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第五九回全国高等学校演劇大会用台本 

  「ちょっと小噺。」 
   作 北見北斗高校演劇部・新井繁 

 

 熊谷（熊さん） 

 橋本（はっつぁん） 

 若林（若旦那） 

 雄太（与太郎） 

 松田さん 

 鳥居先生 

 菊池さん 

 ギャル一 

 ギャル二 

 ギャル三 

 

   北海道北見北斗高等学校演劇部 
 

 

 壱 新作落語「チョコっと時旅」 

 

 舞台は高校の多目的教室。２月１３日の放課後である。 

 中央には山台で作られた落語の高座、下手側に「めくり」、周りには机やい

す。高座と「めくり」にサス。音楽（出囃子）の中、手に扇子を携えた熊

谷が登場。高座に座り、一礼する。 

 

熊谷 えー、時は現代ニッポン。ある科学者が、ついにタイムマシンの試作機を

完成させまして、パイロットとして息子を指名いたします。 

「息子よ。このタイムマシンはまだ実験段階でな。行けるのは３００年前
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の今日、２月１４日だけなのだ。」 

「江戸時代だね。」 

「過去にいられるのは１時間だけだ。それを過ぎると、タイムマシンは自

動的に現代に戻ってきてしまう。必ず１時間以内に戻るのだぞ。」 

「うん、わかった。…これがレバーだな。ガチャン！」 

ういぃぃぃぃぃん…ががががが…びゅうううぅぅぅん！どがーん！ぷしゅ

ー。うぃぃーん。 

「ここが江戸かー。」 

好奇心に任せていろいろ歩き回りますが、何しろ現代と違って道が悪い。

おまけに昨夜の雪であちこちぬかるんで、歩きにくいったらありゃしない。

すぐに疲れて橋の欄干にちょいと腰掛けます。と、そこへ急ぎ足で通りか

かった八兵衛さん。見たこともない格好に、思わず立ち止まって尋ねます。 

「おめえさん、いってえ何者だい？」 

「実は僕、未来からやってきたんです。」 

「未来？」 

「平成という時代です」 

「平成。何だか弱そうだね。こちとら、元禄の世よ。元禄！へ～せ～。元

禄！へ～せ～。力が入らねえや。」 

「それは言い方じゃ…。そうだ、お土産があるんですよ。」 

「土産？気が利くねえ。でも俺も用事があるんだった。何だったかな。ま

あ、いいや。なあ。未来の土産にはかなわねえ。」 

「どうぞ。」 

「何だい、こりゃ？」 

「チョコです」 

「千代子さん？」 

「チョコです。今日はバレンタインデーですから。義理チョコですけど」 

「義理の千代子さん？義理の母上か誰かで？」 

「未来じゃみんなにチョコを配るんです。それを義理チョコっていうんで

す。どうぞ、食べてみてください。」 

「食い物？これが？」 

「あ、この紙をむいてですね、はい、どうぞ。」 

「なんだかけったいなもんだね。本当に食えるのかい？（食べる）なんだ

…こんな…こんな…こ…ん…な……うめえー！！！こんなうまいもの食っ

たことねえ！未来ってのは、てえしたもんだねえ。千代子さんを配るなん
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て、一体、どういう義理なんだい？」 

「義理チョコの義理？何だろう。」 

「恩義を受けたら、必ずそれに報いるってのが義理ってもんだ。」 

「僕らの時代に義理人情なんてありませんよ。」 

「義理も人情もねえのかい。寂しいねえ。」 

「あ！やばい！時間だ！」 

「どうした！？」 

「タイムマシンに戻らないと、未来に帰れなくなるんです。」 

「そうだ！俺も妹の祝言に行くところだった！てえへんだ！」 

「それじゃあ、さよなら！」 

と、急いで走り出すと、ぬかるみに足を取られてつるん！どたー！ 

「気をつけな。昨日の雪で滑るぜ。」 

「イタタタ…足をくじいた。」 

「そりゃ、てえへんだ！仕方ねえ。俺に負ぶさりな！」 

「あなたには妹さんの結婚式が」 

「バカ野郎！遅れたらおめえさん、帰れないんだろ？」 

「でも、なんで僕のためにそこまで？」 

「千代子さんをもらった義理があらあな。さ、乗りな。…はあ。ふう。こ

れがてえむ何とかかい。」 

「ありがとうございました！何かお礼を…。そうだ。今度、平成にご招待

します。美味しいものがたくさんありますよ。」 

「本当かい！？…でも…止めとくよ。いくらうまいものがあっても、義理

も人情もねえ時代はまっぴらだ。」 

「そうですか…。僕らは寂しい時代に生きてるのかもしれませんね。じゃ

あ、代わりにこれを。」 

「お、義理の千代子さんじゃねえか。ありがてえ。」 

「あ、割れてる。さっき転んだ時だな。これはあげられないや。」 

「割れてても構わねえよ。妹の祝言に食わせてやりてえ、それが人情って

もんだろう？」 

「お祝いなら、ますます差し上げるわけにはいきません。割れたチョコで

は、義理に欠ける。」 

新作「チョコっと時旅」でございました。 
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 弐 バレンタイン・イブ 

 

  照明ＣＩ。 

 

熊谷 …どうだった！？ 

 

 橋本、若林、松田登場 

 

若林 つまらん！！ 

熊谷 ええー！？ 

若林 全然落ちてねえ。 

熊谷 そりゃねえだろ、旦那。なあ、はっつぁん。 

橋本 うーん、まあ、うん、 

熊谷 また微妙だな。 

橋本 松田さんはどうだった？ 

松田 今の熊谷くんが作ったの？ 

熊谷 う、うん。 

松田 すごいね。 

熊谷 いや、そんな。 

松田 ちょっとびっくり。 

若林 今どき、義理人情なんて四字熟語、使わねえだろ。 

熊谷 四字熟語じゃねーよ。義理と人情は別物。 

若林 え、嘘。（スマホを取り出して検索を始める） 

熊谷 俺の落語は、義理も人情もなくなった、おまけに景気も悪い、暗く寂しい

現代を鋭くあぶり出した、衝撃の問題作ですよ。 

若林 何言ってんだよ。 

熊谷 ね、結構良かったでしょ？ 

松田 え？ああ、うん。 

若林 ハチの方が笑えるわ。 

松田 そう。面白かったよ、橋本くん。 

橋本 いやあ、 

熊谷 ……。 

若林 やっぱ、トリはハチの方が良いんじゃね？ 
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熊谷 ええー。 

若林 ネタがタイムリーであることは認めよう。しかし。絶対的にハチの方が笑

える。 

熊谷 そりゃ、まあ…、 

若林 トリは笑えねえと。 

橋本 いや、せっかく熊が新作作ったんだから、 

若林 （スマホを見ながら）あった。義理ってのは「恩義を返すなど、人として

正しい道」のことで、人情は「人の感情」。義理人情とひとまとめにされる

ことが多いが、実際は相反する場合が多い。だって。 

松田 ああ、そっか。 

橋本 「気持ち的にはこうしたいけど、それを通すと問題が出る」みたいな。 

松田 葛藤だね。 

橋本 うん。 

 

 菊池、登場。 

 

菊池 失礼します。 

熊谷 うわ。 

菊池 落語研究会が何か行うそうで。よくわからない同好会に手を煩わされて大

変迷惑をしているのですが、文化理事としては校内の文化活動を把握して

おく義務がありますので、確認に来ました。 

熊谷 さっき届け出したけど。 

菊池 確かにここに。明日の放課後、多目的教室で寄席を行う、と。教室の使用

許可はお取りになっていますね？ 

熊谷 はいはい。明日、ここは授業で使わないから、今日のうちから準備を、 

菊池 このチョコレートプレゼントとは？ 

熊谷 お客さんにあげるんだよ。バレンタインだから。 

菊池 それをどこかで宣伝していますか？ 

熊谷 いや、別に。 

菊池 宣伝しないんですか。 

熊谷 こ、これからするんだよ。 

菊池 入場予定は何人ですか？ 

熊谷 それは、まあ、３０人か４０人か。 

菊池 そんなに入るかしら？ 
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熊谷 は？ 

 

 雄太、看板を持って登場。 

 

雄太 看板、できま、し… 

菊池 ところで、生徒会規約第４章「同好会の設立および解散に関する規定」第

３条をご存じですか？ 

熊谷 いや。 

菊池 第３条「年度末の時点で活動人数が５名を下回る場合、その年度限りで同

好会は解散を命ぜられる。」 

熊谷 何それ？ 

菊池 現在、落語研究会は何名ですか？ 

熊谷 ４人。 

菊池 このままいけば、３月末で解散ですね。 

橋本 えっ！？ 

若林 マジ！？ 

熊谷 大丈夫だ。明日の寄席で落語に興味を持ち、入部する奴が必ずいる！ 

菊池 おめでたいですね。…失礼します。 

 

 菊池、退場。 

 

若林 な、何、あいつ！？ 

熊谷 ウチのクラスの菊池。 

若林 生徒会？ 

熊谷 よく知らねえけど。あいつ、文化祭の寄席見に来てよ、 

橋本 ああ、いたかも。 

熊谷 で、「いつも落語の本を読んでいる割には、下手でしたねえ」とか言ってき

やがって。 

若林 はあ！？ 

熊谷 くそー、菊池め。おととい来やがれ！ 

雄太 あの、解散になるんすか、落研。 

熊谷 そんなことはさせん！ 

橋本 でも３月までに１人増やさないと。 

熊谷 ウチの学校、兼部できないしなあ。 
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若林 どうすんだよ？ 

橋本 うーん…… 

若林 やばくね？笑うしかねえな、こりゃ。 

熊谷 よし！やっぱ、はっつぁんをトリにしよう。 

若林 え？ 

熊谷 明日のトリははっつぁんで行く。 

橋本 いや、でも、 

熊谷 部員獲得のためにも、寄席の成功が最優先だ。 

若林 お、さすが会長。粋だねえ。いなせだねえ。 

熊谷 与太、看板は？ 

雄太 はい！「北高落語研究会 バレンタイン寄席」じゃーん！ 

熊・橋・若 おおー！……ん？ 

雄太 どうっすか？かわいくないっすか？ 

橋本 何で、ひらがな？ 

雄太 若先輩がかわいくしろって言ったんで。 

若林 そんなこと言ってねえよ。 

雄太 言ったじゃないっすか。「女子にウケるカワイイ看板にしろ」って。 

若林 お前、話盛るなよ。 

熊谷 「バレンタインよせ」って、「バレンタインやめて（はーと）」みたいじゃ

ね？ 

橋本・若林 ん～… 

雄太 これ作るの大変だったんすよ。デザインもめっちゃ悩んだんすから。 

熊谷 めっちゃ、ってどのくらい？ 

雄太 いや、あの、５秒くらいっすけど。 

若林 ホント、盛るよな。 

橋本 （松田に）かわいいと思う？ 

松田 ああ、うん。良いと思う。 

 

 鳥居先生登場。 

 

鳥居 リハーサル終わった？ 

熊谷 あ、鳥居先生。今、終わりました。 

鳥居 カスミちゃん。来てくれてありがとね。 

松田 あ、いえ。 
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 雄太、看板を高座の上に置く。 

 

熊谷 何してんだよ、与太！ 

雄太 え？あの、 

熊谷 高座に置くんじゃねえよ。 

雄太 あ、すみません。 

熊谷 片付けてこい。 

雄太 えっと、あの、どこに、 

橋本 準備室でいいよ。 

雄太 あ、はい。 

 

 雄太、橋本、看板を持って出ていく。看板を置いた二人、すぐ戻ってくる。 

 

鳥居 カスミちゃん。どうだった？落語。 

松田 ああ、なんかちょっと、びっくりしました。 

鳥居 びっくり？ 

松田 いや、なんか、元気だなーって。 

鳥居 あー、まあ、そうよねー。 

松田 あ、でも面白かったです。 

鳥居 あら、そう？この子たち、いつも「女に落語の面白さはわからねえ」って

言ってるけどねえ。 

松田 えー。 

熊谷 ちょっと、先生！ 

鳥居 でもそれ、本当よね。私にもこの子たちの落語の面白さって全然わからな

いもん。テレビのは面白いのに。 

熊谷 微妙にトゲがあるんすけどー。 

鳥居 準備できたから始めるよ。 

松田 はい。 

鳥居 カスミちゃん来てくれて、助かるわー。この子たちが作るチョコレートじ

ゃ、お客さんには出せないもんね。 

熊谷 せんせー、 

鳥居 この子たち、男４人で地味～に活動してるでしょ。女の子の友達、ほとん

どいないの。ってか、友達自体少ないの。部活の時だけテンション高いの。 
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熊谷 せんせー、おーい、 

鳥居 この機会に、仲良くしてあげて。 

松田 はあ… 

鳥居 お願いね！ 

松田 はい。 

鳥居 お願いしておいたから。もう大丈夫。 

熊谷 ああ… 

鳥居 他にお客さん呼ぶ方法あるの？ 

橋本 メールで宣伝します。 

鳥居 そう。それはいいわね。メールする友達がいるといいわね。 

若林 いますよ！俺なんか、世界中に友達いますから！ 

鳥居 ホント！？ 

若林 （スマホを取り出し）ふっふっふ。 

鳥居 あら、若林くん。すごい携帯ね。 

若林 今まで内緒にしていたが、じゃーん！ツイッター。 

雄太 ツイッターやってるんすか、見せてください。（スマホを奪う） 

若林 あ！ 

雄太 ……フォロワー、ゼロ…。 

若林 ……。 

熊谷 つぶやいちゃったんだ、一方的に。 

橋本 つぶやいちゃったんだ、世界中に。 

鳥居 つぶやいちゃったのねえ、誰も聴いてないのに。 

若林 （雄太に泣きつく） 

雄太 墓穴掘りましたね…。 

鳥居 みなさん、携帯を持ってるだけでは、人とつながっていることにはならな

いんですよ。わかりましたね？ 

若林 持ってるだけじゃ、ダメか。 

鳥居 でも大丈夫よ。明日の発表会で、「すっげーウケんだけど。落語マジやべえ」

ってなって、女の子にモテモテよ。 

雄太 そんなうまくいくかな？ 

鳥居 雄太くんは１２月に入部したから初めてだもんね、発表会。でも大丈夫。

先生を信じなさい。 

熊谷 その根拠のない笑顔のどこを信じろと… 

鳥居 それじゃ、カスミちゃん。行こっか。 
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松田 はい。 

橋本 手伝いますか？ 

鳥居 大丈夫。こっち終わらせて。 

橋本 はい。 

鳥居 発表会は、普段地味で暗くて内にこもってる落語研究会にとって、外部と

のつながりを広げる貴重な機会ですからね。頑張ってね！ 

熊谷 応援してるのか、けなしてるのか、 

松田 応援してるから。頑張ってね！ 

 

 鳥居、松田、退場。 

 

雄太 よく来てくれましたね。 

熊谷 はっつぁんのおかげだよ。 

橋本 まあ、同じクラスだから。今日、バスケ部休みみたいで。 

若林 ハチに頼まないで、自分で誘えよ。 

熊谷 いやー、クラス違うとなかなかねー。 

若林 いきなり寄席やるとか言って、何か裏があるとは思ってたが。 

熊谷 いや、鳥居先生が、文化祭以外でもやれって。「バレンタインなんてどうか

しら」とか言われちゃあ落研の会長として、 

若林 単なる口実だろ、さっきの女子との。 

熊谷 松田さんにチョコ作りを手伝ってもらう。我ながら会心のアイデア。 

若林 ふざけんな！ 

雄太 熊先輩、１年の時から…（高座に座ろうとして）…あ、すみません。 

若林 ああ、端っこなら良いぞ。 

雄太 え、でも、 

若林 なあ。 

熊谷 仕方ねえ、端だけだぞ。 

雄太 失礼します。（高座の端に座る）１年の時からずっと片思いなんすよね。 

熊谷 いや、まあ、 

雄太 好きな人のため新作まで作る。男っすね。松田先輩、絶対惚れますよ。 

熊谷 そうかなあ。 

雄太 ベタ惚れっすよぉ！（熊谷の腹をさする） 

 

 橋本、部屋を出て行く。 



- 11 - 

 

 

若林 また話盛りやがって。 

熊谷 しかし、与太も言うようになったよな。ウチに来た頃は全然しゃべらなか

ったのに。 

雄太 なにせ良い先輩に恵まれましたからね。恰幅の良い先輩に。（熊谷の腹をさ

する） 

熊谷 やめろ、この野郎。気は利かねえくせに、態度だけでかくなりやがって。 

若林 とんだお調子者だよ。 

雄太 どーもすいません。で、次の手は何っすか？ 

熊谷 そりゃ、メアドのゲットだ。 

雄太 それだけっすか？ 

熊谷 物事には順番てもんがあるんだよ。とりあえず今日はメアドをゲットして、

少しずつ距離を縮めていくってのが粋ってもんよ。 

若林 ま、どうでもいいや、熊のことは。 

熊谷 何だよ。 

若林 いいか、与太。明日はたくさん女子を集めて、俺たちのマジックで虜にす

るんだ！ 

雄太 部員もゲットっすね！ 

若林 いや、部員よりむしろ、モテる方が大事だ！ 

雄太 モテモテっすか！ 

若林 モテモテの大モテだ！ 

雄太 盛りますね！ 

若林 こういうのは盛った方が景気が良いのだ。 

雄太 でも女子来るのかなあ。 

若林 そこなんだよ。チョコで釣るしかねえよ。落語じゃ女、集まらねえもんな

ー。 

熊谷 そんなことねえよ。気は持ちようだぞ。 

若林 気持ちじゃなくて、リアルにモテてえー。 

雄太 モテたいっす！ 

若林 彼女欲しい！ 

雄太 欲しいっす！ 

若林 女子と手ぇつなぎたい！ 

雄太 つなぎたいっす！ 

若林 女子からチョコもらって、「はい、バレンタインチョコ。手作りだぞお。」
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「俺に？サンキュ。ん、しょっぱいぞ」「あ、砂糖と塩、間違えちゃったぁ」

「おバカさん。つん（額を指でつつく）」「てへっ」とかやってみてえー！ 

雄太 やってみたいっす！ 

若林 与太！明日の寄席、絶対成功させるぞ！！ 

雄太 がってんでいっ！でも若先輩、女子と話せるんすか？ 

若林 俺だってキメる時はキメるんだぞ、こらぁ。 

雄太 そうっすよね。（雄太と若林、じゃれあう） 

熊谷 いい加減にしろ！女、女、連呼しやがって。神聖な寄席をなんだと思って

るんだ。このゲス野郎共め！ 

若林 （一瞬の間の後）お前だって女目当てだろうが！ 

熊谷 あー、そうさ。その通りさ。 

若林 この野郎、開き直りやがった。 

雄太 とんだゲス野郎っすね！ 

熊谷 俺ら全員、同じ穴の狢だ。我ら、ゲス三人衆よ。だって松田さんと「つん」

「てへっ」とかやってみてえもん！ 

若林 だろ！？ 

雄太 男の性っすね！ 

若林 すげーこと思いついた！女子のハートを確実にゲットする方法！いいか、

よく聞け。始まる直前に、いきなり電気を消して、真っ暗にするんだ。 

雄太 え？ 

若林 そしたら女子たち、どうなる？ 

雄太 怖がる？ 

若林 そう！怖がる！「宮戸川」だよ。 

雄太 宮戸川？ 

若林 知らねーのかよ！それでも落研か？ 

熊谷 あのな。宮戸川ってのは古典落語のひとつだ。特に好きでもない男女が、

なりゆきで同じ部屋に泊まることになった。その日は土砂降りで雷もたく

さん鳴っていた。雷が苦手な二人は怖さのあまり抱き合っちゃって、 

若林 行くところまで行っちゃうって話なんだー！ 

雄太 うおおー！ 

熊谷 要するに、恐怖心は恋心に変わりやすいってわけよ。 

雄太 なるほど！ 

若林 シミュレーションするぞ。与太、お前、女やれ。 

雄太 がってんでいっ！ 
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若林 はい、突然照明が消える！ 

雄太 きゃあ～、怖い～。 

若林 そこにかっこいい音楽！ 

熊谷 ♪～（かっこいい曲） 

雄太 まあ、素敵な曲。 

若林 そこに突然一筋の光！ 

雄太 明るくなると安心する。 

若林 その光の中には俺！バラをくわえた俺！ 

雄太 そこはときめかないっす。 

若林 黙れぃ！この作戦を、「電撃宮戸川作戦」と命名する！ 

熊谷 「電撃」と宮戸川の雷をかけやがったな！ちきしょう、いなせだぜ！ 

若林 これなら女子、しびれるよなぁ！ 

雄太 足がっすか？ 

若林 馬鹿！ハートだよハート！そして入会希望者殺到。落研も安泰、春から俺

たち、ハーレム状態！ 

雄太 うおー！ 

熊谷 えー、落語とかけまして、俺たちが口説く女子とときます。 

若林・雄太 そのココロは！？ 

熊谷 どちらも必ず落とします。 

若林・雄太 おおー！ 

若林 かっこいいー！熊のこと、初めてかっこいいと思ったー！ 

熊谷 旦那ー！ 

若林 熊ー！ 

雄太 先輩ー！ 

 

 三人、ひしと抱き合う。橋本、戻ってくる。 

 

橋本 ……。悪かった。（出て行こうとする） 

熊谷 待て！誤解だ！ 

雄太 ハチ先輩、どこ行ってたんすか？ 

橋本 ああ、チョコの方見に行ってた。 

雄太 あ、ダメっすよ。熊先輩差し置いて。 

橋本 そんなんじゃないよ。 

熊谷 でもなあ。「宮戸川」も良いけど、俺はもっとこう、もどかしいっていうの？
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そんな恋が良いなあ。 

若林 はあ？ 

橋本 「宮戸川」？ 

若林 後で説明するわ。 

雄太 もどかしい恋とは？ 

熊谷 何というか、お互い好きなんだけど、それに気づかないで、ああ、切ない、

みたいな。 

若林 くだらねー。 

橋本 幕やるか。 

雄太 ちょっと今のキモくないっすかー。 

 

 ４人、袖幕を張っていく。 

 

若林 でもあれじゃねえの。さっきの女子、ハチに惚れちゃうかもよ。 

熊谷 え、松田さん？ 

若林 ハチの方が面白いって言ってたろ。 

熊谷 え、いや、そんなこと、 

若林 ありえるよなあ。 

橋本 何言ってるんだよ。 

若林 残念だったなあ、熊。トリで良いとこ見せられなくて。 

橋本 やっぱトリは熊で行って、 

熊谷 いや、トリははっつぁん。実力的に、はっつぁんがウチの真打ちだからな。 

 

 松田、戻ってくる。 

 

松田 お邪魔しまーす。これ、みんなの分。チョコバナナにしてみたんだけど。 

熊谷 え、いいの？ 

松田 明日の分は今冷やしてるから。 

熊谷 じゃあ、いただきます。……やっべ、うめえ。 

橋本 ありがとね。 

松田 あ、ラッピングの袋が足りないみたい。 

熊谷 マジで？ 

松田 今から百均行ってくるね。 

橋本 いいよ、俺たちが行くから。 
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若林 俺行ってくるわ。 

熊谷 ああ、頼む。 

若林 がってん。与太、行くぞ。 

雄太 え、あ、はい。 

 

 若林、雄太退場。 

 

松田 鳥居先生って面白い人だねー。 

熊谷 変わってるけどね。 

橋本 ウチの顧問やるくらいだからな。 

松田 めずらしいよね、落語研究会なんて。橋本君は何で入ったの？ 

橋本 熊に誘われたんだよ。落語なんて聴いたことなかったんだけど。 

松田 それであんなに上手くなるんだ。すごいね。 

橋本 いやあ… 

熊谷 俺はね、中学の時、父ちゃんに連れてかれたんだ、落語。それが面白くて

さ。 

松田 へえー。 

熊谷 それで調べてみたら、すげー奥が深いんだよ、落語って。 

松田 あ、橋本君もそんなこと言ってたよね？ 

橋本 え、そうだっけ？ 

松田 言ってたじゃん。この前、一緒に帰った時。 

熊谷 え。 

橋本 そんなこと言ったっけな。 

松田 えっと……（スマホを取り出して）メールもくれたじゃん。ほら。落語に

ついて熱く語ってる（スマホを見せる） 

橋本 ああ、忘れてた。 

松田 えー、ひどーい。 

熊谷 ……。 

松田 あ、片付けてくるね。 

橋本 ああ、うん。 

 

 松田、退場。間。 

 

熊谷 あのさ、 
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橋本 え。 

熊谷 あれ、話したっけ？落語行ったの、父ちゃんが会社辞めた日だって。 

橋本 ああ、聞いたかも。 

熊谷 リストラされて落語って、意味わかんねえよな。で、父ちゃん、笑ってん

だよ、落語見て。また演目が「長屋の花見」でよ。貧乏話の。 

橋本 ああ。 

熊谷 どんな気持ちで笑ってるんだろうなあ、って。ってか、今の父ちゃん笑わ

せるって落語すげえ、みたいな。 

橋本 うん。 

熊谷 ま、すぐに仕事見っかったから良いけどさ。あの「長屋の花見」は忘れら

んねえよ。そのとき初めて落語を聴いたんだけど、松田さんのメアドはい

つ聞いたの？ 

橋本 え！？ 

熊谷 メールするんだ？ 

橋本 いや、まあ、たまに。 

熊谷 そうなんだ。松田さんってさ、彼氏いるの？ 

橋本 え、いないんじゃないかな。 

熊谷 良かったー。信じていいよな？ 

橋本 知らんて。 

熊谷 ああ、悪い。他に、松田さんのこと知らない？いや、何でもいいんだけど

さ、好みのタイプとか、 

橋本 いやー… 

熊谷 好きな芸人とか、癖とか、ホクロの場所とか、 

橋本 あ、耳の後ろ。 

熊谷 なんで知ってるの！？ 

橋本 え、あ、ああ、今、教室の席、俺の斜め前なんだよね。それで。 

熊谷 あ、あー、そういうことね！ 

橋本 ああ、うん、そう。 

熊谷 ……。 

橋本 ……。 

 

 橋本の携帯に電話が入る。 

 

橋本 何？…は？……（熊谷に）旦那から。どんなの買っていいかわからないっ
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て。 

熊谷 何でも良いだろ。 

橋本 何でも良いって。…え？…わかった。今から行く。じゃあ。（携帯を切る）

ちょっと行ってくるわ。 

熊谷 おう。 

 

 熊谷、一人残る。高座に上がり、 

 

熊谷 「おう、熊さん。」 

 「なんだい、はっつぁん。」 

 「おめえ、好いた娘がいるってぇ話しじゃねえか。お松さんだって？」 

 「そうなんだよ。ひとつ仲を取り持っちゃくれねえかい」 

 「おう、任せとけ。お松さんか。ありゃ、良い娘だねぇ。気立ても器量も

良くて、優しくて、笑顔が素敵で、耳の後ろにホクロがある。」 

 「そんなことまで知ってるのかい。もしかして、はっつぁん、いつもお松

のこと見てるんじゃねえのかい？」………。 

 

 松田が戻ってくる。 

 

松田 橋本くーん？ 

熊谷 うわあ！ 

松田 あ、練習中だった？ごめん。 

熊谷 いや、大丈夫。 

松田 橋本くんは？ 

熊谷 買い物。 

松田 ああ。 

熊谷 どしたの？ 

松田 ああ、別に。向こうはあとラッピングだけ。 

熊谷 ホント、ありがとね。 

松田 いいって。…（周りを見回し）結構大がかりなんだね。 

 

 松田、高座の端に座る。 

 

熊谷 あ。 
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松田 え？ 

熊谷 ああ、いや。毎年、文化祭でやってるから。先輩が残してくれて。 

松田 ああ。面白かったよ、さっきの落語。 

熊谷 あ、いやあ… 

松田 熊谷くんって、ホントはよくしゃべる人なんだね。同じクラスだったのに、

全然話さなかったじゃん。 

熊谷 ああ、 

松田 橋本くんもすごく静かだよね、教室だと。先週、頼まれたんだけどさあ。 

熊谷 迷惑だった？ 

松田 全然。鳥居先生にも言われてたし。 

熊谷 え？ 

松田 毎年バレンタインにやるの？ 

熊谷 いや、文化祭以外は初めて。２週間前に、鳥居先生がいきなり言い出して、

えー！みたいな。 

松田 準備、大変そうだもんね。 

熊谷 うん。最初はめんどくさかったんだけどね。 

松田 でも、明日のために落語まで作る。すごいよね。 

熊谷 ああ、うん。 

松田 やっぱ好きなんだ。 

熊谷 え。 

松田 当たり前か。落語研究会だもんね。 

熊谷 ……。 

松田 橋本くんのもオリジナル？ 

熊谷 あれは昔からある落語で、「粗忽長屋」っていうんだ。粗忽ってのは、そそ

っかしいって意味。 

松田 やっぱり江戸時代が舞台なんだね。 

熊谷 落語って江戸時代の話が多くてさ。だから俺のも３００年前に行くことに

したんだ。華やかな元禄文化。 

松田 あれ、３００年前ってたぶん元禄じゃないよ？ 

熊谷 え？ 

松田 ちょっと待ってねー（スマホで検索を始める） 

熊谷 いいなあ、スマホ。 

松田 便利だよ。……ほら、元禄は１７０３年まで。 

熊谷 ってか何で知ってるの？ 
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松田 意外と歴女だから。そのころ富士山が噴火して、 

熊谷 富士山って噴火すんの！？ 

松田 ほら。（スマホを見せる） 

熊谷 …宝永の大噴火。１７０７年…ホントだー。じゃあ３００年前だと、 

松田 噴火から５年くらいでしょ。結構大変なんじゃない？ 

熊谷 そっかー。確かに、めちゃくちゃ貧乏な噺もあるしなあ。「長屋の花見」っ

ていうんだけどね。花見の酒が買えないから、お茶で酔ったつもりになる

って話。 

松田 橋本君のにも「行き倒れ」とか出てきたじゃん。 

熊谷 うん。でも落語って、そういう所に笑いを生み出すんだよね。貧乏とか苦

労があっても、その中でのやりとりが面白いっていうか。 

松田 へえ。 

熊谷 人のつながりから笑いが生まれる、みたいな。 

松田 あ、義理とか人情も、人とのつながりじゃない？ 

熊谷 そうだよね。あ、逆に、そっか。 

松田 え？ 

熊谷 富士山が噴火して大変だった。 

松田 うん。 

熊谷 それを乗り越える力が義理と人情と笑い、つまり落語の世界ってことです

よ。 

松田 なんか話が大きくなってきたぞ。 

熊谷 やっぱ深いわ。 

松田 あ。熊谷君の落語にも、入れてみたら？ 

熊谷 え？ 

松田 江戸時代の人から逆に言われちゃうとか。「苦しい時こそ義理と人情と笑い

だぞ、未来人」…ダメか。 

熊谷 いや、いい！いいなあ、それ！もらっちゃっていい？ 

松田 あ、明日じゃ無理か。 

熊谷 次の口演で。 

松田 熊谷くんとこんなに話したの初めてだねー。あ、そうだ。（カバンの中から

何かを取り出す） 

熊谷 そうだよね。ところで松田さんさあ、メ、メ、メメメ、メールアドレスを

ね、 

松田 はい。（チョコレートを差し出す） 
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熊谷 え？ 

松田 ハッピーバレンタイン。イブだけど。 

熊谷 お、俺に！？ 

松田 うん。 

熊谷 ……。 

松田 はい。 

熊谷 あ、ありがと…。 

松田 いえいえ。 

熊谷 手作り？ 

松田 甘さ控えめ、大人の味。 

熊谷 …… 

松田 なんか、他の人がいるところで渡すのイヤでさ。あ、今日でごめんね。明

日、たぶん見に来れないから、 

熊谷 え！？ 

松田 お母さん、明日手術なんだよね。 

熊谷 マジで？ 

松田 うん。だから学校終わったらすぐ中央病院行くんだ。 

熊谷 入院？ 

松田 うん。お父さん、単身赴任だから、あたしだけで。 

熊谷 めっちゃ寂しいじゃん！ 

松田 うん。でも、大丈夫だよ。ということで、今日のうちに渡しておこうと。 

熊谷 じゃあ、みんな今日中に渡すんだね。 

松田 うん、だいたいは。 

熊谷 だいたい？ 

松田 あ！うん、まあ、ね！ 

熊谷 あー、てことは、本命には明日渡すんだなー。 

松田 え！いいじゃん、そんなの！ 

熊谷 か、か、彼氏？ 

松田 違うって！渡せれば、それで、 

熊谷 いや、もう、ねえ！いいねえ、青春だねえ！ 

松田 やめてって！ 

熊谷 ごめんごめん。ははは…ん～…ははは…。あ、そうだ。お母さん寂しがっ

てるんじゃない？ 

松田 ああ、まあ、でも、 
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熊谷 すぐ帰った方が良いよ。こっちはもう大丈夫だから。 

松田 え、え？ 

熊谷 ホント、今日はありがとね。明日の手術、うまくいくと良いね。でも絶対

大丈夫！ホント、ありがとね！じゃあね！ばいばーい！ 

 

 追い出されるように松田退場。一人残る熊谷。もらったチョコレートを一

口食べる。 

 

熊谷 にが。 

 

 照明ＦＯ。 

 

 

 参 バレンタイン寄席 

 

 突然かっこいい曲が流れる。トップサスＣＩ。サスの中には、ポーズを決

める若林と雄太。「めくり」にもサス。 

 

若林・雄太 ♪ちゃららららら～ちゃららららら～らら～ 

 

 と、ものすごくくだらない手品を披露して、ポーズを決める。照明ＣＩ。

鳥居先生登場。 

 

鳥居 すごーい！ 

若林 どーですか、先生！電撃宮戸川作戦！ 

鳥居 頑張ったね。先生、笑っちゃった。 

若林 怖がってほしいんですけど… 

鳥居 雄太くんもとってもいい顔してたわよ。 教室でもそのくらいやればいいの

にぃ。 

雄太 いや、あの、手品は？ 

鳥居 まあ、良いんじゃないかな。うん。良かったよぉ、手品。 

若林 先生の「良かった」は「どうでも良かった」って感じですね。 

鳥居 そうね。 
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若林・雄太 え。 

鳥居 あ、いや、良かったわよお。これなら絶対女の子にモテる。うん。そのな

んとも形容できないチープな感じがとっても新鮮ね。 

若林 ああー…。 

鳥居 雄太くんも、次はここ（高座）に座れるようになると良いわね。 

雄太 いやー、 

鳥居 面白いよね。落語を覚えないうちは高座に上がらせない、って。 

若林 ウチの伝統ですから。 

鳥居 先生、会議があるから行くわね。あ、雄太くん、明日日直だから、よろく

ね。 

雄太 あ、はい。 

 

 鳥居、退場。 

 

若林 次は与太も高座だな。 

雄太 ああ、 

若林 早く古典覚えろよー。 

雄太 それがなかなか覚えられないんすよねー。 

若林 まあな。 

雄太 若先輩も落語やりたかったっすよね？ 

若林 は？ 

雄太 一緒に手品やってもらって、なんか、すいません。 

若林 バカ。寄席には色物が必要だろ。 

雄太 だって俺一人でやったら、絶対失敗しますもん。高座なんて無理っすよ。 

若林 まあ、初舞台だからビビるのも無理ねえけどさ、 

 

 熊谷入ってくる。 

 

熊谷 はっつぁん来た？ 

若林 まだだわ。 

熊谷 何やってんだ、あいつ。 

若林 掃除じゃね？受付行くわ。 

熊谷 おう。 
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 若林、退場。 

 

熊谷 屏風直すぞ。 

雄太 熊先輩、いよいよアタックっすね！ 

熊谷 押さえろって。 

雄太 あ、すいません。 

熊谷 （屏風のバランスを直していく） 

熊谷 松田さん、来れないんだって。 

雄太 マジっすか？ 

熊谷 お母さんが手術らしいよ、今日。 

雄太 大変じゃないっすか。 

熊谷 うん、中央病院行くんだって。 

雄太 めっちゃでっかい病院じゃないすか。重い病気なんじゃ… 

熊谷 そんな深刻な感じはしなかったけどね。 

雄太 そりゃそうっすよ。周りに心配かけないように、わざと明るく振る舞って

るんじゃないっすか。 

熊谷 そうかな…。 

雄太 健気っすね、松田先輩。 

熊谷 ……。 

雄太 え、じゃあ、いつ告るんすか？ 

熊谷 それどころじゃないだろ。 

雄太 ああ、そうっすね。 

 

 菊池、入ってきて、おもむろに携帯で写真を撮る。 

 

熊谷 うわ。何すんだよ。 

菊池 活動の証拠写真です。 

熊谷 はあ！？ 

 

 橋本が入ってくる。 

 

橋本 ごめん！ 

熊谷 遅えよ！ 

橋本 悪い！ 
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菊池 来客があると良いですね。ふふっ。 

 

 菊池、退場。 

 

熊谷 あ！その写真どうするんだよ？おい。 

 

 熊谷、菊池を追いかける。橋本、カバンを置いて、着物を取り出す。ポケ

ットからチョコレートを出して、カバンにしまう。 

 

雄太 あー！チョコっすね！良いなー。 

橋本 いや、まあ、 

雄太 誰からっすか？ 

橋本 いや、別に、 

雄太 いいじゃないっすか！ 

橋本 んー、まあ、松田さん。 

雄太 マジっすか！？ 

橋本 あ、松田さん、今日、来れないんだって。 

雄太 はい。お母さんが重い病気で手術するらしいっすね。 

橋本 え、そうなの？ 

雄太 たぶん命に関わるような。 

橋本 え… 

雄太 相当なんすよ、たぶん。 

橋本 ……。 

 

 外から若林の声。 

 

若林 与太ー！看板持ってきてー！ 

雄太 あ、はーい！ 

 

 雄太、看板を取ってくる。動揺を隠せない橋本。熊谷が戻ってくる。 

 

熊谷 くそー、逃げ足の速い女だ。 

雄太 そうだ、熊先輩！松田先輩からチョコもらいましたか！？ 

熊谷 え、あ、ああ。貰ったよ。 
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雄太 良かったっすねー！ 

熊谷 昨日もらった。 

雄太 昨日っすか。あ、ハチ先輩も貰ったんすよ。 

熊谷 え、 

雄太 ね、ハチ先輩。 

橋本 ああ、うん、まあ。 

熊谷 いつ？ 

橋本 さっき、掃除終わった後。 

熊谷 ……。 

雄太 良いなー！ 

若林 （戻ってきて）与太、まだ？ 

雄太 あ、今行きます。 

若林 客来たら、入れるぞ？ 

橋本 ああ、うん。 

 

 若林・雄太、看板を持って退場。微妙な間。 

 

熊谷 松田さん、来れないって。お母さんが手術するみたい。 

橋本 ああ、…すごい重い病気だって。 

熊谷 ……。お父さん、病院に来れないんだって。 

橋本 そうなんだ。 

熊谷 一人で手術が終わるの待つって……怖いよな、きっと。 

橋本 ……。 

熊谷 ……。 

橋本 …着替えてくるわ。 

 

 橋本、着物を持って退場。熊谷、橋本が残していったバレンタインチョコ

を見つめる。雄太、駆け込んできて固まる。ギャルズ、無遠慮に入ってく

る。若林、後から入ってくる。 

 

ギャル１ 何これ？ 

ギャル２ 何やってんの？ 

熊谷 い、いらっしゃいませ。 

ギャル１ 何これ？和風？ 
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ギャル３ 和風！ウケる！（スマホで写真を撮る） 

熊谷 あの、こ、これから、落語をやりますので、 

ギャル２ 落語だってー。 

ギャル１ 笑点？ねえ、笑点？ 

ギャル３ おっさんかよ。 

ギャル１ 外に「バレンタインよせ」って書いてあったじゃん。 

ギャル２ 「バレンタインなくせ」的なイベント？ 

ギャル１ もてない男がひがんで？ 

ギャルズ ウケる！ 

ギャル３ 見て。撮っちゃった（スマホの写真を見せる） 

ギャル２ 何やってんだよ。 

ギャル３ ウケない？ 

ギャル２ 訳わかんないでしょ、これ。 

ギャル１ （雄太に）あれ、ねえ、何やってんの？落語やるの？ 

雄太 （愛想笑い） 

ギャル２ え、誰？（高座の上を上靴のまま横切ってくる） 

ギャル１ 何言ってんの、ウチのクラスじゃん。 

ギャル２ うそ！？ 

ギャル１ 忘れんなよ、かわいそうだろ。 

ギャル２ マジごめん。 

ギャル３ ねえねえ見て。（高座を上靴で横切ってくる） 

ギャル２ また撮ったのかよ。もう行くよ。 

ギャル１ チョコ貰ってくねー。 

ギャル３ これ、ラインに上げていい？ 

ギャル２ やめろって。 

ギャル１ 意味わかんないし。 

 

 ギャルズ、退場。熊谷、高座に駆け寄り、素手で汚れを払う。 

 

若林 勝手に入ってくんなよ。 

熊谷 ひやかしはほっとけ。 

若林 あんな奴らに高尚な笑いなど理解できん。 

熊谷 あんなのいたら、他の客入りにくいしな。 

若林 でも他に誰も通らなかったぞ。 
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熊谷 この廊下、人通り少ねえから。 

 

 橋本が戻ってくる。 

 

橋本 お客さん来たの？ 

熊谷 いや、別に。 

橋本 声聞こえたけど。 

熊谷 与太、大丈夫か？ 

雄太 あ、ああ…（愛想笑い） 

熊谷 他に来てねえかな。 

 

 熊谷、外に出る。 

 

若林 ったく、とんだバカ女だな。 

橋本 やっぱ来たんだ。 

若林 客じゃねえよ。とんでもねえ奴らだったから、追い返してやった。 

橋本 ああ…、 

若林 気にすんなよ、与太。 

雄太 …（愛想笑い）…。 

 

 熊谷、戻ってくる。 

 

熊谷 マジで誰もいないわ。どうする？ 

橋本 ……。 

若林 やべえな。 

３人 ……。 

熊谷 誰か、教室回って声かけてくるか？ 

若林 でもよぉ……。あ、先生に放送かけてもらう？ 

熊谷 そうするか。 

若林 あ、いや、会議って言ってた。 

熊谷 一応行ってみるわ。 

若林 放送局は？ 

熊谷 頼む。はっつぁんは、ここにいてくれ。 

橋本 あ、ああ。 
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 ３人、出て行く。橋本、高座に座る。大きく深呼吸して、「あー、あー」な

どと声を出してから、 

 

橋本 えー、世の中にはそそっかしい、早とちり、なんて人がおりまして、そう

いうのを粗忽者なんて呼んだり、 

 

 途中でかんで、うまく話せない。何度かやり直す。自分の顔をたたいて集

中しようとする。 

 

橋本 ……えー、世の中にはそそっかしい、早とちり、なんて人がおりまして、

そういうのを粗忽者なんて呼んだりします。ここにおります粗忽者、大工

の八兵衛が浅草の観音様の境内を通りかかると、何やら人だかりが出来て

いる。「なんだい…何か始まるんですかぃ…『いきだおれ』？倒れて、死ん

じまったのかぃ」…… 

 

 熊谷、戻ってくる。 

 

熊谷 誰か来た？ 

橋本 いや、 

熊谷 まだ会議やってた。やべえよ。もう、開演時間過ぎてる。 

橋本 ……。 

熊谷 はっつぁん。 

橋本 え。 

熊谷 大丈夫か？ 

橋本 ああ。 

熊谷 ……。松田さん、 

橋本 え！？……何？ 

熊谷 …いや、なんでもない。 

橋本 ……。 

熊谷 ……。 

 

 若林と雄太が戻ってくる。 
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若林 放送室、誰もいないわ。そっちは？ 

熊谷 会議中。 

若林 やべえなあ。どうする、与太。 

雄太 …あの、誰も来なかったら、どうするんすか？ 

全員 ……。 

雄太 ……このまま解散なんすか、落研。 

若林 与太。 

雄太 松田先輩にも申し訳ないっす。…解散なんて…嫌っす… 

 

 沈黙。 

 

雄太 熊先輩、どうすればいいんすか？ 

熊谷 …… 

雄太 ハチ先輩。 

橋本 誰か来るって言ってなかった？ 

全員 ……。 

若林 昨日、メールで宣伝したんだろ？ 

橋本 うん。でもみんな、用があるとか、興味ないとか。 

若林 薄情だよな。（雄太に）どうだった？ 

雄太 ……。 

若林 何だよ、メールしてねえのかよ？ 

橋本 旦那は？ 

若林 俺は…お前ら以外、メアド知らねえし。 

橋本 ……。 

若林 ……ごめんよぉ。 

橋本 どうする、熊。 

熊谷 ……。 

橋本 熊。 

雄太 熊先輩。 

橋本 熊！ 

熊谷 はっつぁん。…はっつぁんは、中央病院に行ってくれ。 

橋本 はあ！？ 

雄太 どういうことっすか？ 

熊谷 松田さんに落語聴かせてやってくれ。 
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橋本 何言ってんだよ。 

若林 え、こっちどうすんの？ 

熊谷 こっちは３人でなんとかする。はっつぁん、松田さんのそばにいてやって

くれ。 

若林 え、ハチはトリじゃん。 

橋本 終わってから行けばいいだろ。 

雄太 そうっすよ。 

熊谷 松田さん、お母さんの手術に１人で付き添ってる。きっと今頃、不安で辛

くて寂しくて。落語って、そういう人を笑わせるためにあるんだろ。それ

が落語だろ？ 

若林 なんかメチャクチャじゃね？ 

熊谷 メチャクチャじゃねえ！ 

雄太 熊先輩。 

熊谷 ここにいたって、誰も来ないかもしれないんだぜ。だったら１人でも笑わ

せた方が良いじゃねえか。 

若林 え、何？やめるってこと、今日？ 

熊谷 やめるわけじゃねえよ。それに、３月までに誰か入れば、 

若林 アテあんの？ 

熊谷 ………。でも…はっつぁんが行かなきゃダメなんだ。 

橋本 意味わかんねえよ。 

熊谷 はっつぁんも松田さんのこと好きなんだろ。 

若林 え。 

橋本 か、関係ねえだろ。 

熊谷 松田さんは…、お前のことが好きなんだよ！ 

橋本 え、 

若林 マジで！？ 

熊谷 本命には今日チョコ渡すって言ってたんだよ。 

橋本 ……。 

熊谷 だから、側にいてやってくれよ。励ましてやってくれよ。１人にしておく

のはかわいそうだろ。なあ、はっつぁん！それが人情ってもんだろうが！ 

若林 だ、だからって、女のために寄席やめるのかよ。 

熊谷 そうじゃねえよ。 

若林 結局、熊はあの人に見てもらいたかっただけなんだろ。来なきゃ、どうで

もいいんだろ。 
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熊谷 ああっ！？ 

雄太 やめてください！ 

若林 落研なんかどうでもいいんだろ！ 

熊谷 だからこっちは３人でもできるって言ってんだろうが！ 

橋本 ふざけんな！！俺たち４人で落研だろ！勝手なこと言ってんじゃねえ！ 

熊谷 ここにいたって、客来るかわかんねえんだぞ！ 

橋本 お前が人情とか言うなら、この寄席が、落研への義理だろうが！ 

熊谷 意味わかんねえよ！誰も来なきゃ、どうしようもないじゃねえか…。 

 

 長い間。 

 

橋本 最後の寄席かもしれないんだぞ。 

 

 重苦しい時間。突然、雄太が高座に上がる。 

 

雄太 寿限無、寿限無 五劫の擦り切れ 海砂利水魚の 水行末 雲来末 風来

末… 

若林 おい、どうした、いきなり。 

雄太 熊先輩、さっき言ったじゃないすか。辛い時に人を笑わせるのが落語だっ

て。だから俺の落語で先輩を笑わせるっす！寿限無、寿限無… 

若林 バカ。寿限無だけで笑えるかよ。 

雄太 仕方ないじゃないすか。俺、まだこれしか覚えてないんすから。寿限無、

寿限無 五劫の擦り切れ 海砂利水魚の 水行末 雲来末 風来末 食う

寝る処に住む処 やぶら小路の藪柑子 パイポパイポパイポのシューリン

ガン シューリンガンのグーリンダイ グーリンダイのポンポコピーのポ

ンポコナーの 長久命の長助！ 

熊谷 ……。 

雄太 あれ？まだ笑いませんか？寿限無、寿限無、五劫の擦り切れ… 

 

 熊谷、高座に上がる。 

 

雄太 すみません！ 

熊谷 （雄太に向かって）えー、時は現代ニッポン。ある科学者が、ついにタイ

ムマシンの試作機を完成させまして、パイロットとして息子を指名いたし
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ます… 

 

 橋本、若林も高座に上がり、４人で対角線に座り、お互いに落語をぶつけ

合う。やがてふと黙る４人。お互い、顔を見合わせ、バツが悪そうに笑う。 

 

熊谷 ニヤニヤしてんじゃねーよ。気持ち悪りぃ。 

若林 お前が言うな。 

橋本 ……誰か、来てるかも。 

 

 橋本、教室の外を見て戻ってくる。首を振る。 

 

熊谷 …やっぱり、誰も来ねえな。 

若林 待ってるだけじゃ、ダメか。 

雄太 ……でも俺、鳥居先生に言われて、落研入って、良かったです。クラスに

仲良い奴いないから。 

若林 友達いねえもんな、俺ら。 

橋本 …いるじゃねえか。…ここに。 

 

 間。 

 

熊谷 何くせえこと言ってやがんだ、この野郎！ 

橋本 何だよ。 

熊谷 お前なんか松田さんとうまくやってろ！ だいたい落研ってのは、女にモテ

ないって決まってんだ！ 

若林・雄太 決まってんだ！ 

熊谷 モテた時点で、お前なんか落研失格だ！ 

若林・雄太 失格だ！ 

橋本 意味わからんわ。 

熊谷 ちきしょう。……あと１０分待って誰も来なかったら…お前なんか松田さ

んとこ行っちまえ！ 

橋本 いや、でも、 

熊谷 良いだろ？ 

雄太 ……がってんでい。 

若林 仕方ねえな。 
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熊谷 あー、いいなあ、はっつぁんばっかりモテてよー。（寝っ転がる） 

 

 松田が飛び込んでくる。 

 

松田 もう終わっちゃった？ 

熊谷 ま、松田さん！？ 

松田 まだやってるかなって、急いで来たんだけど、 

橋本 お母さんの大丈夫なの？ 

松田 うん。盲腸だから。 

熊谷 そっか、良かった…って、 

熊谷・橋本 盲腸っ！？ 

松田 うん、盲腸。 

熊谷 重病じゃなかったの？ 

松田 え、全然。私が行った時、もう終わってた。別に急性でもないし。 

男４人 ……。 

松田 ごめんね、間に合わなくて。 

熊谷 わざわざ来てくれたんだ。 

松田 今日バスケ５時からなんだ。どうせ戻ってくるし。 

熊谷 ああ、そう…。あ、そうだ。はっつぁんがさ、すごく喜んでたよ。バレン

タインチョコ。 

橋本 えっ、ああ、…ありがとね。 

松田 あ、ゴメンね。ホントは昨日渡すはずだったんだけどさあ、 

男４人 え。 

松田 熊谷くんが病院行け、っていうから渡せなくてさあ。発表会の前で忙しか

ったでしょ？ゴメンね～。 

熊谷 昨日渡すはずだったの？ 

松田 うん。でもまだ食べられるから大丈夫だよ。 

男４人 ……。 

雄太 あの、本命は… 

松田 え！？あ、それは、ねえ。言わせないでよ、そんなこと。（照れる） 

 

 崩れる４人。 

 

熊谷・橋本 （渇いた笑い） 
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雄太 …早とちりもいいとこっすね。 

若林 …とんだ粗忽者だよ。 

熊谷 松田さん！ 

松田 はい！？ 

熊谷 まだ時間あるよね？今から始めるから。寄席！ 

松田 え、これから！？ 

橋本 誰も来なくて、松田さんが最初のお客さん。 

松田 うそ！？え、でも、悪いよ。 

熊谷 よっしゃ、始めるぞ。 

橋・若・雄 がってんでいっ！ 

熊谷 さ、さ、松田さん。席に座って。 

松田 え、だって、 

熊谷 良いの、良いの。チョコをもらった、義理があらあな。 

 

 菊池、登場。 

 

菊池 失礼します。 

熊谷 げっ、菊池！ 

菊池 ようやく来客があったようですね。 

熊谷 何、見張ってたの？ 

菊池 廊下の角から…ずっと。 

熊谷 えー… 

菊池 宣伝もしていなかったようですし、会員の獲得は無理ですね。 

熊谷 最低だな、生徒会。 

菊池 そこで提案です。３月１４日に寄席を行ってはいかがでしょう。ご希望な

らば、広報で全校生徒に告知、加えて放送局に依頼し校内放送、加えて生

徒会で特大ポスターを製作し校内に３００枚張り出すこともできます。 

熊谷 …はあっ！？ 

菊池 「来場者にはキャンディープレゼント」などと宣伝すれば、多数の来客は

確実。もちろん、そこで入会希望者が出るかどうかは、落語研究会次第で

すが。 

若林 絶対何か企んでる… 

菊池 生徒会規約第１章第８条。文化理事は文化部・同好会を統括し、その活性

化を目的とする。つまり、文化部の活性化が私の本来の仕事ですから。ご
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希望ならば、生徒会室まで。では。（菊池、去る） 

橋本 …マジかー。 

 

 菊池、戻ってきて、熊谷のところへ。 

 

熊谷 うわ。ちょ、ちょちょちょ、何？ 

 

 菊池、めっちゃ素敵なデコレーションの箱を熊谷に押しつける。 

 

菊池 ん。 

熊谷 え？ 

菊池 ん。 

 

 熊谷、菊池の迫力に気圧され、箱を受け取る。 

 

菊池 義理だから。 

熊谷 え！（固まる） 

 

 菊池、携帯で熊谷とのツーショット写真を撮り、走り去る。 

 

全員 ………えーっっ！！！！！ 

熊谷 うわ、どうしよう、これ、どうしよう！ 

若林 良かったな、この色男！ 

熊谷 げげーっ！ 

雄太 そうだ！今の人にも見てもらいませんか？ 

若林 呼んでこい！ 

雄太 がってんでいっ！ 

 

 雄太、退場。 

 

熊谷 ちょちょちょ、待ってって！ 

橋本 熊！チョコもらった義理があるだろ！ 

熊谷 ぐおー！ 
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 鳥居、入ってくる。 

 

鳥居 みんな、お疲れ様。 

橋本 あ、先生！今から始めます、寄席！ 

鳥居 あら、今から？ちょうど良かった。会議が早く終わったの。 

 

 雄太が菊池を連れてくる。 

 

雄太 どうぞ、どうぞ！ 

熊谷 ぐわああ！ 

橋本 よーし、じゃあみんな、始めるぞー！ 

若林・雄太 がってんでいっ！ 

熊谷 あー、ちきしょう！こうなったら、ホワイトデーにも寄席やるぞ！たくさ

ん客集めて、部員ゲットだ！ 

落研 がってんでいっ！（出囃子ＦＩ） 

鳥居 先生方も呼んでくるわね。 

橋本 お願いします！ 

雄太 （松田・菊池を誘導）どうぞ、こちらへ！ 

 

 

 四 ホワイトデー寄席 

 

 照明・音楽ＦＯ。熊谷が高座に座る。高座と「めくり」にサスが残る。 

 

熊谷 「へえ、未来にゃあ千代子さんをお返しする日があるのかい。」 

 「はい、ホワイトデーといいます。」 

 「やっぱり未来人も義理がてえじゃねえか。すてたもんじゃねえな、平成

も。」 

 「本当にお世話になりました。」 

 「いいってことよ。足のケガ、早く治せよ。それからホエートデーに募る

仲間ってのも集まるといいな。頑張れよ、未来人！…おう、見ろよ。雪も

上がって今日は日本晴れ。富士山がきれいだぜ。」 

 「ああ…本当だ…。」 
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 「行かなくていいのかい？」 

 「あ、はい。これ、妹さんのご祝儀に。」 

 「義理の千代子さんじゃねえか！うれしいねえ！」 

 「だから、チョコですから。」 

 「ああ、チョコな。」 

 「割れちゃってて、申し訳ないんですけど。」 

 「いいのいいの。さすがは未来人。チョコは欠けても、義理には欠けねえ。」 

 …お後がよろしいようで。 

 

 音楽（出囃子）。幕。 
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