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これはミツオシエという鳥ンゲデとギンギーレという名
の欲の深い若者の話です。ある日、ギンギーレが狩りに出
かけていると、ンゲデの鳴き声を聞きました。ハチミツ
のことを思うと、ギンギーレの口によだれが出てきまし
た。彼は足を止め、注意して耳をすまし、鳥の姿を探し、
そして頭上の枝に鳥がいるのを見つけました。「チテッ
ク、チテック、チテック」その小さい鳥は、次から次へと
木を飛びながら、カタカタと音を立てました。鳥は、ギン
ギーレが後について来ているのかを確かめようと、時々止
まりながら、「チテック、チテック、チテック」と鳴きま
した。

•••

Voici l’histoire de Ngede l’indicateur et un jeune homme
avide nommé Gingile. Un jour, lorsqu’il chassait, Gingile
entendit l’appel de Ngede. Gingile commença à saliver
en pensant au miel. Il arrêta et écouta attentivement,
fouillant jusqu’à ce qu’il trouve l’oiseau dans les
branches au-dessus de sa tête. « Chitik-chitik-chitik, » le
petit oiseau ébranla, en volant d’un arbre à l’autre. «
Chitik-chitik-chitik, » il lança, arrêtant de temps en temps
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pour s’assurer que Gingile le suivait.
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そういうことで、ギンギーレの子供達がンゲデの話を聞く
と、彼らはその小さな鳥に敬意をはらうのです。ハチミツ
を収穫する時はいつでも、彼らはハチの巣の一番大きい所
をミツオシエのために必ず残してくるのです。

•••

Ainsi, quand les enfants de Gingile entendent l’histoire
de Ngede ils respectent le petit oiseau. Chaque fois qu’ils
récoltent du miel, ils s’assurent de laisser la plus grande
partie du rayon pour l’indicateur !
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30分たつと、彼らはとてつもなく大きな野生のイチジク
の木にたどり着きました。ンゲデは枝の間をすごい勢いで
ピョンピョンと飛び回りました。それからンゲデは一本の
枝にとまり、まるで「ここだよ。さあ、来てごらん。何を
グズグズしているのかね？」と言わんばかりに、ギン
ギーレを見て、頭を上に向けました。ギンギーレは木のふ
もとの方から一匹もミツバチが見えませんでしたが、ン
ゲデを信じました。

•••

Après une heure et demie, ils atteignirent un figuier
sauvage énorme. Ngede sautillât éperdument parmi les
branches. Il s’installa ensuite sur une branche et inclina
sa tête vers Gingile comme pour dire, « Le voici ! Viens
vite ! Qu’est-ce qui te prend autant de temps ? » Gingile
ne pouvait pas voir d’abeilles du dessous de l’arbre, mais
il avait confiance en Ngede.
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ヒョウがギンギーレをがぶりと食べる前に、ギンギーレは
大急ぎで木を降り始めました。あまり急いでいて、彼は枝
に飛びそこね、地面にドサッと落ちて、足首をひねってし
まいました。彼はできる限り早くヨタヨタと足を引きずっ
て歩きました。幸運なことに、ヒョウはあんまり眠くてギ
ンギーレを追いかけることができませんでした。ミツオ
シエのンゲデは仕返しをし、そしてギンギーレは大切なこ
とを学んだのでした。

•••

Avant que Léopard puisse s’en prendre à Gingile, ce
dernier se précipita en bas de l’arbre. Dans son
empressement, il manqua une branche et atterrit par
terre avec un bruit sourd, tordant sa cheville.
Heureusement pour lui, Léopard était encore trop
endormi pour le poursuivre. Ngede, l’indicateur, eu sa
revanche. Et Gingile retint sa leçon.
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そこで、ギンギーレは狩り用のヤリを木のふもとに置き、
乾いた小枝を集め、小さな火をおこしました。火が十分に
燃えると、彼は火の中心に長くて乾いた木切れを差し込み
ました。この木は、燃えている間、たくさんの煙を出すこ
とで特に知られていました。ギンギーレは煙が出ている木
切れの冷たい方の端を歯にくわえながら、木登りを始めま
した。

•••

Alors, Gingile déposa sa lance sous l’arbre, recueilli des
brindilles séchées et alluma un petit feu. Un coup que le
feu brûlait bien, il mit une longue branche au cœur du
feu. Ce bois était connu pour la fumée qu’il créait quand
il brûlait. Gingile commença à grimper, tenant entre ses
dents le bout froid de la branche qui fumait.
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ギンギーレは、いつものブンブンという音がどうして聞
こえないのだろうと不思議に思いながら、木に登りまし
た。「多分、ハチの巣は木の中の深い所にあるのだ」と彼
はひそかに思いました。ギンギーレは別の枝に体を移しま
した。するとギンギーレは、ハチの巣ではなく、ヒョウの
顔とにらみ合うことになりました。ヒョウは自分の眠りが
乱暴に邪魔をされたのでとても怒ってしまいました。彼女
が目を細め、口を開くと、とても大きくてするどい歯が現
れました。

•••

Gingile grimpa, se demandant pourquoi il n’entendait
pas le bourdonnement habituel. « Peut-être que la ruche
est très profonde dans l’arbre, » se dit-il. Il se remonta
sur une autre branche. Mais au lieu de la ruche, il arriva
face-à-face avec le visage d’un léopard ! Léopard était
très fâché que son sommeil ait été interrompu si
brusquement. Elle plissa ses yeux et ouvrit sa bouche
pour révéler ses grandes dents pointues.
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まもなくギンギーレは忙しそうなミツバチの大きなブン
ブンという音が聞こえるようになりました。彼らは、木の
幹の穴―つまり彼らの巣穴―から出たり入ったりしていま
した。ギンギーレはミツバチの巣に手が届くと、その穴に
煙の出ている方の木切れを押し込みました。ミツバチは、
あわてふためき、不愉快になり、怒ってしまいました。彼
らは煙がイヤなので、飛んで出てきました。でも、ミツバ
チはその時にはもうすでにギンギーレに針で痛い目に合わ
せていました。

•••

Bientôt il pouvait entendre le bourdonnement bruyant
des abeilles chargées. Elles rentraient et sortaient d’un
creux dans le tronc d’arbre - leur ruche. Lorsque Gingile
rejoint la ruche il mit le bout fumant de la branche dans
le creux. Les abeilles sortirent, fâchées et méchantes.
Elles s’envolèrent parce qu’elles n’aimaient pas la fumée
- mais pas avant d’avoir donné des piqûres
douloureuses à Gingile !
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数週間後のある日、ギンギーレはンゲデのハチミツを知ら
せる鳴き声をまた聞きました。彼はあの美味しいハチミツ
を思い出し、もう一度その鳥の後を熱心についていきまし
た。森のはずれをずっとギンギーレを連れて回った後、ン
ゲデは立ち止り、大きな傘のようなトゲのある木の所で休
みました。「あ、そうか」とギンギーレは思いました。
「ハチミツの巣はこの木の中にあるに違いないぞ。」彼
は、素早く小さな火をおこし、けむりの立ち込めている枝
を歯にくわえ、木登りを始めました。ンゲデは座って眺め
ていました。

•••

Un jour, plusieurs semaines plus tard, Gingile entendit
de nouveau l’appel de Ngede. Il se souvint du miel
délicieux et suivi avec impatience l’oiseau une fois de
plus. Après avoir mené Gingile le long de la forêt, Ngede
arrêta pour se reposer dans un acacia faux-gommier. «
Ahh, » pensa Gingile. « La ruche doit être dans cet arbre.
» Il parti rapidement son petit feu et commença à
grimper, la branche fumante entre ses dents. Ngede,
assit, le regardait.
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ミツバチが外に出た時に、ギンギーレは巣の中に両手を押
し込みました。彼は、たっぷりのハチミツがしたたり落ち
る両手一杯の重いハチの巣と、いっぱいのハチミツ油と白
い蜂の子を取り出しました。彼は肩にかけてきた小袋にハ
チミツの巣を注意深く入れ、木から降り始めました。

•••

Quand les abeilles furent sorties, Gingile enfonça ses
mains dans le nid. Il sortit des poignées du nid
desquelles s’écoulaient du miel riche et des larves
grasses et blanches. Il mit le nid soigneusement dans la
besace il portait sur son épaule et commença à
descendre de l’arbre.
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furieux ! Cela n’était aucune manière de le traiter ! Mais
il aurait sa revanche.
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ンゲデはギンギーレがしているすべてを熱心に見つめて
いました。ンゲデはミツオシエという鳥に対する感謝の
お供えものとしてハチミツの巣の大きな一切れを残してく
れると思ってギンギーレを待っていました。ンゲデは枝
から枝をヒラヒラと飛び回り地面にだんだんと近づきまし
た。やっとギンギーレは木の下に降りました。ンゲデは若
者がいる近くの岩の上にとまり、若者のほうびを待ちまし
た。

•••

Ngede regardait avec impatience tout ce que Gingile
faisait. Il attendait qu’il laisse un gros morceau de nid
d’abeille comme signe de remerciement pour
l’indicateur. Ngede voltigeait de branche en branche, de
plus en plus près du sol. Finalement, Gingile arriva au
pied de l’arbre. Ngede se percha sur une roche près du
garçon et attendit sa récompense.
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しかしギンギーレは火を消すと、ヤリを取り上げ、その鳥
を無視して、家路につき始めました。ンゲデは怒って
「ヴィクトール、ヴィクトール」と大声で叫びました。ギ
ンギーレは立ち止り、その小さな鳥を見つめて、大声で笑
いました。「ハチミツがほしいのか、おまえ、オレの友達
か？フン！でもぼくがぜんぶ仕事をしたのさ、すっかりハ
チにもさされてさ。だから、なんで、この美味しそうな
ハチミツの分け前を少しおまえにあげなくちゃいけない
のかな？」それから、ギンギーレは歩いて行ってしまいま
した。ンゲデは怒り狂いました。これはンゲデが受ける
ような振舞いではありませんでした。やがて、ギンギー
レはンゲデの仕返しを受けることになるでしょう。

•••

Mais Gingile éteint le feu, ramassa sa lance et commença
à rentrer chez lui, en ignorant l’oiseau. Ngede lança,
fâché, « VIC-torr ! VIC-torr ! » Gingile arrêta, dévisagea le
petit oiseau et éclata de rire. « Tu veux du miel, mon ami
? Ha ! Mais c’est moi qui ai fait tout le travail et reçu
toutes les piqûres. Pourquoi est-ce que je devrais
partager ce miel avec toi ? » Et il quitta. Ngede était
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