


カブトムシの革命

カブトムシの革命 　　　ひ蜂

マサハルは、カブトムシ達が人間社会に対し革命を起こすという
情報を入手した。人間がカブトムシの奴隷になる屈辱は、なんと
しても阻止しなくてはならないのだ。マサハルは、そのことを、
クワガタの司令官に伝えた。

終



シュンタの恋

シュンタの恋　　　ひ蜂

飼い猫シュンタは、盲目の少女に恋をした。くる日もくる日も人
間の言葉を勉強し、彼女に愛の言葉を囁くため。そんなある朝、
シュンタの前に神様が現れ、２つの願い事のどちらかを選ぶよう
にいった。１つ、人間の言葉をしゃべれるようになる事。２つ、
恋する少女の目が見えるようになる事。シュンタは涙をこらえ、
彼女の目を直してと答えた。

終



感動のラストシーン

感動のラストシーン　　　ひ蜂

涙があふれ出た。涙の女王の名をほしいままにする女優であるワ
タシ。死んだ主役の彼に私の涙がかかり、生き返るというお決ま
りのシーン。そして、一滴のしずくがカレの顔に…。うわっ、汚
たねえ鼻水！カレはよみがえった。

終



チイちゃんのお墓

チイちゃんのお墓　　　ひ蜂

幼い娘が庭のすみっこに、小さいお墓を作って手を合わせていた
。優しい子に育ったものだ。サユリちゃんそれお墓でしょう？
うん、チイちゃんのお墓。チイちゃんて？昨日ママが殺したゴキ
ブリのチイちゃん！

終



おちゅきみ

おちゅきみ　　　ひ蜂

ねえ、パパ！きょうは、おちゅきみだよね？ははは、おちゅき
みじゃなくて、お地球見だよ！今日が１年のうちで、あの地球が
一番きれいに見える日なんだ！ほんとだねえ、、、きれいなまっ
赤だねパパ！

終



お医者さんごっこ

お医者さんごっこ　　　ひ蜂

マー君、ちょっと！どうしたの、サユリちゃん？お医者さんごっ
こしない？え、そんな、ボク、恥ずかしいな！服脱いだりするん
でしょう？ううん、脱がなくていいのよ！はい、マー君イスに座
って。大きくお口を開けて、消毒します！ふが、ふが（なんだ歯
医者か！）

終



スイカ割り

スイカ割り　　　ひ蜂

スイカめがけて思いっきり棒を振り上げた！えいっ！しかし、棒
はスイカに当たらず、地面にヒット！次の瞬間ゴオオーっという
地鳴りと共に地球がパカッと割れた！

終



非常口

非常口　　　ひ蜂

ビル火災に巻き込まれ、方向がわからず逃げ惑うが…あ、あの標
識は、非常口！！オレは立ち込める炎と煙を避け、はうように非
常口めざした。そして、非常口の扉！助かるんだ！オレは扉を開
けた。その向こうはレンガの壁でふさがっていた。あの標識を見
上げた。なんと非情口！！

終



指輪

指輪 　　　ひ蜂

マリコは、婚約指輪を海に落とした。これで彼との仲も終わりか
しら？その時、海王が現れ、お前の指輪は、どちらかとダイヤと
ガラスの指輪を差し出した。マリコは、ダイヤよと答えた。海
王は、残念そうにお前の指輪はガラスじゃよと、海に消えてい
った。これで彼との仲も完全に終わりだわ！

終



シルバーシート

シルバーシート　　　ひ蜂

満員電車の２両目でシルバーシートに座っていた俺。その前に、
老人が立った。あのう、ゆずってもらえませんかのう？うざい
と思ったが、周囲の視線を感じ、渋々、いいっすよ！と席を立つ
。次の瞬間、体中の力が抜け、再び座席に座り込む。お若いの、
ありがとう、若さを…。

終



どろぼうたち

どろぼうたち　　　ひ蜂

ねえ、パパ。おとなは、みんなどろぼうなの？えっ、タロウ、ど
うしてそう思う？だって、うそつきは、どろぼうのはじまりって
いうじゃないか！ボクの病気がよくなるってみんないうもん！

終



つり

つり 　　　ひ蜂

つれますか？まあまあかな。ちょっと見せてください。わたしは
、クーラーボックスのひとつを開けてみた。中にはたくさんの人
間達がひしめき合って、助けてくれー。出してくれー。と叫んで
いた。わたしは、あわててボックスの蓋をした。すいません、エ
サ箱のほうを開けてしまって！

終



観音様へ

観音様へ 　　　ひ蜂

観音様、寒いでしょう？心やさしい村の娘は、観音様のために、
毛糸の手袋を編み始めた。でも、編んでも編んでも、なかなか完
成しなかった。待っててね、千手観音様。

終



男の約束

男の約束　　　ひ蜂

オレは、難病をかかえる少年と今日のナイトゲームで特大のホー
ムランを約束した。だから、キミも病気に負けるなよ！そしてゲ
ームも大詰め…。ピッチャー振りかぶって投げたあ…打ったあ
…入ったあ！サヨナラホーームラン！！ふふ、、少年よ、負ける
なよ…オレは、うなだれてマウンドを後にした。

終



口紅

口紅　　　ひ蜂

１０歳は若返って見えるという口紅をさす。お前、まるで新婚当
時みたいだな！まあ、あなたったら。。。翌日、娘のミカがあの
口紅をイタズラしていた。ミカちゃん、どこ？お買い物に行って
きてくれない？ミカ、ミカ？？

終



ワーキングプア

ワーキングプア　　　ひ蜂

働けど働けど わが暮らし楽にならざり スーーッと手首を切る！

終



下克上

下克上　　　ひ蜂

殿の草履は、せっしゃがあたためる！いいや、わしじゃ！いや、
それがしが…。サムライ達が、言い争っているすきに、飼い犬の
ヒデヨシがくわえていった！

終



人魚の恋心

人魚の恋心 　　　ひ蜂

私は、特に豊満な胸と腰のくびれが自慢の人魚セレン。今、漁師
の若者に恋しています。でも彼、顔が鯛の私に振り向いてくれる
かな？

終 



ごじら

ごじら 　　　ひ蜂

ごじらは、科学文明が生んだ、悲しいモンスター。やつは、核実
験で放射能を全身に浴び、白血病になったのだ。

終



逃亡

逃亡 　　　ひ蜂

すいません。七階のミズノですが、うちのペットのラッキーちゃ
んがここに逃げ込んだみたいなので探させて下さい。へえ、ラ
ッキーちゃんて子犬か何か？いいえ、タランチュラの！

終



ホウイチの話

ホウイチの話　　　ひ蜂

ホウイチよ、お主、亡霊にトリツカレタようじゃな！お、和尚様
、どうかお助けを！わかっておる。お主の全身にお経を書いてし
んぜよう。そうすれば亡霊からお主は見えぬはず…。和尚はお経
を唱えながらホウイチの身体にくまなく写経していく。おっと、
耳を忘れるとこじゃった！その夜…ホウイチ、何処じゃ、ホウ
イチ。そして、落ち武者の亡霊は見た！あんたところにおちんち
んが落ちておるぞ！！

終



ブランコ

ブランコ　　　ひ蜂

カレと公園で待ち合わせ。でも、カレ１０分遅刻だわ。カレに携
帯をかける。もしもし、ユウコどうした。今どこだい？私…公
園よ、ブランコの前。なんだって俺もブランコの前さ！ええ？ど
こよ。あたりを見回すが誰もいない。今、ブランコに乗ったよ。
そして、無人のブランコが動き出す！

終



トイレの花江

トイレの花江　　　ひ蜂

某学園のトイレにとりつく幽霊、花江は、几帳面！どんなところ
が几帳面？ロールペーパーの先端を三角折り！やらない人間二つ
折り！

終



守衛は見た！

守衛は見た！　　　ひ蜂

わたしは、見た！あの総理は、悪魔が変身したニセモノだ！本
物は、あの絵のなかに閉じ込められている！悪魔は、消費税を
１０％にしようとたくらんでいる！

終



吸血鬼の弱点

吸血鬼の弱点 　　　ひ蜂

吸血鬼の末裔ピートは、自分の弱点克服に成功し、今では真っ昼
間から散歩し、ニンニクのたっぷり効いた食べ物を食べていた。
しかし、彼には新たな弱点が発生した。ニンニクを毎日食べるの
でその体臭により、美女が寄り付かず、血をすうことがままなら
ないのである。

終



あいちゃん

あいちゃん　　　ひ蜂

最近、ゴルフも卓球もあいちゃん、あいちゃん。かわいいし、実
力もあるし憧れちゃうわ。私も、かわいいかどうかわからないけ
ど目指すわ！相撲のあいちゃん！

終



ミス銀河

ミス銀河　　　ひ蜂

地球代表のユリは、銀河一の美を競うミス銀河に招待され、会場
のトラン星に来ていた。ブーーン。あらやだ、蚊だわ、、パシッ
！本選前に肌を刺されちゃまずいもんね。。。しかし、なんて個
性のある大会なの！？地球人タイプから、どう見ても化け物まで
千差万別の惑星代表が勢ぞろいしたのだ。。。ねえ、あんた地球
人ね！？エルブ星代表のミディアン嬢探してるんだけど見なか
った？え？どんな人ですか？そうねえ、地球で言えば、蚊に似て
るとても小さい彼女なの。…

終



ハーフマラソン

ハーフマラソン　　　ひ蜂

ちょっと、あんた、ヒジ当たった、イターィ！謝んなさいよ！あ
、すいません。あらやだイケメンよ！え、どこどこ？あらカワ
イイ…！ふふふ、あんた出場する大会、間違ってない？え、ここ
新東京ハーフマラソンですよね？ちょっと違うの。東京・
新（二ュー）・ハーフマラソンよ！！

終



悲しい温暖化

悲しい温暖化　　　ひ蜂

ねえ、パパなんでテントの中でサンマ焼くの？地球温暖化の原因
物質のＣＯ２がお外に出ないようにだよ！へえ、、、？あれパパ
なんで泣いてるの？

終



月

月　　　ひ蜂

ねえ、ママ？おつきさんでうさぎさんがおもちついてるってほん
とう？本当よ！だからタカシちゃんも大きくなったら月に行って
、確かめておいで。。。一方、月面では、エイリアンの親子が地
球を眺めつつ、、ネエママ、チキュウジンテ、ウソツキッテホ
ント？ホントウヨ！トクニオトナハネ…！

終



落し物

落し物　　　ひ蜂

おまわりさん、すみません…三丁目の交差点でモノを落としたん
ですが…届いてませんか？え、何を落としたの？？？ぎゃーーー
！へへへへへ…“命”を落としました。

終



似た者同士

似た者同士　　　ひ蜂

ケンさんって、不器用だけど、そこがまたかっこいいのよねぇ！
そういうシズちゃんだって、不器量だろう！？

終



一人足りない

一人足りない 　　　ひ蜂

菊は、１０枚組の高価な皿の一枚を割ったため主に斬り殺された
。菊は、無念をはらす為幽霊となって、主をたたった。「一人、
二人．．．九人．．一人足りない」菊をはじめ９人の若い女の幽
霊が並んだ。皿は、新入りの女中が一枚づつ割っては斬り殺され
、たった一枚が残ったきりだった。

終



醜いアヒル

醜いアヒル　 　　　ひ蜂

ハンスは、自分がアヒルにしては、醜いので自分は大きくなった
ら白鳥になれると信じていた。しかし、彼は醜いアヒルに成長
した。

終



ゴミの穴

ゴミの穴　　　ひ蜂

ゴミの穴に落ちた。ずっとずっと深いゴミの穴に。深い深いこの
穴は、地球の裏側まで続いているみたいだ。僕は降りていった。
何処までも何処までも。そして、途中で、ブラジルの少年にあ
った。

終



ジローの恩返し

ジローの恩返し　　　ひ蜂

ボク、フンコロガシのジローです。先日は、罠にはまってナンギ
していたボクを助けていただきありがとうございます。そのお礼
として、ボクが選んだ豪華ディナーにご招待いたします！

終



来客

来客　　　ひ蜂

玄関を開けると見覚えの無い赤い靴が四足並んでいた。ただいま
！といったが返事がなく、突然、茶の間から黒い影が、オレに飛
び掛り、ガブッ！！オレは物凄いチカラに押し倒され、、、意識
が遠くなった。ことがすむと黒い影は、四足の靴を履いて出て行
った。

終



自由の女神

自由の女神　　　ひ蜂

女神様！自由を勝ち取るまで、我らレジスタンスに、おチカラを
お与えください！イヤよ！そ、そんな？あなたたちにチカラを貸
そうが、貸すまいが、わたしの自由でしょう！

終



のりかえ

のりかえ　　　ひ蜂

私…。Ｈがあわないから、カレを捨てたわ！今日からは、２Ｂ。

終



英雄

英雄 　　　ひ蜂

ゲルダは、英雄だった。彼は、幾多の魔王や怪物を倒し、山ほど
の報奨金を手に入れた。彼の強さの秘密は、多くの頼れる仲間達
。彼は、同僚の演技力のある魔王や怪物たちとともに次なる王国
めざし、荒稼ぎの旅に出た。

終



お別れ

お別れ 　　　ひ蜂

おじいさん、おばあさん…お別れです！私は、次の“満月”に月へ
帰ります！しかし、、、雨天順延となった！

終



隠し事

隠し事　　　ひ蜂

なあマサミちゃん？おれ実は、カツラなんだ！と切り出す。ふ
ふふ、だから？わたしがあなたを嫌いになるとでも思った？バ
カね！男は、顔とか髪が薄いとか関係ないの！中身よ！よか
った、、マサミちゃんが理解ある人で！ふふふ、だって、もとも
と男だもの！！

終



混入

混入　　　ひ蜂

社長！国産品に中国産の混入は事実ですね！シェーシェー！社
長も、中国人か！？

終



ワカサギ釣り

ワカサギ釣り　　　ひ蜂

とある湖に、ワカサギ釣りに来た。釣るポイントを探していると
、ふふふ、高級腕時計が落ちていた。しめしめ、誰も見ていな
いぞ！オレは、腕時計を拾う…？あれ、糸が付いて、と次の瞬間
物凄い引きでオレは、氷の中へ引っ張り込まれた！

終



カンガルーの袋

カンガルーの袋　　　ひ蜂

ねえママ。どうしてカンガルーのママのおなかには袋があるの？
それはね赤ちゃんを大切に運ぶからよ！じゃなんでママには袋が
ないの？おだまり、バシッ！おまえがムカツクからよ、バシッ
！エーン許してママァ。泣くなバシッ！おまえさえいなけりゃ、
バシッ！

終



散歩道

散歩道　　　ひ蜂

天気がいいので、久しぶりに愛用のホウキに乗って、お散歩よ。
途中、おまわりさんに止められて、キミキミ、免許証見せて。え
？ホウキにも免許証いるんですか？もちろんだ。ないなら魔女裁
判にかけられるぞ！

終



復活

復活 　　　ひ蜂

おれは、よみがえった。おれは、三日前すでに捨てられる運命だ
った。しかし、オレには新しい賞味期限が刻印されたラベルが貼
られたのだ。

終



あかすきんちゃん

あかすきんちゃん　　　ひ蜂

マッチ買ってください！ふふふ、そんなことより、おじさんと一
緒においで、もっとお小遣いをあげるから…。やっぱり、男はオ
オカミね！

終



おいくつ？

おいくつ？　　　ひ蜂

 

お嬢さん、おいくつ？はい、２６です！男は、角砂糖を26個、女
のカップに放りこんだ！

終



リセット

リセット　　　ひ蜂

　

パソコンで二時間かけて、企画書を仕上げる寸前に、、、しまっ
た動かない！フリーズしちまった！ここまで出来たのに、、、俺
は叫んだ。誰か！俺の耳の後ろのリセットボタン押してくれ！

終



大きくなあれ

大きくなあれ　　　ひ蜂

うちでのこづちをふると・・なんと、こづちが二倍になった。

終



運転代行

運転代行　　　ひ蜂

おい、大丈夫か？よってまへんよ、、、オエッ！だから、そんな
に飲むなって！すいません運転代行ですが！お車はどちらですか
？これなんだけど！えっ？？？わたし、この手のは運転したこと
無いんですが！大丈夫、全然簡単だひ、、、ヒック！スタートひ
ゅるとき『アムロ、いきまーーふ！』ってヒック！

終



先祖の助言

先祖の助言 　　　ひ蜂

俺の先祖は、ちょくちょく俺に助言に来るお節介焼きな幽霊だ。
俺の転機には必ず、枕許に現れ、俺の進むべき道を述べた。し
かし、俺は、へそ曲がりなので、先祖の助言とはいつも反対の進
路をとった。そのおかげで、地位も名誉も金も手に入れ、思い残
す事無く、８５歳で死んだ。百年後、俺は、俺の曾孫の枕許に立
ちへそ曲がりな助言を始めた。

終



現代版☆母をたずねて３千里

現代版☆母をたずねて３千里　　　ひ蜂

朝イチで飛行機に乗り、夕方、空港で母と再会した！

終



特等席

特等席 　　　ひ蜂

俺は、長い間ここの主として、常に特等席に座していた。新入り
達は俺様の威厳に恐れをなして、早いやつは、２、３日でここを
逃げ出すのだ。臆病者め。もはや、俺にかなうやつはいない。と
その時俺は、賞味期限が切れたヨーグルトとして、冷蔵庫の特等
席からゴミ箱に投げられた。

終



陽子へ

陽子へ 　　　ひ蜂

陽子、陽子。ボクは君のことが好きで好きでたまらない！君とい
つも一緒にいたいんだよ。わかるだろう陽子！私もよ、私もあな
たといつも、くっついていたい。ねえ、電子…。

終



窓際族

窓際族 　　　ひ蜂

き、キミは！部長お忘れですか？同期のオカモトです。部長と違
って、マンネン係長で窓際族でしたが、先日リストラを受けま
して。でも窓際が懐かしくて来てしまいました。ギャー！部長は
、一目散に逃げ出した。オカモトは、窓際の外側に浮いていた
のだ。

終



強奪

強奪　　　ひ蜂

オレは、ユカの結婚式に乗り込んだ。このまま結婚させるわけに
はいかない。オレは、式場の扉を開けた。そして叫んだ。「好
きだ！おまえが好きだ！オレと一緒に来てくれ、トシヒコ！
」「リュウジ来てくれたんだね」二人は手に手を取って走り去る
。

終



赤いくつの呪い

赤いくつの呪い 　　　ひ蜂

赤いくつをもらい、履いてみる。それが、なんとも軽くて、足
にフィットして、踊りやすいしデザインも私好みだ。しかし、恐
るべき呪いがかけられていたのだ。私は今でも苦しんでいる。
アー、カイカイカイ。

終



音楽室の怪

音楽室の怪　　　ひ蜂

よる。。。忘れ物を取りに、音楽室に忍び込んだら、ベートーベ
ンの亡霊が尺八の練習をしていた。

終



ぱらぱらマンガ

ぱらぱらマンガ　　　ひ蜂

完成した。昔なつかしいぱらぱらマンガ。あの本の隅に一コマ一
コマ絵を描いて、パラパラめくると動く絵になるヤツ。完成する
のに３時間。感動するよ！と隣の席のアベクンに見せたら…総理
、今会期中です。おやめください！！

終



黄昏の狼男

黄昏の狼男　　　ひ蜂

ママ、このおじさん変身した。ガオー、怖いだろう。おじさんな
にに変身したの？狼さ！え、狼ってボク一度も見たことないよ！
狼男は都会を後にした。

終



案山子

案山子　　　ひ蜂

ボクの仕事っていったいなんだろうねえ？仲良しのスズメの兄弟
に聞いてみる。チュンチュン…さあ？

終



第一人者

第一人者　　　ひ蜂

ロボット工学の権威、シノダ博士だな！一緒に来てもらおう！な
んだお前達、ワシをさらってどうするつもりじゃ！ふふふ、わが
地球侵略ロボットの完成に一役かってもらうのだ！…そして、首
都東京に突然現れた巨大お茶運びロボット“ガイアＧＴ”…シノ
ダは、江戸からくりロボット研究の第一人者だった！

終



ケントの予言

ケントの予言 　　　ひ蜂

予知能力を持つ少年ケントは、自分の命があと３日と知って、う
ろたえていた。友である俺にはどうしてやる事も出来ない。とに
かく、彼の能力はすごかった。「ところでケント君はどうして死
ぬんだい。病気、事故それとも…」「これは内緒だよ。３日後に
核爆弾が暴発して人類滅亡の日なんだ」

終



心霊写真

心霊写真　　　ひ蜂

この心霊写真、何も写ってないよ。ちがうよ、写ってるわけ無
いじゃん！だってユウレイに写してもらったんだから。ええっ！

終



ロボットの弁当屋

ロボットの弁当屋　　　ひ蜂

今日も、おいしい弁当つくろ！シャケ弁、のり弁、から揚げ弁に
焼肉弁当を。人が作るよりおいしいと評判の地域ナンバーワンの
弁当屋。オイラは、タダひたすら、おいしい弁当を作り続ける
んだ！人が地球にいなくなった今も…。

終



女子大生サクラの休日

女子大生サクラの休日　　　ひ蜂

私、一宮サクラ大学１年生。今日は日曜日、久しぶりに彼とデー
トだわ！たっぷりおめかしして、駅前の喫茶店で待ち合わせた。
あっ、彼だわ！待ったかいサクラさん？ううん、私もさっき来た
とこよ！それよりサクラさん、よく７０歳で大学受かったね！

終



武道館初ライブ

武道館初ライブ　　　ひ蜂

感動！初の武道館ライブ！オレの集大成をこの会場に来てくれた
客の前で見せるぜ！会場は、立ち見が出るほどの超満員。客のノ
リも最高だ！すべてがこのライブの為に作ったオリジナル自信作
。そして…バックミュージックに乗ってステージの中央へ…。ペ
ケペンぺ、ペケペンぺ、ぺンぺぺンぺ、ぺン…えー、毎度ばかば
かしいお笑いを一席…。

終



千羽鶴

千羽鶴　　　ひ蜂

ねえ、カオリ、、、その折鶴、何を祈願して折ってるの？千羽が
無事完成しますようにって！

終



三つの願い

三つの願い 　　　ひ蜂

骨董屋から買った壷を磨いていたら、煙と共に中から魔人が現れ
、「３つの願いを適える」と言う。俺は、金と女と酒を要求。や
つは、１０分後、酒場のアルバイトのチラシを俺の前に出した。

終



みっつのおねがい

みっつのおねがい　　　ひ蜂

はやく、よっつになりたいでちゅ！

終



オバケの出るトンネル

オバケの出るトンネル　　　ひ蜂

あのトンネル、オバケがよく出るうわさだぜ。えー、本当かよ俺
、帰り道だし、オバケが苦手なんだよー。俺は仕方なく深夜2時
、うわさのトンネルに差し掛かった。どうか出ないでね…うわっ
、白い影が車の前を横切った、そして白い影が俺に向かってこ
う言った。バケラッタ！！

終



飽食の時代

飽食の時代　　　ひ蜂

こんにちは、ご注文をどうぞ！えーと、チーズバーガーひとつに
、エビバーガーにポテトと…。少々お待ち下さい！待つ間、客席
を何気なく見た。若いサラリーマンが、ハンバーガーに食いつこ
うという瞬間、ハンバーガーがサッとよけ、反対に男の首に噛み
付いた。なに？他の席でも同じ光景だった。ガブガブガブ、ムシ
ャムシャムシャ！あわわわわわ…おれは、呆気に取られ声が出
ない。お待ちどう様！うわあああ！

終



見世物小屋

見世物小屋　　　ひ蜂

すごい見世物があると、友人に教えられ、とある温泉地の小劇場
に来た。なんだ！？ただのストリップ小屋かよ！仮面をつけた踊
り子が一枚一枚着物を脱いでいく。アイツ、騙しやがって！これ
のどこがすごい見世物だ。劇場を出ようとした俺の耳に、客達の
どよめきが飛び込んだ。…何？？こんなの見たことない…って言
うか、見えないのだ、着物を脱いだ踊り子の姿が…！

終



人間交差点

人間交差点　　　ひ蜂

赤信号！停止線で止まる俺。目の前をエッサ、ホイサとカゴカキ
通る、飛脚が走る。よし青だ！右折する俺。交差点中央で待つ。
対向車線からくるくる前回りの小学生、中には、開脚前転してる
子も…。次々通り過ぎ、ようやく俺は、ほふく前進をはじめた。
や、やばい！遅すぎて信号が赤に変わる！あ、危ない！俺は、ハ
イハイしてきた赤ん坊とガッチャンコ！！

終



選挙カー

選挙カー　　　ひ蜂

９月１０日の投票日には、じゅげむじゅげむごこうのすりきれか
いじゃりすいぎょのすいぎょうまつうんらいまつふうらいまつく
うねるところにすむところやぶらこうじのぶらこうじぱいぽぱい
ぽぱいぽのしゅーりんがんしゅーりんがんのぐーりんだいぐーり
んだいのぽんぽこぴーのぽんぽこなーのちょうきゅうめいのちょ
うすけに清き一票を！記入ミスのないようお願いします！！

終



外へ外へ

外へ外へ 　　　ひ蜂

おい、いつまでそこにいるんだよ。後ろがつかえてるんだから、
早く外へ出ろってんだ。うるせい、押すなっちゅうの。つぶれち
まうだろう。苦しいから早く外に出たい。お前、横入りすんな
よな。おれ、まだ外に出たくないよー。…。おぎゃー、おぎゃー
、おぎゃー…。まあ、元気な五つ子ちゃん。

終



母の手料理

母の手料理 　　　ひ蜂

母は天涯孤独となったおれの身体を心配してか、成仏できずに幽
霊になって手料理を作っていてくれる。会社から帰るといつもお
れの好物がテーブルに並んでいるのだ。でもオフクロ心配かけた
けど、もう料理作らなくってもいいよ。彼女が出来たから。でも
結局オフクロは今も成仏できなかった。苦労かけるねオフクロ
さん。料理音痴の嫁のおかげで二人分つくるはめになったから。

終



母親似のボク

母親似のボク　　　ひ蜂

あなた、お母さん似？えっ、どうして？だって、お父さんとぜん
ぜん似てないもの！そうかい？おお、キタロー、新しいガールフ
レンドじゃな！

終



ある朝の出来事

ある朝の出来事　　　ひ蜂

朝の８時、外は快晴。空に向かって深呼吸した。あれ？空からヒ
モが降りてるぞ。ボクは恐る恐る、ヒモを引っ張ってみた。瞬間
、夜になった。

終



衝動

衝動 　　　ひ蜂

このナイフは、持つものに人を殺したい衝動に駆られる呪いがか
けられていた。オレは、すでに２０人を殺している。そして、今
日も一人、罪も無い少女を殺した。しかし、執刀医であるオレに
何のとがめも無いのである。

終



ペット

ペット　　　ひ蜂

わあ、人間の赤ちゃんだ！かわいい！ねえママ？飼ってもいい？
ダメよ！結局、世話するの、母さんなんだから！今度は、わたし
がする！水やったり、エサやったりするの！

終



相合傘

相合傘　　　ひ蜂

相合傘の落書きを見つけた！右が“ひろみ”左が“かおる”ってどっ
ちが男だ？いや、どっちも同性？おーい秀麻呂、何してんだ！出
発の時間だぞ！ああ、わかった今行くよ、主水助！まったく、男
らしい名前にしろよ、、、ったく！

終



ごあいさつ

ごあいさつ　　　ひ蜂

オトウさん、、、おじょうさんをください！ＢＹ幸太郎

ゴクウさん、、、おしょうさんをください！ＢＹ牛魔王

終



譲り合い

譲り合い　　　ひ蜂

乗り合いバスで…杖をついた、お年寄りが俺の席の前に立って
いた。足腰がぐらぐらして、やっと立っている感じだ。オレは思
い切って老人に席を譲った。…おじいちゃん、前見て前見て、
ブレーキ！ほらそこから左折だよ、しっかり運転しな！

終



無視

無視　　　ひ蜂

近ごろの若いもんは、ろくにあいさつもできんのか？上司の俺を
無視しとる。な、なんだ部下のキムラが俺の、、課長の席にすわ
ってるぞ！？キムラさん課長昇進おめでとうございます。いいや
、気が重いよ、前任のヤマダ課長の突然の事故の後で…。

終



遺跡

遺跡　　　ひ蜂

見事な遺跡じゃあないか？どうだいこの壁画は、今から１700年
前に書かれたものらしいぞ！この字はなんて読むんだろうな？太
古の文字らしいが、、、“烈怒舎亜区参上”って…。

終



食後

食後　　　ひ蜂

あなた、食べてすぐ横になると、人になりますよ！モー、遅いよ
。牧場のあちこちで寝そべるグウタラオヤジたち。

終



ご用件

ご用件　　　ひ蜂

ただいま留守にしております。ピーという発信音の後に、ご用件
をお願いします。ピー…う・ら・め・し・やー。

終



虫けら以下

虫けら以下　　　ひ蜂

ううう…、一寸の虫にも五分の魂があるというのに…。俺は、３
分か！即座にカラータイマーが点滅し始めた！

終



ふしぎなたまご

ふしぎなたまご　　　ひ蜂

なんの卵でしょうか？にわとリにしては、大きいし、ダチョウに
しては、こぶりでおまけに薄緑色！その時、バリバリっと、卵に
ひびが入り、パカッと割れた。中からちょっと小さめのにわとり
が顔を出し、バツが悪そうにコケコッコー！なんだやっぱりにわ
とりの卵か！

終



世にも微妙な物語

世にも微妙な物語　　　ひ蜂

ねえ、私ってコウジにとって、どういう存在なのよ？そうだなあ
？友だち以上、恋人未満かな？

終



田舎の猟師

田舎の猟師　　　ひ蜂

オラ、故郷の田舎で物心ついた時から、猟師して暮らしてる。今
日久しぶりに獲物を見つけた。猟師の血が騒ぐというものだ。逃
すものか。一方獲物たちは…。隊長、エイリアンは、わが部隊の
近くにいます。もはや戦うしかありません！

終



テルテル坊主

テルテル坊主　　　ひ蜂

へックション！俺を寒空につるしやがって。くそう、明日雨にし
てやる！

終



とうめい人間の薬

とうめい人間の薬 　　　ひ蜂

とうめい人間の薬を手にした。どんな時に使おうか？なに、聞い
てなかった、ごめん。えっ、なんて言ったの？あっ、おまえ居た
のか！影の薄いボクには、とうめい人間の薬なんか、いらないら
しい。

終



スカウト

スカウト　　　ひ蜂

お嬢さん、モデルやんない？えっ、うそ！？スカウトの方ですか
？まあ、そんなとこかな、、、って、おじさん、何で、私が“ガ
ンプラ”やんなきゃなんないのよ！

終



メタモルフォーゼ

メタモルフォーゼ　　　　ひ蜂

おまえ、変身したんだって？でも、どこも変わってない、普通の
人間そのものだけど？変わったよだいぶ…。どこがよ？おれ元々
ハエ！！

終



雷様のいたずら

雷様のいたずら　　　ひ蜂

雷様がボクの近くに落っこちた。やばいおへそを取られるとボク
はとっさにおへそを押さえていた。そのまんま気絶していたボク
。目が覚めて、おへそを確認する。あ、あったわ！…でも、ボク
、女になっていた！！

終



ヤギの恩返し

ヤギの恩返し 　　　ひ蜂

マツ蔵は、罠にかかって動けなくなっていたヤギを助けてやった
。その晩、マツ蔵の家の玄関に新聞紙の山が。

終


