself, to 
accept a situation

たじろぐ たじろぐ tajirogu
to shrink, to wince, to 

falter

得体の知れない えたいのしれない etai no shirenai

strange, unfamiliar, 
mysterious, 
suspicious

担ぎ上げる かつぎあげる katsugiageru
to lift somethign onto 

one's shoulder

乗車拒否 じょうしゃきょひ jōshakyohi

refusing to allow a 
passenger on board 
a train or into a bus 

or taxi

待合室 まちあいしつ machiaishitsu waiting room

精神状態 せいしんじょうたい seishinjōtai
mental condition, 

state of mind

搬送する はんそうする hansōsuru to transport

睨む にらむ niramu
to glare at, to scowl 

at, to keep an eye on

お札 おふだ o-fuda talisman

業者 ぎょうしゃ gyōsha trader, merchant

引っ越す ひっこす hikkosu to move (house)

都合 つごう tsugō
convenience, 

condition

線香 せんこう senkō incense stick
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臭い におい nioi smell

臭い くさい kusai stinking

寒気 さむけ samuke chill, shiver, cold

図面 ずめん zumen drawing, blueprint

担当者 たんとうしゃ tantōsha person in charge

凍り付く kōritsuku to freeze

眼球 がんきゅう gankyū eyeball

すり抜ける すりぬける surinukeru

to slip through, to 
make one's way 
through quickly

連絡を取る れんらくをとる renraku o toru to get in touch with

一部始終 いちぶしじゅう ichibushijū
the whole story, from 

beginning to end

尋問する じんもんする jinmonsuru to interrogate

SAMPLE SENTENCES

彼が辞めた理由を聞いて、納得した。
Kare ga yameta riyū o kiite nattoku shita.

 
I heard the reason why he quit, and I fully 
understand why he did.

彼の行動に怒ったので、彼を睨みつけた。
Kare no kōdō ni okotta node kare o 
niramitsuketa.

 
I got annoyed by his behaviour, so I glared at him.

いい臭いがする。
 

It smells good.

夜中に、急に寒気を感じた。
Yonaka ni kyū ni samuke o kanjita.

 
I felt chills suddenly at midnight.

CULTURAL INSIGHT

Ā ā Ē ē Ī ī Ō ō Ū ū 
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KANJI

1. ゆういち「うっ。。。」

2. 体が激しく揺れた。　

3. 中野「俺今どうなってる？」

4. ゆういち「っ！！！」

5. ふと見ると、右目が飛び出していて、顔の皮膚が垂れ下がっている。

6. 女子高生「うわぁ。。。やばくなーい？」

7. おじさん「こいつはひでぇなぁ。」

8. ゆういち「な。。。か。。。おま。。え。。｣

9. (「お前大丈夫か」って言いたいけど言えない。）

10. 中野「お前生きてるか？」

11. ゆういち「あれ、もしかして俺死んじゃったのかなぁ」

12. ゆういち「あれ、ここどこだろ。。。」

13. 母親「ゆういち、ゆういち！！良かった、あんた。やっと意識を取り戻して」

14. ゆういち｢よかった、、、俺。。。助かったんだ。。｣

15. そのときになって何があったのか始めてわかった。

16. 俺と中野は車に乗っていて、工事現場に差し掛かった。

CONT'D OVER
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17. すると工事現場のクレーン車が倒れて、自分たちの車を直撃した。

18. 中野は下敷きになって即死だったそうだ。

19. でも、そんなはずは無い。アイツは自分に語りかけていたからだ。

20. ゆういち「電話が鳴ってる。。。。電話が。。。出なくちゃ。。。。」

21. ゆういち「は、はい。」

22. 中野「お前生きてるのか？」

23. ゆういち「うん。。」

24. 中野「いまから、お前のところに行くよ。」

25. ゆういち「なんだぁ。夢かぁ。。。夢だったのかぁ」

26. 病室の中はもう薄暗くてシーンとしている。薬が効いてるのでまた眠りに着いた。

27. ゆういち「出なくちゃぁ。。。出なくちゃ。。。」

28. ゆういち「はい？？」

29. 中野「いま、、、お前のところに来てるんだ。。。。」

30. ゆういち「あぁ、、、また夢かぁ。。」

31. 病室の中は真っ暗で、窓の外はもう暗い闇が包んでる。

32. そして、目をつぶろうとすると何かの気配を感じた。

CONT'D OVER
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33. ゆういち「え、誰？。。。誰かがいる。」

34. あたりを見回した。暗い壁のところに中野が立っている。

35. ゆういち「あれ、、、中野。。。死んだんじゃなかったっけ。」

36. 右目の眼球が飛び出て、顔の皮膚が破れてぶら下がって血にまみれてる。

37. 中野は僕のベッドにだんだんと近づいてきた。

38. 中野「俺、今、どうなってる？」って聞いてきた。

39. ゆういち「え、、、、」

40. 中野「なぁ、俺と一緒に行こうや・・・」

KANA

1. ゆういち「うっ。。。」

2. からだがはげしくゆれた。　

3. なかの「おれいまどうなってる？」

4. ゆういち「っ！！！」

5. ふとみると、みぎめがとびだしていて、かおのひふがたれさがっている。

6. じょしこうせい「うわぁ。。。やばくなーい？」

7. おじさん「こいつはひでぇなぁ。」

CONT'D OVER
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8. ゆういち「な。。。か。。。おま。。え。。｣

9. （「おまえだいじょうぶか」っていいたけどいえない」）

10. なかのが「おまえいきてるか？」

11. ゆういち「あれ、もしかしておれしんじゃったのかなぁ」

12. ゆういち「あれ、ここどこだろ。。。」

13. ははおや「ゆういち、ゆういち！！よかった、あんた。やっといしきをとりもどして」

14. ゆういち｢よかった、、、おれ。。。たすかったんだ。。｣

15. そのときになってなにがあったのかはじめてわかった。

16. おれとなかのはくるまにのっていて、こうじげんばにさしかかった。

17. するとこうじげんばのクレーンしゃがたおれて、じぶんたちのくるまをちょくげきした。

18. なかのはしたじきになってそくしだったそうだ。

19. そんなはずはない。アイツはじぶんにかたりかけていたからだ。

20. ゆういち「でんわがなってる。。。。でんわが。。。でなくちゃ。。。。」

21. ゆういち「は、はい。」

22. なかの「おまえいきてるのか？」

23. ゆういち「うん。。」

CONT'D OVER
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24. なかの「いまから、おまえのところにいくよ。」

25. ゆういち「なんだぁ。ゆめかぁ。。。ゆめだったのかぁ」

26. びょうしつのなかはもううすぐらくてシーンとしている。

27. くすりがきいてるのでまたねむりについた。

28. ゆういち「でなくちゃぁ。。。でなくちゃ。。。」

29. ゆういち「はい？？」

30. なかの「いま、、、おまえのところにきてるんだ。。。。」

31. ゆういち「あぁ、、、またゆめかぁ。。」

32. びょうしつのなかはまっくらで、まどのそとはもうくらいやみがつつんでる。

33. そして、めをつぶろうとするとなにかのけはいをかんじた。

34. ゆういち「え、だれ？。。。だれかがいる。」

35. あたりをみまわした。くらいかべのところになかのがたっている。

36. ゆういち「あれ、、、なかの。。。しんだんじゃなかったっけ。」

37. みぎめのがんきゅうがとびでて、かおのひふがやぶれてぶらさがってちにまみれてる。

38. なかのはぼくのベッドにだんだんとちかづいてきた。

39. なかの「おれ、いま、どうなってる？」

CONT'D OVER
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40. ゆういち「え、、、、」

41. なかの「なぁ、おれといっしょにいこうや・・・」

ROMANIZATION

1. YŪICHI: U!!

2. Karada ga hageshiku yureta.

3. NAKANO: Ore ima dō natteru?

4. YŪICHI: Tsu!!!

5. Futo miru to, migime ga tobidashite ite, kao no hifu ga tare sagatte iru.

6. JOSHIKŌSEI: Uwā... Yabakunāi?

7. OSSAN: Koitsu wa hidē nā.

8. YŪICHI: Na... ka... oma.. e..

9. (「o-mae daijōbuka」 tte ītai kedo ienai)

10. NAKANO: Omae ikiteru ka?

11. YŪICHI: Are, moshikashite ore shinjyatta no kanā

12. YŪICHI: Are, koko doko daro...

13. HAHAOYA: Yūichi, Yūichi!! Yokatta, anta. Yatto ishiki o torimodoshite.

CONT'D OVER
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14. YŪICHI: Yokatta... ore... tasukatta n da..

15. Sono toki ni natte nani ga atta no ka hajime te wakatta.

16. Ore to Nakano ha kuruma ni notte ite, kōjigenba ni sashikakatta.

17. Suru to kōjigenba no kurēnsha ga taorete, jibuntachi no kuruma o chokugeki shita.

18. Nakano ha shitajiki ni natte sokushi datta sō da.

19. Sonna hazu wa nai. Aitsu wa jibun ni katari kakete ita karada.

20. YŪICHI: Denwa ga natte ru.... Denwa ga... denakucha....

21. YŪICHI: Ha, hai.

22. NAKANO: Omae ikiteru no ka?

23. YŪICHI: Un..

24. NAKANO: Ima kara, omae no tokoro ni iku yo.

25. Denwa ga kire ru. Tsūtsū.. Dandan chīsaku naru.

26. YŪICHI: Nandā. Yume kā... Yume datta no kā.

27. Byōshitsu no naka ha mō usuguraku te shīn to shite iru. Kusuri ga kīteru no de mata 
nemuri ni tsuita.

28. YŪICHI: Dena kuchaa... denakucha...

29. YUUICHI: hai??

CONT'D OVER
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30. NAKANO: Ima,,, omae no tokoro ni kiteru n da....

31. YŪICHI: Aa..., mata yume kaa...

32. Byoushitsu no naka ha makkura de, mado no soto hamou kurai yami ga tsutsun deru.

33. soshite, me wo tsuburou to suru to nanika no kehai wo kanji ta.

34. YŪICHI: E, dare?... Dareka ga iru.

35. Atari o mimawashi ta. Kurai kabe no tokoro ni Nakano ga tatte iru.

36. YŪICHI: Are?? Nakano... Shin danja nakatta kke.

37. Migime no gankyū ga tobi dete, kao no hifu ga yabure te burasagatte chi nimamireteru.

38. Nakano ha Boku no beddo ni dandan to chikadui te kita.

39. NAKANO: Ore, ima, dō natteru?

40. YŪICHI: E?

41. NAKANO: Nā, ore to issho ni ikō ya...

ENGLISH

1. Yuichi ”Ugh…”

2. His body shakes violently.

3. Nakano “How do I look?”

CONT'D OVER
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4. Yuichi “Oh..”

5. When he looks up he sees the skin on Nakano’s face hanging off and his right eye out of 
its socket.

6. High school girl “Yuck, that’s sick!”

7. Old man “ Oh, that’s terrible…”

8. Yuichi “Naka… are you…”

9. Nakano “Hey, are you still alive?

10. Yuichi “Wait, could I really be dead?”

11. The sound of an electrocardiogram.

12. Yuichi “Where am I?”

13. Mother “Yuichi, Yuichi! Oh good – you’ve finally regained consciousness.”

14. Yuichi “Oh good… I’m alright…”

15. It was then that I finally understood what had happened. Nakano and I had driven our car 
right into a construction site. We knocked over a crane and it fell onto the car. I was told 
that Nakano had been crushed beneath the crane and killed instantly. But how could that 
be? He was talking to me after the crane had hit.

16. The sudden sound of a ringing phone.

17. Yuichi “The phone… I have to… Get the phone…”

18. Yuichi picks up the phone.

CONT'D OVER
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19. Yuichi “H… Hello?”

20. Nakano “Are you still alive?”

21. Yuichi “Yeah…”

22. Nakano “I’m coming to you now.”

23. Hangs up the phone and the receiver grows quiet. The electrocardiogram beeps away.

24. Yuichi “Oh man… Was that just a dream?”

25. The hospital room is dim and silent. His medicine begins to take effect and Yuichi falls 
asleep again. The electrocardiogram grows quiet.

26. The sudden sound of a ringing phone.

27. Yuichi “I have to get it… have to get it…”

28. Yuichi picks up the phone.

29. Yuichi “Yes??”

30. Nakano “I’m here now…”

31. He hangs up the phone and the receiver grows quiet. The electrocardiogram beeps 
away.

32. Yuichi “Oh, I must have been dreaming again…”

33. His hospital room is wrapped in the same pitch black darkness as the night outside the 
window. He tries to close his eyes but senses a presence.

CONT'D OVER
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34. Yuichi “S… Somebody’s there…”

35. His eyes dart around the room and land on Nakano standing against a dark wall.

36. Yuichi “OH, Nakano! I thought you were dead!”

37. Nakano’s face is torn apart and covered in blood and his right eye is hanging out of its 
socket. Nakano approaches Yuichi’s bed.

38. Nakano “What’s happened to me?”

39. Yuichi “Uh…”

40. Nakano “Come with me Yuichi…”

VOCABULARY

Kanji Kana Romaji English

崩れ落ちる くずれおちる kuzure ochiru

to crumble down, to 
tumble down, to fall 

in

包む つつむ tsutsumu
to wrap up, to dress 

in

気配 けはい kehai indication, presence

真っ暗 まっくら makkura

1) total darkness, 
pitch dark, (2) 

shortsightedness

病室 びょうしつ byōshitsu hospital room

即死 そくし sokushi instant death
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下敷き したじき shitajiki

desk pad, mat, 
something lying 

underneath, pinned 
under, crushed 

beneath

直撃 ちょくげき chokugeki direct hit

差し掛かる さしかかる sashikakaru
to come near to, to 

approach

工事現場 こうじげんば kōjigenba construction site

取り戻す とりもどす torimodosu
to take back, to 

regain

意識 いしき ishiki
consciousness, 

senses

垂れ下がる たれさがる taresagaru to hang, to dangle

皮膚 ひふ hifu skin

近づく ちかづく chikazuku

to approach, to get 
near, to get 

acquainted with, to 
get closer

揺れる ゆれる yureru to shake, to sway;V2

救急車 きゅうきゅうしゃ kyūkyūsha ambulance

見回す みまわす mimawasu
to look around, to 

survey

SAMPLE SENTENCES

素敵なドレスに包まれた女性に一目ぼれし
た。
Suteki na doresu ni tsutsumareta josei ni 
hitomebore shita.

 
(I) fell in love with a women clad in a beautiful 
dress at first sight.

暗い中、後ろに気配がした。
Kurai naka, ushiro ni kehai ga shita.

 
In the dark I felt a presence behind me.
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台風が、東京を直撃した。
Taifū ga, Tokyō o chokugeki shita.

 
The typhoon hit Tokyo with full force.

地震で、家が揺れた。
Jishin de ie ga yureta.

 
My house shook because of the earthquake.

救急車を呼んでください。
kyūkyūsha wo yonde kudasai.

 
Please call an ambulance.
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KANJI

1. 数年前、職場で体験した出来事です。

2. そのころ、ぼくの職場はトラブルつづきで、大変に荒れた雰囲気でした。

3. 普通では考えられない発注ミスや、工場での人身事故があいつぎ、クレーム処理に追われ

ていました。

4. 朝、出社して、夜中に退社するまで、電話に向かって頭を下げつづける日々です。

5. 当然、僕だけでなく、他の同僚のストレスも溜まっていました。

6. その日も、事務所のカギを閉めて、廊下に出たときには午前三時を回っていました。

7. 大島所長と中島係長、二人の同僚とぼくをあわせて五人です。

8. みな疲労で青ざめた顔をして、黙りこくっていました。

9. ところが、その日はさらに気を滅入らせるような出来事が待っていました。

10. 廊下のエレベーターのボタンをいくら押しても、エレベーターが上がってこないのです。

11. その夜だけエレベーターのメンテナンスのために、電気が止められたらしく、ビル管理会

社の手違いで、その通知がうちの事務所にだけ来ていなかったのでした。

12. これには、ぼくも含めて、全員がキレました。

13. 「おい開けろー！！おい、どうなってんだー！」「なんだよくっそー！」「もう冗談じゃ

ないわよー。ほんと、いい加減にしてよねぇ。。」

14. 同僚の山崎など、床に座りこむ始末でした。

CONT'D OVER
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15. 大島所長「しょうがない、非常階段から下りよう」

16. 防災の目的でつくられた非常階段があるのですが、侵入者を防ぐため、内側から厳重にカ

ギがかけられ、滅多なことでは開けられることはありません。僕もそのとき、はじめて階

段につづく扉を開けることになったのです。

17. 廊下のつきあたり、蛍光灯の明かりも届かないところにその扉はありました。

18. どんなにビルが密集して立っているような場所でも、表路地からは見えない、「死角」の

ような空間があります。ビルの壁と壁にはさまれた谷間のようなその場所は、昼間でも薄

暗く、街灯の明かりも届かず、鳩とカラスの巣になっていました。

19. うちの事務所は、ビルの７Ｆにあります。

20. 中林「うっ。。」重い扉が開いたとたん、なんともいえない異臭が鼻をつきます。イヤな

匂いが立ち上っているのです。

21. 加藤「鳩の糞だよ、これ……」

22. ビルの裏側は、鳩の糞で覆い尽くされていました。

23. 暗闇への恐怖も忘れて、ぼくはスチールの階段を降り始めました。

24. 足元は暗くて、手すりが腰のあたりまでの高さしかなく、ものすごく危ない。振り返って

同僚たちをみると、みんな暗い顔をしていました。

25. ぼくが先頭になって階段をおりました。すぐ後ろに加藤、山崎、大島所長、中島係長の順

番です。

26. 六階の踊り場を過ぎたあたりでした。

CONT'D OVER
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27. 後ろの誰かが会話しているのかと思ったのですが、どうも様子がへんなのです。誰も返事

をかえす様子がないのです。

28. この声をぼくは知っている。係長や所長や山崎の声ではない。でも、それが誰の声か思い

出せないのです。でも……それは決して、夜の三時に暗い非常階段で会って楽しい人物で

はないことは確かです。

29. ぼくの心臓の鼓動はだんだん早くなっていきました。

30. いちどだけ、足を止めて、うしろを振り返りました。

31. すぐ後ろにいる加藤が、きょとんとした顔をしています。

32. そのすぐ後ろに山崎。所長と係長の姿は、暗くて見えません。

33. 中林「所長……」

34. 中島係長「何？……さっきから、誰と話してるんだ？」

35. 所長は状況をわかっていない。答えてはいけない。振り返ってもいけない。強く、そう思

ったのです。

36. 加藤がいらだって手すりをカンカンと叩くのが、やけにはっきりと聞こえました。です

が、ぼくと同じような恐怖を感じている雰囲気はありませんでした。

37. 僕はいちばん聞きたくない物音を耳にすることになったのです。

38. 大島所長「なぁ、山崎君！中島さんも、中林くんも、ちょっと……」

39. 中林くんというのはぼくのことです。

40. 中林「振り返っちゃいけない！！振り返っちゃいけない……」

CONT'D OVER
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41. 背後で、加藤と山崎が何か相談しあっている気配があります。

42. ぼくは階段をおりることに意識を集中しました。

43. ぼくの身体は隠しようがないほど震えていました。

44. 三階を通り過ぎ、眼下に、真っ暗な闇の底……地面の気配がありました。

45. 背後から近づいてくる気配に気づいたのはそのときでした。

46. 中林「う、、、、はぁ、はぁ、うぐっ。。。」

47. ぼくは、悲鳴をあげるのをこらえながら、あわてて階段をおりました。

48. 階段のつきあたりには、鉄柵で囲われたゴミの持ち出し口があり、そこには簡単な鍵がか

かっています。

49. 気配は、すぐ真後ろにありました。振り返るのを必死でこらえながら、ぼくは暗闇の中、

わずかな指先の気配を頼りに、鍵をあけようとしました。

50. そのときです。

51. すぅぅ……。

52. 「なぁ、中林、こっちむけよ！　いいもんあるから」「楽しいわよ、ね、中林くん、これ

がね……」「中林くん、中林くん、中林くん中林くん……」「ふふふ……ねぇ、これ、こ

れ、ほら」「なぁ、悪いこといわんから、こっち向いてみいや。楽しいでー！」

53. 悲鳴をこらえるのがやっとでした。

54. ただ言葉だけで……圧倒的に明るい、楽しそうな声だけで、必死でぼくを振り向かせよう

とするのです。

CONT'D OVER
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55. 中林「うわあぁああぁぁぁーーー！！！」

56. 僕は、知らないうちに鍵をあけていたのでした。

57. うれしいよりも先に、鳥肌のたつような気分でした。やっと出られる。

58. 闇の中に手を伸ばし、鉄格子を押します。

59. ここをくぐれば、ほんの数メートル歩くだけで、表の道に出られる……。

60. 一歩、足を踏み出した、そのとき。

61. 「　お　い　」

KANA

1. すうねんまえ、しょくばでたいけんしたできごとです。

2. そのころ、ぼくのしょくばはトラブルつづきで、たいへんにあれたふんいきでした。

3. ふつうではかんがえられないはっちゅうミスや、こうじょうでのじんしんじこがあいつ

ぎ、クレームしょりにおわれていました。

4. あさ、しゅっしゃして、よなかにたいしゃするまで、でんわにむかってあたまをさげつづ

けるひびです。

5. とうぜん、ぼくだけでなく、ほかのどうりょうのストレスもたまっていました。

6. そのひも、じむしょのカギをしめて、ろうかにでたときにはごぜんさんじをまわっていま

した。

CONT'D OVER
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7. おおしましょちょうとなかしまかかりちょう、ふたりのどうりょうとぼくをあわせてごに

んです。

8. みなひろうであおざめたかおをして、だまりこくっていました。

9. ところが、そのひはさらにきをめいらせるようなできごとがまっていました。

10. ろうかのエレベーターのボタンをいくらおしても、エレベーターがあがってこないので

す。

11. そのよるだけエレベーターのメンテナンスのために、でんきがとめられたらしく、ビルか

んりかいしゃのてちがいで、そのつうちがうちのじむしょにだけきていなかったのでし

た。

12. これには、ぼくもふくめて、ぜんいんがキレました。

13. 「おいあけろー！！おい、どうなってんだー！」「なんだよくっそー！」「もうじょうだ

んじゃないわよー。ほんと、いいかげんにしてよねぇ。。」

14. どうりょうのやまざきなど、ゆかにすわりこむしまつでした。

15. おおしましょちょう「しょうがない、ひじょうかいだんからおりよう」

16. ぼうさいのもくてきでつくられたひじょうかいだんがあるのですが、しんにゅうしゃをふ

せぐため、うちがわからげんじゅうにカギがかけられ、めったなことではあけられること

はありません。

17. ぼくもそのとき、はじめてかいだんにつづくとびらをあけることになったのです。

18. ろうかのつきあたり、けいこうとうのあかりもとどかないところにそのとびらはありまし

た。

CONT'D OVER
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19. どんなにビルがみっしゅうしてたっているようなばしょでも、おもてろじからはみえな

い、「しかく」のようなくうかんがあります。

20. ビルのかべとかべにはさまれたたにまのようなそのばしょは、ひるまでもうすぐらく、が

いとうのあかりもとどかず、はととカラスのすになっていました。

21. うちのじむしょは、ビルの７Ｆにあります。

22. なかばやし「うっ。。」

23. おもいとびらがひらいたとたん、なんともいえないいしゅうがはなをつきます。

24. イヤなにおいがたちあがっているのです。

25. かとう「はとのふんだよ、これ……」

26. ビルのうらがわは、はとのふんでおおいつくされていました。

27. くらやみへのきょうふもわすれて、ぼくはスチールのかいだんをおりはじめました。

28. あしもとはくらくて、てすりがこしのあたりまでのたかさしかなく、ものすごくあぶな

い。

29. ふりかえってどうりょうたちをみると、みんなくらいかおをしていました。

30. ぼくがせんとうになってかいだんをおりました。

31. すぐうしろにかとう、やまざき、おおしましょちょう、なかしまかかりちょうのじゅんば

んです。

32. ろっかいのおどりばをすぎたあたりでした。

CONT'D OVER



JAPANESEPOD101.COM  EXTRA FUN #33 - O-BON KAIDAN: STAIRWAY IN THE MIDDLE OF THE NIGHT 9

33. うしろのだれかがかいわしているのかとおもったのですが、どうもようすがへんなので

す。

34. だれもへんじをかえすようすがないのです。

35. このこえをぼくはしっている。かかりちょうやしょちょうややまざきのこえではない。

36. でも、それがだれのこえかおもいだせないのです。

37. でも……それはけっして、よるのさんじにくらいひじょうかいだんであってたのしいじん

ぶつではないことはたしかです。

38. ぼくのしんぞうのこどうはだんだんはやくなっていきました。

39. いちどだけ、あしをとめて、うしろをふりかえりました。

40. すぐうしろにいるかとうが、きょとんとしたかおをしています。

41. そのすぐうしろにやまざき。

42. しょちょうとかかりちょうのすがたは、くらくてみえません。

43. なかばやし「しょちょう……」

44. なかしまかかりちょう「なに？……さっきから、だれとはなしてるんだ？」

45. しょちょうはじょうきょうをわかっていない。こたえてはいけない。ふりかえってもいけ

ない。つよく、そうおもったのです。

46. かとうがいらだっててすりをカンカンとたたくのが、やけにはっきりときこえました。

47. ですが、ぼくとおなじようなきょうふをかんじているふんいきはありませんでした。

CONT'D OVER
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48. ぼくはいちばんききたくないものおとをみみにすることになったのです。

49. おおしましょちょう「なぁ、やまざきくん！なかじまさんも、なかばやしくんも、ちょっ

と……」

50. なかばやしくんというのはぼくのことです。

51. なかばやし「ふりかえっちゃいけない！！ふりかえっちゃいけない……」

52. はいごで、かとうとやまざきがなにかそうだんしあっているけはいがあります。

53. ぼくはかいだんをおりることにいしきをしゅうちゅうしました。

54. ぼくのからだはかくしようがないほどふるえていました。

55. さんかいをとおりすぎ、がんかに、まっくらなやみのそこ……じめんのけはいがありまし

た。

56. はいごからちかづいてくるけはいにきづいたのはそのときでした。

57. なかばやし「う、、、、はぁ、はぁ、うぐっ。。。」

58. ぼくは、ひめいをあげるのをこらえながら、あわててかいだんをおりました。

59. かいだんのつきあたりには、てっさくでかこわれたゴミのもちだしぐちがあり、そこには

かんたんなかぎがかかっています。

60. けはいは、すぐまうしろにありました。

61. ふりかえるのをひっしでこらえながら、ぼくはくらやみのなか、わずかなゆびさきのけは

いをたよりに、かぎをあけようとしました。

CONT'D OVER
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62. そのときです。

63. すぅぅ……。

64. 「なぁ、なかばやし、こっちむけよ！　いいもんあるから」

65. 「たのしいわよ、ね、なかばやしくん、これがね……」

66. 「なかばやしくん、なかばやしくん、なかばやしくんなかばやしくん……」

67. 「ふふふ……ねぇ、これ、これ、ほら」

68. 「なぁ、わるいこといわんから、こっちむいてみいや。たのしいでー！」

69. ひめいをこらえるのがやっとでした。

70. ただことばだけで……あっとうてきにあかるい、たのしそうなこえだけで、ひっしでぼく

をふりむかせようとするのです。

71. なかばやし「うわあぁああぁぁぁーーー！！！」

72. ぼくは、しらないうちにかぎをあけていたのでした。

73. うれしいよりもさきに、とりはだのたつようなきぶんでした。やっとでられる。

74. やみのなかにてをのばし、てつごうしをおします。

75. ここをくぐれば、ほんのすうメートルあるくだけで、おもてのみちにでられる……。

76. いっぽ、あしをふみだした、そのとき。

77. 「　お　い　」

ENGLISH
CONT'D OVER
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1. It happened at my workplace several years ago.

2. At the time, problems plagued the company; unthinkable mistakes with orders, frequent 
accidents at the factory, and an overwhelming number of complaints.

3. Those days were mostly spent apologizing on the phone from the time we arrived in the 
morning until we finished late at night. Of course, not only I, but my coworkers were all 
overcome with stress.

4. On that day, just like most others during that period, it was nearing three in the morning 
when we locked the office door.

5. THERE WERE 
FIVE OF US:

Chief Oshima, Chief Nakajima, two co-workers, and me. Everyone 
was silent, their faces pale with exhaustion.

6. The elevator wouldn't come no matter how many times we pushed the button.

7. We didn't know this at the time, but a clerical error by the building management had 
resulted in our office not being notified that the elevator would be receiving maintenance 
that particular night, requiring the power to be shut off. My coworkers and I snapped.

8. "Hey, open up!! What's going on?!" "What's the deal!? Come on!!" "Quit playing around, 
enough of this, okay...?!"

9. It ended with some of my coworkers, including Yamazaki, sitting in defeat on the hallway 
floor.

10. "We have no choice. Let's take the emergency stairway,"

11. A stairwell was installed in the building as a means of escape during a fire, and in order 
to prevent intruders it was kept locked from the inside. The lock was rarely opened.

12. It was the first time I had opened the door connecting to the emergency stairway.

CONT'D OVER
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13. The door was at the end of the hall in a spot where the fluorescent lighting barely 
reached.

14. No matter how closely spaced a building is to another, every building has a space similar 
to a "blind spot" that can't be seen from the main road.

15. Those nooks, usually between the walls of two buildings, barely see sunlight even during 
the day, and are beyond the reach of artificial lighting. Those spots serve as nesting 
grounds for pigeons and crows. Our office is on the seventh floor.

16. As soon as the door opened, an indescribably foul stench flooded the hall and hung low.

17. "It's pigeon poop,"

18. The back of the building was covered in bird excrement. Forgetting my fear of the dark, I 
started to descend the steel stairway.

19. It was too dark to see where I was walking, and the handrail was only the height of my 
waist. I turned around to look at my coworkers; they all had gloom written on their faces.

20. I was in the front of the group. Behind me were Kato, Yamazaki, Chief Oshima, and Chief 
Nakajima, in that order.

21. It was when we passed the landing on the sixth floor that I suddenly heard a whispering 
voice coming from behind me. I thought someone was having a conversation, but the 
strange thing was that it didn't seem like anyone was responding.

22. I knew that voice. It wasn't either of the Chiefs, nor of Yamazaki. I couldn't remember 
whose voice it was.

23. One thing was certain, however; the owner of that voice was someone you would not 
enjoy meeting at three in the morning on the emergency stairway. My heart started 
pounding faster.

CONT'D OVER
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24. I looked back only once. Behind me Kato was a blank look on his face, and behind her, 
Yamazaki. It was too dark to see Chiefs Oshima and Chief Nakajima.

25. "Chief Oshima?" said Masaru.

26. "What? Who have you been talking to this whole time?" replied Chief Nakajima.

27. Chief Oshima doesn't understand the seriousness of the situation. I shouldn't reply. I 
shouldn't even turn around. I strongly felt this was the right thing to do.

28. I clearly heard Kato, who was restless with anxiety, clanging something against the 
handrail. However, it didn't seem to me as if he was feeling the same paralyzing fear that 
I was.

29. Everything that reached my ears was exactly what I didn't want to hear at that moment.

30. "Hey, Yamazaki! You too, Chief Nakajima, and you too, Nakabayashi. Wait..."

31. I am Nakabayashi. But I shouldn't turn around. I shouldn't turn around!

32. Behind me, I could hear Kato and Yamazaki discussing something. I concentrated on 
descending the stairway. I was visibly shaking to the point that I could not hide it.

33. We passed the third floor, and below I could barely see the ground covered in complete 
darkness.

34. I quickened my pace. And that's when I felt something rush up very close behind me.

35. I stifled a scream as best I could, and continued to descend the stairway.

36. The bottom of the stairs was an area surrounded by a steel cage that had a simple lock 
on it to allow for the garbage disposal. Something was still right behind me.

CONT'D OVER
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37. And in the pitch black of the landing, I relied on the sense of my fingers to open the lock, 
while doing my best not to turn around.

38. Then, it happened.

39. "Oy, Nakabayashi! I have something for you."

40. "This is fun, Nakabayashi, isn't it?!"

41. "Nakabayashi, Nakabayashi, Nakabayashi..."(need recording)

42. "C'mon, I won't do anything...turn around!!"

43. "Mwahaha, heeeey, c'mon, come on!"

44. I could no longer contain my scream. They tried to get me to turn around using 
sickeningly bright voices.

45. Before I knew it, I had opened the door. I didn't feel relief, but rather the crawling feeling 
of gooseflesh covering my skin. I can finally get out! I stuck my hand out in the darkness 
and pushed on the steel gate. Once I pass through, I'll only be a few meters from the 
main road.

46. I took one step forward.

47. And then....

48. "Hey"

VOCABULARY

Kanji Kana Romaji English

職場　 しょくば shokuba workplace
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鉄柵 てっさく tessaku iron fence

悲鳴 ひめい himei shriek, scream

気配 けはい kehai indication, presence

暗闇 くらやみ kurayami darkness

異臭 いしゅう ishū offensive smell

死角 しかく shikaku blind spot

蛍光灯 けいこうとう keikōtō fluorescent light

非常階段 ひじょうかいだん hijō kaidan emergency stairs

人身事故 じんしんじこ jinshin jiko
accident causing 

injury or death

管理会社 かんりがいしゃ kanri gaisha
management 

company

通知 つうち tsūchi notification

処理する しょりする shori suru to deal with

発注 はっちゅう hacchū ordering

鉄格子 てつごうし tetsugōshi iron grille

SAMPLE SENTENCES

職場の雰囲気が悪い。
Shokuba no fun'iki ga warui.

 
The atmopshere at the workplace isn't good.

鉄柵に囲まれたところに入った。
Tessaku ni kakomareta tokoro ni haitta.

 
I entered the place surrounded by an iron fence.

深夜、女の人の悲鳴が聞こえた。
Shinya, onna no hito no himei ga kikoeta.

 
In the middle of the night, I heard a woman 
scream.

暗い中、後ろに気配がした。
Kurai naka, ushiro ni kehai ga shita.

 
In the dark I felt a presence behind me.
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突然、暗闇から猫が飛び出してきた。
Totsuzen, kurayami kara neko ga tobi dashite 
kita.

 
A cat suddenly jumped out of the darkness.

この部屋は異臭がする。
Kono heya wa ishū ga suru.

 
This room smells bad.

子どもが死角に隠れていた。
Kodomo ga shikaku ni kakurete ita.

 
A child was hiding in the blind spot.

新しい蛍光灯にとりかえたばかりだ。
Atarashii keikōtō ni torikaeta bakari da.

 
I replaced the light with a new fluorescent light.

非常階段を下りた。
Hijōkaidan o orita.

 
I went down the emergency stairs.

人身事故の影響で、電車が遅れている。
Jinshin jiko no eikyō de, densha ga okurete iru.

 
The trains are late due to an accident resulting in 
physical injury.

彼はビル管理会社に就職した。
Kare wa biru kanri gaisha ni shūshoku shita.

 
He got a job at a building management company.

学生は内定通知をもらった。
Gakusei wa naitei tsūchi o moratta.

 
The student recieved an offer letter.

私には、処理しなければならない問題がた
くさんある。
Watashi ni wa, shori shinakereba naranai mondai 
ga takusan aru.

 
I have many issues to deal with.

新しいＣＤを発注した。
Atarashii CD o hacchū shita.

 
I ordered a new CD.

安全のため、鉄格子を窓に付けました。
Anzen no tame, tetsugōshi o mado ni tsukemashita.

 
I put bars on the window for security.
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