


私のユーモア体験

私のユーモア体験記

 
私「ネタは寝かしたほうがいい。そして、ネタは眠った後でこう言う。『寝たかいがあった』」

友野さん「あー、よく寝た」

・・・こうして練ったネタになっていきます。  

 

客観ツッコミ
久保田さん「ぼくはツッコム人がいない時はぼけません」

私「猫とジェリー仲良くけんかしな」

yokoさん「今、ぼけたんですね。村木さんいつも突然話題変えるから、それかと思いました」

・・・冷静に対応されてしまった。 

 
人を呼べる講演会?

久保田さん「桑田、羽生、村木の対談だったら、人が集まりますね」

私「桑田、羽生、久保田でも集まりますよ」

人を集めるのはブランド力ですね。  

 
今日の講演でみなさんから生まれた言葉。

人は必ず死ぬけれど、生き方は変わらない。

人は老いて変わるけれども、夫婦の愛情は変わらない。

二次会でのネタ。　「私とだんなで血糖値の値を競っているの」「血糖値で??」「決闘する」  

 

「明日の朝四時に小惑星が来る」「えっ、小学生が来る?」  

 

昨日Tさんが、メモリーとか言うところで「フロッピー」と言う。それを知らない大東さんに「フロッピーって聞きますか」と聞く

と「そんなものはTさんしか言わない」　

ただ、市への文書提出は最近までフロッピーだったとか。

「フロッピーって何ギガありますか?」には世代ギャップを感じた。

 

友野さん「鶏肉の食べやすいとろ、名前何だったっけ。今日、店で買っていかないといけない」

横村さん「砂ぎもでしょ」

友野さん「あっそうそう」

私「名前が分からないと鶏肉がとりにくい」

 

私「携帯をかけると東京はケンガイになる」

友野さん「えっ?」

私「県じゃないから」

友野さん「それは北海道もそうでしょ」  

 

高校の美術の外海先生が「落雁を作る」と言ったので、作者の署名の印鑑のことかと思ったら、それは「落款」だった。「落雁」

はお菓子だった。間違えて「ガーン」

 

たけし文化センターで「マップ作り」をしている。

「マップってつつむやつでしょ?　それは、ラップか。これは歌になるな。ラップミュージック」  

 

「都心にはたぬきはいないか、あっ、でも古だぬきはいるか」

「都心にたぬき出没中」 

 

　将棋の団体戦に名古屋まで東名高速を使って行く。

東名高速に乗る前、田中さん「東名には校則がある。そして、厳しく拘束される」

私「谷川流『光速の寄せ』みたいに高速に思いつきましたね」・・・(立石さんは「脳梗塞の寄せ」と言っていた）

　党名と言えば、「日本維新の会」をドクター中松が商標登録。日本維新の会の党名を使えるかどうかは不透明である。

　パーキングエリアで田中さんがハイチュウを買う。

私「ハイチュウって焼酎で割るやつですね」

田中さん「そうそう、あれは、チュウ杯か」 

 

山森さんが河合塾のかわいい塾生をつれて古民家建具展を長々と案内する。

横村さん「山森さんが女性と長くいるの珍しいです。女性が苦手みたいで」

私「山森さんは二次元だからヨメはたくさんいます」

山森さん「そんなこと言わないでください」

私「空気ヨメ!!」

かわいい塾生が笑う。 

 

「じゃ、青山さんは似合わないの?」

「青山さんはきれいだから何着ても似合う」

注意・絶世の美女に言うこと。  

 

浜松で毎週第一土曜日　地域情報センターでお笑いライブ出世城があります。

芸人さんに混じって、「質問に三人の答えが一致すると勝ち」というゲームに参加。

「「も」で始まる社会人に大切な言葉

http://murakitatsuo1969.hamazo.tv/e4267593.html
http://murakitatsuo1969.hamazo.tv/e4265289.html


黄桜さん「物差し」

私「モットー」→「あっ、同じですね」

黄桜さん「それカタカナでしょ?」

私「カタカナで書いちゃいました」

浜松のお笑いを盛り上げましょう。

 

「おれ、先生に「いい」と言われたから大丈夫。もう、来なくていいと言われたから」

「いい」を限定して悪い意味になってしまいました。  

 

昔、古新聞や雑誌とちり紙を交換する「ちり紙交換車」が「古新聞、古雑誌、ございましたらお手をあげて呼んでください。ちり

紙と交換させていただきます」と拡声器で回っていた。

日常で大きな声を出すと「それじゃ、ちり紙交換を呼ぶような声だよ」　

 

町田孝三郎氏講演会と二次会
町田先生に「テーマはどうやって決めますか?」と聞くと「時事的なものなど今話題になっているもの。でも、自分が新しい試みを

創り出したい」

先生は五七五ではない新しい句型を広めたいと考えています。

先生の日本笑い学会新聞の編集後記は、言葉のパズルでできている。麦茶、緑茶、茶断ち、お茶を濁す、チャーミング、茶気、

茶茶、茶腹、お茶目、とキーワードを考え、そこからつじつまの合うように字数制限を考えて文章にしていく。

長尾先生が講師の似顔絵を描いていると言うと、井上浜松支部会長「講師を間違えることがあるでしょ?　コウシ混同」

私が「五人目は誤認逮捕じゃ困ると言うと」

鶴代さん「四人が誤認逮捕」

井上先生の「ネクタイが金貨と豚のイラストが入っている」と言われると井上先生「豚に小判」

その他いろいろなネタが生まれました。  

 
児童・生徒の珍問

塾で「山車の読み方は?」　「ダシだし」

塾で小学生「スリランカの首都は?」　「スリジャワルダナプラコッテ」　・・・・この質問は生涯に四回受けた。高三の時、地理

地学の模試の全国十番以内の鈴木浩君[故人]に初め教わる。　大学の時、スリランカから東大への留学生が母校に来る時この話題

になり「私がコロンボだったでしょ」「違うわよ」「そうだ、スリジャワルダナプラコッテ」「えっ??」　家庭教師先でも話題

になった。

塾で　生徒1「りんごの反対は?」　生徒2「ごんり」　　答があるのにびっくり。

塾でイカさんと言われていた子がいたので　生徒1「イカは何を食べるんだろ?」　答えられなかったので東京の国立科学博物館

に行った時聞いたら「イカは肉食で魚を食べる」と教わった。浜松に帰ってテレビをつけたら、イカをえさにしていたらイカがか

かり、それをダイオウイカが食べてダイオウイカの映像が撮れたのをやっていた。肉食にはイカも含まれるようだ。  

 
「ジャマイカ医科大学で胃カメラ飲んだら胃潰瘍が見つかった。このねたいーか?」

「いかん」

「落ち着いて」の貼り紙が落ちる。テープで留める。

「これで「落ち着いて」が落ちない」

「落ちがつきましたね」  

 

「今日は不調だ」

「不調がエブリデイ」

・・・将棋の中学生県代表は毒舌だった。

 

私「金星の太陽通過見た」

生徒「見た」

私「直接見なかったでしょ」

生徒「見ないよ。直接見たら目が焼けちゃう。『目玉焼き』になっちゃう」  

 

小林君がカラオケで歌う時のせりふ

「小林旭が歌います」

 

　昨日、将棋の静岡県予選広津杯に参加、朝田中さんに会う。

私「田中さんは、くじ運よく楽勝したいでしょう?」

田中「どうして?」

私「たなからぼた餅で勝ちたいでしょ?」

そんなことを言っていしたら私の対局相手が厳しいブロックに入って予選敗退してしまった。

 

刑部さんが将棋で鋭い手を指す。

私「すごい手ですね」

刑部「俺の頭と一緒。王様薄い」

私「薄いけど、ぴかっと光ってますね」  

 
講演会の質疑応答で

質問者「失礼ですが先生は身長はどれくらいありますか?」

私「183mあります。あっ、間違えました。183kmあります」

質問者「あっ、それで視点が高いのですね」

私「はい、宇宙から見ています」

 

中学生女子A「テストだから徹夜しようとしたのに九時に寝て、弱虫って言われました」

私「九時だけにいクジがないって言われたんだ。」

http://murakitatsuo1969.hamazo.tv/e3957924.html
http://murakitatsuo1969.hamazo.tv/e3912788.html


A「・・・・」

私「でも、くじけないでね」

A「・・・・」

ダジャレの連続攻撃に相手はリアクションができませんでした。 

 

たけし文化センターINFO LOUNGE

http://infolounge.exblog.jp/

ここの小原さんはミニコミ誌の編集長の男性だ。山森さんはごはんを山もりに食べるかは知らない。ただ、「初音ミク、浜松」で

検索するとトップに出てくる。

私「ここに、ミス浜松が来たことあるんですか?」

山森「はい、あります」

私「たしか、小原さんが言ってました」

山森「あっ、小原さん、実はミス浜松だったんです」

私「そういえば美型の面影がありますね」  

 

田中さん、私の持っているハトムギ茶のペットボトルを見て、「その中に鳩が入ってるんでしょ ?」

私「そうそう、ポッポッポッって鳴くんです」 

 

O君は猿に似ていると言われている。

O君が私のモノマネをする。

私「あっ、猿まねだ!!」

レッテルを貼って、それならどうする、どうなるかを考えます。  

 

Tさん「糖分が足りないと痙攣するから砂糖を持ち歩いている」

田中さん「糖分をとると当分は大丈夫」

 

東海道線に乗っていたら

「次はワライマチ」
「???」

よく聞いたら「新居町」だった。「笑い町」には貧しくも楽しい人々が住んでいるに違いない。

そういう町を自分の周りに作ろう!!  

 

英語部のOB会、桜英会に行った時、「定年リタイア後は海外ですごすべきか」という題でディベートがあった。

日本で住むべきというチームに観衆から「放射能の影響は?」という質問が来た。すると、

「Radioactivity is very serious, but I don't care.」(放射能は深刻だけれど、気にしない)

南関東に住んでいる人はこういう考えの方が多いかも。

 

大学の英語部のOB会、桜英会に行った時

私「平成三年卒業」

在学生「えっ、私、平成四年に生まれました」

・・・ちょっと、ショック。ちょっとというのは「かなり」という意味です。

平成三年　ソ連邦崩壊

平成四年　PKO法案  

 

英語部の後輩が「結婚するときは絶対夫婦別姓」と言っていた。ところが、彼女はいとこと結婚し同じ苗字の男性と結婚した。

それって、夫婦別姓達成ですね。  

 

私「新聞は懐中電灯を照らして読む。暗いニュースが多いから」

生徒「蛍光灯で十分」

・・・真っ暗になった。

 

学習院大学は有名人のご子息、祖先が歴史上の人物とのことがけっこうある。

赤塚さん「私、赤塚不二夫の娘なの」

私「えっ、本当ですか?」

・・・・うそでした。世の中で面白すぎる話にはこの手のうそであふれている。 

 

立石さんは「立石流」という将棋の戦法の創案者。筑紫さんの番組にも出た。

立石さんが将棋を指していて、相手が怒って

「頭おかしいって言われない」

立石「昔、よく言われてたけれど、最近だいぶよくなってきた」

一歩間違えると大げんかになりそうな所を柔らかくかわしてしまいました。 

 

H葉さんが「私とN原先生の子どもが生まれたら、めちゃめちゃ将棋の強い子が生まれると思います」と発言した後、当時新四段の

堀口現七段に聞いた。

「堀口さんと矢内さんの子どもが生まれたら、めちゃめちゃ将棋が強い子になりますか?」

堀口「その可能性は100%ありません」

・・・今、政府のみなさんに言って欲しい。

 

NHKの「鶴瓶の家族にかんぱい」を見ていたら、自分の誕生日を忘れている人がいた。その後、気づいたことがあった。今日は私

の誕生日だった。

 

浜松支部の将棋月例会。田中さん、田辺さん、私がいる。

私「田中って多いですね」

田中「全国的にも五本の指に入るくらい多い。鈴木でしょ、佐藤でしょ、田辺でしょ、村木でしょ」

http://infolounge.exblog.jp/


私「そして、次に田中でしょ」  

 

塾の生徒「キムちとタクあんでキム△△」

・・・それは気づかなかった。

追記・・・・・その後、テレビでキムタクご飯が登場したようです。

 

「先生、クリスマスプレゼントちょうだい」

「それじゃ、不景気をあげよう」

・・・不満なようなので、一口サイズのチョコレートをプレゼント。

 

「早く出てきなさい」

「引きこもり」

「引きこもりじゃない、立てこもりだよ」  

 

「あっ、また、にやけた」

「笑うとすぐにやけると言う」

「笑うとにやけるは違う。にやけると鼻の下が伸びる」  

 

御徒町将棋センターで当時高校竜王の山内一馬君に私が勝った後のせりふ

「ここで立石さんだったら、『ぼくも若かったら高校竜王になれるのに』って言うんだろうな」

坂東香菜子「それ聞いた、たしか、そこらへんで言ってたんだっけ」  

 

二十年ぶり再会

上田一郎君が空手をやっている安斉俊一さんに「村木は東日本大会に出てベスト 8の格闘家で寝技が得意だ」と伝えた。安斉さんは

信じて格闘着をもってきてしまった。私が東日本大会に出たのは頭脳格闘技の将棋ですから。

みんな不況の中闘っています。安斉さんは仕事も空手も五人の子供の子育ても闘っています

 

以前、私が坂本竜馬の役をNHKでしたことを書いた。　http://murakitatsuo1969.hamazo.tv/e2190790.html

あなたは、竜馬の死体の役をシタイですか?　この後しびれで大変でした。同じかっこうで寝るので、遺体の役は痛いです。  

 

浦さんに富美さんのことをメールで井上先生が送る。

私「浦さんまだ読んでないんでしょうか?」

井上先生「返事を出そうか出すまいか迷ってるんじゃないの?」

私「まだふみも見ず天の橋立」

大江山いくのの道の遠ければまだふみも見ず天の橋立  

 

「きゅうりの好きなナースです」　中村　富美　看護師

 

　「Y君、力強くなったね」

S君「あく力も強くなったね。あく力というのは、悪の力ということだ」  

 

　うちでは梨を売っている。

父「おい、梨がなくなった早く(袋に)入れて」

母親が私の湯のみにお茶を注ぐ

私「お茶入れるんじゃなくて梨入れて」  

 

「先生、高校どこ?」

「北高だよ」

「えっ、先生みたいな天然が?」

「何言うテンネン」  

 

塾の生徒がこんな落書きをした。

「村木のブログ見ないでください」

もう一つのブログは「天才村木の勉強道場」　http://tensaimuraki.hamazo.tv/

これを「不天才村木」とやった。  

 

　今日、SBS学苑で「面白い話ありますか?」と聞いたら柳沢喜造さん86歳からこんな話をうかがった。柳沢さんは、78歳からパソ

コンを始め使っている。先月渡した私のレジメにアンダーラインを引いている。すごい勉強家だ。ぼけまいとする意欲には頭が下

がる。勉強はやる気があれば、何歳からでも可能なのだということが分かる。

　柳沢さんがエスカレーターを昇ろうとしたら、4キロの荷物が手すりに当たって、柳沢さんがひっくり返ってしまった。立ち上が

ると大丈夫だった。そこで、帽子を取って頭を見せて「ケガありませんでした」

二、三人から拍手が起きたそうだ。  

 

「オレはドラキュラか?」

「そんなものよりもっとたちが悪い」

・・・すごい比較  

 

「胴が長いと電車に乗る時ぶつんじゃない?」

「足が長いとぶつかって、ぶつかって困るんです」  

 

Ｍ君小六　Ｍさん小四

「Ｍさんが『からだの大きなＭ君が子供料金なのはどうしてですか』と聞かなかった」

http://murakitatsuo1969.hamazo.tv/e2190790.html
http://tensaimuraki.hamazo.tv/


・・・否定文はいろいろなことを言える。  

 

「彼に賽銭(さいせん)を拾われると貧乏神がつくよ」  

 

「猫は暑い中毛皮来てるからね。うちの猫床にぶっ倒れてた。猫が寝込んじゃった」

「猫がかわいそう、変なダジャレに使われて」  

 

大学一年の頃　女性先輩「暗いわね」

「暗くても先輩美しいから明るくなりますよ」  

 

私「顔がきりっとしていて」

森「ごほん、ごほん」

私「森さんかぜひいたの？　体には気をつけてよ森さん」  

 

「二畳の部屋に住んでいて、みしっ、みしっという音がする」

「それじゃ、うぐいす張りの二じょう城だね」

・・・荷物の荷分けはとんでもない作業でした。そこのアルバイト先での出来事。  

 

Mさんは小四で小六のクラスに入る。

「君たち、Mさんに負けちゃうぞ」

Y君「ぼくたち、老化現象が始まってるんです」 

 

アンザイ「村木、芸しろ!!」

「ではアンザイさんのまね、ノーアイムノット」  

 

アンザイさんは空手をやっている。

「アンザイさん、その目はどうしたんですか?」

アンザイ「ちょっとよう。村木に殴られてよー」

・・・そんな恐ろしい事したらただではすまない。

 

「玉音放送があったとき、『一億玉砕のためについに激励の放送をいれたのか』と、教官が感涙の涙を流したけれど、生徒が『ポ

ツダム宣言を受け入れたということは日本が負けたということではありませんか』と、答えたら教官に殴られたということで」  

 

｢(小林君は)四歳の時からスキーやってたそうだからさぞかしうまいと思います」

「うん、じゃ、そうとう運動神経がにぶいんだな」

・・・実際に見たことないがうまくないのだね。小林君のスキーは私のギャグみたいにすべらない。  

 

「どうして知ってるの?　盗聴してたんでしょ?」

「うん、そう」

・・・・相手が本当でないことを言ったら、自分もうそを言いましょう。  

 

アンザイさんは空手をやっている。

カワノ「アンザイさんが、テニスのラケット持って、短パンはいてるの想像できる ?」

・・・いろいろと仮定してみると世界が広がります。  

 

カワノ君の自己紹介

「カワノたかゆきです。たかゆきのタカは親不孝のコウ、ゆきは不幸のコウです。

 

男の好みについて

「体はがっしりしてるとかよ、髪はオールバックがいいとか、いろいろあるだろ」

アンザイさん、それ自分のことじゃないですか!!

 
「中村、いいやつでな。・・・どうでもいいやつだな」

・・・中村君かわいそう。  

 

「千代田線のドアから入るの?」

「ドアから入らなかったらどこから入るんだ」

・・・おっしゃる通り。  

 

「Y君、時代を順番に言って」

Y君「縄文、弥生・・・・江戸、明治、大正、昭和、平成、俺」

「Y君の時代が来るといいね」  

 

学習院の中等科とか高等科とかでは、始業式のときできない順に並んで行進するのですが、武者小路実篤は、後ろから二番目の成

績で、前から二番目に行進することになっていたのですが、突然、一番前に行進するはずだった人から「今日は出られなくなった

」と電話がかかってきて、「頼むから出てくれ」と彼に訴えたのだけれど、聞き入れられず、一番前を行進するのであわてふため

いたとかいうことを書いています。

大学の時の講義から  

 

五月二十三日、イオン市野で、観衆がある人物を取り巻いて携帯で写真を撮っていた。

「村木多津男オンステージ」

あれっ

よく見たら「北山たけし　オンステージ」と書いてあった。  

 

新宿あたりを少年がぶらついていると、男女一組の一見カップルの私服の警官が職務質問をします。年齢をたずねると１７、８才

とは答えるとまずいと分かっているので『２１』とか答えますが『では自分のえとは？』と聞くと、そこまでは予期してなくて困



るのですが、もし仮に答えられたとしても『君が小１のときどんなニュースがあった？』と聞かれてたいていの人が答えられない

でばれてしまいます。

青年心理学講義より  

 

「実は、夢の中に村木君が出て、うそよ」

「ありがとう。夢の中までぼくのことを思っててくれて」

めでたしめでたし。 

 

面倒な仕事をふる
「中村君、こういう仕事やりたいそうです」

・・・勝手に決めつけられてしまった中村君。

 
「登呂遺跡」

「トロ」

「とろろ」

「とろろからろをとろ」

とろろ－ろ＝とろ 

 

英米文学科は女子ばかりで男子は七人。コンパを決める時。

安斎「女なんて十人もいりゃいい、俺は十二日用がある。よし、五日に決定だ」

自分勝手も使いよう。

 

「三十回は書き直さないといけないよ」

「まだ、たった五回ですから少ないですね」

・・・覚えるべきことは反復して覚える。勉強、名文句、名ジョーク。  

 

「でも、あれは本性でしょ？」

「うん。ばれたか。ぼくには人を喜ばすサービス精神旺盛な本性がそなわってるのです」

タイヘンなヘンタイさん、パフォーマンスの好きな方におすすめのせりふ

 

「ここで、ラーメンも食べずに単位も取れなければ、悲しみが二倍になり、ラーメンを食べれば、単位を落としただけで、済むじ

ゃないか」

ものは考えよう。 

 

「バイトはしないの？」

「これからはごろ寝をして過ごすという健康な生活を送るよ」

健康？？？

 

「たばたくん、運動会の時何をやる？」

「球技大会のポール」

 

Ｉ君「先生、見てジャイアンツのシャーペン」

Ｙ君「先生、見て普通のシャーペン」

「すごいねー」

 

「今年の女子部はおとなしい」

「竹内さんを代表にして」

 

原宿で道を間違える。

「ごめんなさい」

「いえいえ、これで一つ道を覚えました」

 

ともなり君が７万円のセーターを買ってもらう。

「このセーター７万円と書いて食堂につるさげておいても隣に寮生のしわしわのセーター置いておけば、みんな信じないぜ」

・・・バブルの時代は極端に高い品物があふれていました。

大学の先輩は７０万円の背広を着ていました。  

 

「くしゃみをした時は『かぜひいたの？』ときくのが礼儀だろ」

「風邪引いたの？」

「それほどでもないよ」

・・・それならそんなことは言うな

 

「ＩＱいくつくらいと思う？」

「まあ、３０は超えてるんじゃないの」

・・・平均が１００だからだいたいの人は３０は超えています。

 

「本当にあの男は」

「うん本当にこの男は」

「ひょろっとしていて」

「ひょろっとしているところがかっこいいんですよね」

暗示には、都合のいいことを言います。 

 

「書道ガールズのエキストラに行ってきた。感動したシーンをとるとき、『ペ・ヨンジュンやキムタクや村木多津男に会ったとき

のように驚いて』と言ったよ」

Ｓ君「村木多津男は言わなかっただろ」

http://murakitatsuo1969.hamazo.tv/e2431599.html


・・・ばれてしまった。

 

「おねえさん二人は年をとっていても、心は娘のように若いですね」

・・・禁句・おばあさん、おばさん。  

 

「そんなことを言うと美人の磯野さんのイメージが下がります」

磯野「そう、じゃあ、鼻をおずずるとすすったとでも言うのね」

 

「先生ＫＹ」

「ありがとう。かっこいい、やさしい」

・・・空気は読まなくていいんです

 

「また、森さん怖いって言うんでしょ。森さんの怖いはぼくに対しては『かっこいい』だよね」

・・・言葉の意味を都合よく変えてしまいます。

 

時々うそをつくと「トビイカが飛ぶ」という重要なことを信じてもらえなくなる。

トビイカ　飛ぶ　http://www.google.co.jp/imglanding?

q=%E3%83%88%E3%83%93%E3%82%A4%E3%82%AB%E9%A3%9B%E3%81%B6&imgurl=http://doubutu1.up.seesaa.net/image/squid.jpg&imgrefurl=http://doubutu1.seesaa.net/article/127004891.html&h=259&w=454&sz=44&tbnid=-

ZcmMmyw2atrvM:&tbnh=73&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3D%25E3%2583%2588%25E3%2583%2593%25E3%2582%25A4%25E3%2582%25AB%25E9%25A3%259B%25E3%2581%25B6&hl=ja&usg=__pgP504MhJeGoMUBbAUy1iH5chzQ=&ei=FKK7S6u1JsuLkAXW-

siSCA&sa=X&oi=image_result&resnum=4&ct=image&ved=0CBIQ9QEwAw&start=0#tbnid=-ZcmMmyw2atrvM&start=0

「それじゃ、タコは空を飛ぶのですかと聞かれたけど、タコは空を飛ぶの？」

「タコは空を飛ばない」

「タコは浜松祭りの時たくさん飛んでるよ」

・・・このネタは小学校低学年から使える。

・・・同音異義語、タコ、凧、蛸、多個の言葉を利用する。 

 

「春休みはどこか行った？　ぼくは四月一日に月へ行ってきた。」

「・・・？」

「エイプリルフール」  

 
「私は背が高いんです。百八十メートルあります」

「それじゃ、ウルトラマンより背が高いよ」

「単位間違えました、百八十キロメートルです」 

 

詫間先生　青年心理学講義

「上を向いてしゃべるコがいました。これは、背の高い人を恋人にしたからと思ったらやっぱりそうでした。」

・・・いろいろなことから推理ができるものです。

 

「猫が笑った」

「にゃっはっは」

・・・このねたニャンダフル。犬がツッコンできた。

「それを言うならワンダフルだろ」  

 

「今日は来ないでくれ」

「じゃ、明日行こう」

・・・限定した表現には、それに含まれない候補を提案します。

 

「本当にこいつは」

「かっこいい、ありがどう」

・・・都合のいいことを付け足して相手の言いたいことを変えてしまいます。 

 

「首都高（首都高速道路）の別名知ってる？」

「知りません」

「動く駐車場だよ」

・・・混んでると大変な目にあいます。

 

「きのう何か動くものがあったのでよく見たらゴキブリがいて、コンクリートとベッドの間を逃げていったから、そこをテープで

ふさいでおいた」

くさいものにふたをしてもくさいことには変わりません

 

私「今度、将棋の大会（日本将棋連盟支部対抗戦東日本大会団体戦）で栃木に行ってくる」

Ｆさん「なんで栃木に行くんですって」

私「電車で行ってくる」

Ｙ君「そうだけどね。もっと子供にやさしくなろうよ先生」

 

ただでさえ美しい石澤さんをさらに美しく撮った写真  

 

松本「奥山君は字がうまく書記にふさわしいです」

奥山「松本君も字がうまく書記に向いています」

こういう時は互いにほめあうしかありません。

 

安斎「体がすっきりしているから今日はがんばるぞ」

私「さすが安斎さん勉強家ですね」

安斎「俺は空手の話をしているんだ。いや、いつも空手というのは口実でいつも勉強してるんだ」

http://www.google.co.jp/imglanding?q=%E3%83%88%E3%83%93%E3%82%A4%E3%82%AB%E9%A3%9B%E3%81%B6&imgurl=http://doubutu1.up.seesaa.net/image/squid.jpg&imgrefurl=http://doubutu1.seesaa.net/article/127004891.html&h=259&w=454&sz=44&tbnid=-ZcmMmyw2atrvM:&tbnh=73&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3D%25E3%2583%2588%25E3%2583%2593%25E3%2582%25A4%25E3%2582%25AB%25E9%25A3%259B%25E3%2581%25B6&hl=ja&usg=__pgP504MhJeGoMUBbAUy1iH5chzQ=&ei=FKK7S6u1JsuLkAXW-siSCA&sa=X&oi=image_result&resnum=4&ct=image&ved=0CBIQ9QEwAw&start=0#tbnid=-ZcmMmyw2atrvM&start=0


私「それくらい、知ってますよ」

体がすっきりするとはいいことです

 

外国語は気合で話す
「こんにちは」という言葉だけを覚えて会話していく能力

身ぶりと愛きょうだけでなんとかする。完璧を求めないことがコミニケーションのこつ。  

 
ともなり「髪とかすの忘れたまあいいや」

私「ともなり君元がいいから髪をとかさなくてもいいよ」

ともなり「うん、そりゃそうだ」

私「女の子にもててもてて困るでしょ」

・・・本当はどうなんでしょうね。  

 

浜松市学生寮は四人部屋

甲佐君の紹介

「私たちは出会うことがありません。四人の生活時間が異なっているからです。Ａさんは朝眠っています。Ｂさんは夜眠ってい

ます。そして私甲佐は昼も夜も眠っています」

・・・三つ落ちがうまくできました。 

 

東京虎ノ門で寺島実郎氏の講演会の後の二次会で

私「今日は遠くから来たんです。はるばる韓国からやって来ました」

浅尾「えっほんとですか！！」

私「うそです。本当は浜松からやって来ました」

「あればいい」「それありえない」うそをつけ 

 

　教え子の中学に卒業した先輩が訪ねてきて

「何部？」と聞いてきた。

Ｅ君「コンブ」

そして「デブ」と言って逃げてきたそうだ。

・・・疑問には想定外の答えを出す。  

 

　ヤギさんの家に泊まると夜、猫が起こしに来た。私の首をポンポンたたく。猫に寝込みを襲われたのだ。

  

卒業式があっと言う間にやってきましたね。新幹線よりはやく卒業式がやってきました。   

 

「足が長くてからんじゃってからんじゃって」

「うん、ダックスフンドより長い」

・・・比べる対象を極端なものにすること。

 

昨日、英語で「How many hospitals do you have?」という文を言ったら三人のうち二人が「One.」と答えた。

二人は医者の息子だったのだ。

事実はアイデアを上回った。 

 

英語の時間

Ｉ君「This is big and small.」

Ｓ君、Ｋ君「どっちだ！！」

両立不能な対の語を一つの語にくっつけると矛盾が生じます。 

 

私「ユウト君はユウトウセイという星にすんでいる」

Kさん「ユートピアじゃなかったの」

私「ユートピアという国に住んでいる」

Ｉ君「それで、ほんとは？」

私「ユウトウチョウの町民」

・・・ちなみに雄踏町には住んでいません。  

 

Ｋさんが女子中学を受けることについて、

Ｙ君「ぼくどんなにがんばってもがんばっても入れないからね」

Ｓ君「入ったら、不審者だぞ」

Ｙ君「不審者の初心者」

・・・韻を踏んでいます。

 

私「世界遺産言ってみて」

Ｙ君「世界遺産、おれ」

Ｓ君「じゃ、世界遺産、ぶっ壊そ」

・・・うそが本当ならどうするのかを考えます。  

 

Kさんが、女の子のイラストを描く。

私「その絵、自画像」

Kさん「ちがう」

Y君「それ、おれ」

私「Y君もかつらして、スカートはいたらかわいくなるよね」

・・・変なうそつかないように 

 

川嶋先生(紀子妃殿下の父上)が私に

「君、よく見かけるけど・・」

私「有名ですから」

「えっなんで?!」

私「うそです」

http://murakitatsuo1969.hamazo.tv/e2324699.html


・・・相手を驚かせるうそがあります。  

 

　ナウマン象の歯の実物大イラストを見せる

私「Y君の歯とどっちが大きい」

Y君「ナウマン象、いや、ぼくは天才だからぼく」

Kさん「天才だと歯が大きいの?」

私「つまり、アインシュタインやエジソンは歯が大きかったんだ」

Y君「今の訂正」

・・・ツッこみ厳しい。

 

詫間先生の青年心理学講義より

「ハイヒールが片方なくなったら、犬がくわえていったなどと思わないでください。私のくつを誰かが抱いて寝ていると思ってく

ださい」

・・・そんなことしないでください。

 

　昨日、押しボタン式信号を渡ろうとしたら、とんでもなく長く待った。長すぎる。象さんの鼻より長かった。

 

私「中国で二文字の苗字の人珍しいですね」

欧陽「はい」

私「欧陽というと宋の宰相の欧陽修がいますね、たしか『紅楼夢』にも出てくる」

欧陽「欧陽という苗字は中国には百万人はいますから」

・・・いろいろなことを知っていると話が広がっていきます。

中国は大きな国で、ケタの違う数字が出てきますね。

・・・欧陽さんは「中国と言うと経済の話ばかり出てきますが、人間どうしの交流の話もしてほしい」と言っていました。 

 

こんな標語があったそうだ

「髪が曲がれば心も曲がる」

「カバンの薄さは知性の薄さ」

・・・どちらも、同じ言葉を対象を変えて繰り返しています。

昔の学校は不良役が暴れたのだが、今は普通の子が学級崩壊を起こしていきます。テレビゲームの影響が大きいと思います。お手

伝いや宿題をやったらやらせるようにしましょう。  

 

A「五月女さん、帰国子女で、昔、教えてたんですって」

Q「何を教えてたんですか?」

A「キムチの作り方」

疑問には想定外の答えを出します。うそをつくのが一つの方法です。  

 

私「北方領土は、択捉、国後、色丹・・」

S君「伊勢丹ですか」

私「それは、デパートだろ」

・・・ボケについてブログを書いたら、試してきました。

 

1997年の芸能人多数参加するクイズの特番で紳助さんの司会する番組のテレビ観覧をした

時。

紳助「お客さんの中で反町隆を知らない方?」

私ともう一人が手を挙げる。紳助さんが私にアイコンタクトを送る。クレーンのカメラが二台私の方に来る。

紳助「反町隆、知らないんですか?」

私「はい」

紳助「中国人の方ですか?」

この時、そのまんま東さんが、撮影の合間で紳助さんにねたを譲っていたのが印象的でした。

・・・・紳助さんに｢中国人」と言われたことを話したら

A「あーそう言えば」

B「そうだね」

C「そうだね」

・・・三人束になって肯定しました。

 

子どもたちの考えた覚え方
横・緯線→私は「横井君」と教えていたが、そこの中学に横井先生がいて「横井先生」のほうがいいとなった。横イセン生　だ。

　　　セイム

同じ same　　→　同じサメ

　　　サメ

　　テイク

とる　take　　→　竹取る

　　　タケ

日本アルプス　「赤石山脈、木曽山脈、飛騨山脈」

私の案「赤きヒダ」

Y君「赤き火だ」

東経135度　→　1,3,5 奇数の連番

 
渡辺淳一先生とのツーショット写真をとるように頼まれて、取り終えてカメラを返す時のせりふ

「この写真は百万円の価値があるからね」

http://murakitatsuo1969.hamazo.tv/e2226263.html


(渡辺先生笑う)

・・・有名人限定のせりふです。  

 

小さな親切の後で

「この恩は一生忘れないでくれ」

・・・・何をされたかは忘れてもこの言葉は忘れません。  

 

松本「どうしてそこに行くんですか？」

黒田「それは、松本と石澤さんが二人で愛について語り合うためだよ」

松本「うれしいな。おれもうすうすそう思っていたんだよ」

・・・うそには、うそで切り返します  

 

今日のネタはすぐに終わる。

Ｙ君「おしマイケル・ジャクソン」

・・・このネタうマイケル・ジャクソン？　すべった？　じゃ、もう言うマイケル・ジャクソン。  

 

公害についての授業

私「Ｙ君、身近に公害ない？　騒音とか悪臭とかＹ君の声とか」

Ｙ君「公害あった！！　先生のダジャレ」

私「それは口の害の口害だね。Ｓ君『強盗みたい』って言うの口害？」

Ｓ君「はい、口害です」

 

ベン・ジョンソンについて話していると

「それって、まるまるやつでしょ？」

・・・ベン・ジョンソンを「便所虫」と聞き違えたようです。

 

「三十分休憩をとらないと、人間の体は完全に休息できない。だからゆっくり休んでくれ。でも、ゆっくり休んでから、たっぷり

働いてもらうよ」 

 

　痴漢撃退法をテレビで紹介する時、誰かが女優さんに抱きつかなければならない。そんな時、登場するのがＳさんだ。ここでは

言えないが杉山さんである。

　杉山さんは痴漢役で「もっと激しく、もっと激しく」とプロデューサーに言われたのでやったら、その番組が放送された翌日に

駅で見知らぬコギャルに「このすけべじじい」と言われたそうだ。 

 

広末さんがゴーストライターで、最後に文学賞の大賞をとるというドラマで私はエキストラで金賞の役で広末さんの隣に五分ぐら

いずっと座っていた。そして、広末さんが涙を流しながら表彰される場面を生で見た。目に涙がたまり、あふれて落ちて床につく

のが見えた。

　この話を知っているマダムが私に広末さんのスポーツ新聞の携帯のＣＭ部分を破り私のワイシャツの胸ポケットに入れた。

「あなたの胸に入りたいですって」

・・・この切り抜きは馬券売り場でお金を払うシーンの練習でお金の代わりに係役の女性に見せたら爆笑された。

　広末さんの涙の話をしたら

「広末涼子を泣かせた男」と言われた。

ちょっと慣用句の使い方が紛らわしい。

・・・私と福山さんの共通項は、坂本竜馬を演じたこと　http://murakitatsuo1969.hamazo.tv/e2190790.html

と広末涼子を泣かせた男という点だ。それは違うだろ？　日本語を話すことと四十歳男性ということだけだろ。  

 

お登勢 というドラマで坂本竜馬の役 死体でした。今私は竜馬の生まれかわりです。

大河ドラマ「時宗」の撮影でエキストラ同志でこの話をしたら、

「どうして鎌倉時代に坂本竜馬が生まれ変わるんだ？」と言われてしまった。

・・・今日、塾で児童に「福山さんとどっちがかっこいい？」と聞いたら「福山さん」と答えられてしまった。 

 

私「公文さん、この人知ってますか？」　(羽生四冠の写真を見せる)

公文「ええっと、畠田理恵さんの・・・」

私「そう、やっててよかった公文式」

公文「・・・・・・」

・・・落ちに導くための質問をします。

 

　臨界事故があった年の東京大学の五月祭で核融合の研究室を訪問。

「部屋が青紫なのは、臨界の時こういう光が出たそうだから」

私「ブラックですね」

・・・物質はどんどん熱していくとプラズマ状態になっていく。「何度ぐらいでそうなるんですか？」と尋ねると「一億度」との

ことです。太陽のコロナが百万度だからすごいエネルギーです。

 
男の子が頭を服で覆うと

女の子「強盗みたい」

・・・・二度と頭を服で覆わないでしょう。 

 

「ここからこっちは別。ここには日付変更線が引かれていて、パスポートがないと渡れない」

 

「大学は？」

「東京外国語大学パプアニューギニア語学科」

・・・発音の響きがおもしろいですね。  

 

「◎◎君、女の友達多いから、たまたま、新宿文化センターで女の子と会った」
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たまたま◎◎する・・・うん。 

 

「あっ、あそこにかわいい子が歩いてる」

「えっ、どこどこ？」

「見なかったのか？　バカだなあ」

・・・こういうことはありますね。

 

「◎◎は百メートルおきに缶ジュースを買ってる」

「血液は砂糖水でできている」

「歩いているとクワガタやカブトムシが寄ってくる」

 

　豪邸を見た時のコメント

「うちの犬小屋と同じくらいいい」  

 

高速で山の中を通る。

「森さんのうちも、こんなお山に囲まれているの？」

・・・丁寧だけど、なんかとんでもないこと聞いてるみたいです。

 

「山下清のしゃべり方に似てるんじゃない？」

「やっぱり有名になる人のしゃべり方は似てるんだな」

・・・相手の思惑と別の解釈を提案します。   

 

「二人の共通項は？」

「日本語で話すこととか言わないだろな？」

先に思惑をはずす答えを言ってしまうのも手です。  

 

「今日は一年生ばかりだわね」

「先輩お若いから一年生みたいなものですよ」

・・・違うものを同じ仲間にします。 

 

「村木君に似た馬がいた」

「ぼくに似てかっこいい馬がいた」

・・・言葉は都合のいいことを付け加えて繰り返しましょう。  

 

女の子の美しい部分だけを見られたような気がします。

・・・歯に衣を着せたようなせりふです。

 

◎◎さんがライオンの様。

「ちょっとじゃれたら首がもぎ取れたりして」

・・・レッテルをはったら、それならどうなるかを考えます。

 

子供に教わったダジャレ
・バッタが踏ん張った。

・チーターが崖から落っこチータ。

・「明治天皇何やってんのう？」「目いじってんのう」

・キンセイ君が劇で木の役をやっている。「そこにいるのはキンセイじゃないのか？」「気のせい、気のせい」  

 
「今何時？」

「オヤジ」

「オヤジギャグ」

◎小学校の時に聞いたねた

「今何時？」

「肥満児」

「何時過ぎ？」

「太りすぎ」

虹、大惨事・・・ジで終わるものはいろいろ考えられます。

 

日光が話題になっていると

Ｓ「日光通りすぎていまいち」

私「どうして知ってるよ」

Ｓ「先生が前言ってた」

…日光の近くに今市があります。昔からこういう言い方があるようです。  

 

児童同士のいさかい

「手を出しちゃいかん」

「それじゃ、足出す」

「手を出しちゃいかんとは、暴力をふるっちゃいかんという意味だよ」

・・・あげ足をうまくとります。  

 

「何言ってるよ？」

「日本語」

・・・小中学生はこういうせりふが随所に出てきます。

 

写真を見せられた時の決まり文句

「写真よりも実物のほうがいい」

・・・・注意・必ず美男美女に言うこと。 
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「それは、一言で言えます。それは、愛です」

「はい、実にいい意見でした」

・…熱いコメントの後に冷めたコメントがあると温度差が感じられた。

 

「みんなが・・・」

「みんながじゃなくて、お前がそう思ってるんだろ」

・・・このせりふはそのまま使えます。  

 

　飲み会の食事のつまみを取る時

「さっと取ろう。さっ(手でつまみを取る )」

・・・擬態語を音声ととらえたわけです。

 

　学校の図書室で、机に座っていると、向かいの女の子と互いの足のつま先が当たる。

私「ごめん、足が長いもんだから」 

 

　「サゴウって若い子の服があって、二十代の頃はよく来たの」

私「まだ最近のことですね」

 

「そんなふけた顔して」

「知らないんですか？　ぼくは桑田君に似てるって言われるんですよ」

桑田投手と一緒に私たちも少し年をとりました。

 

「だてに坊主を三年やっているわけじゃないぜ」

・・・これは「天空の城ラビュタ」の海賊の女親分のせりふのパロディです。

「だてに女を五十年以上やってるわけじゃないさ」　  

 

◎　塾にイカさんがいた。彼女は怒ると「イカが怒った」と呼ばれる。だが気が強いので言った男の子をとっちめる。さんざん言

われたМ君に彼女のいない所で「言い返しなさい」と言うと、「言い返せばイーカ」　後に彼女にこれを伝えるとМ「俺そんなこ

と言ってない」　塾では「イカって言っちゃイカン」

◎「ジャマイカ医科大学で胃カメラ飲んだら胃潰瘍が発見された。このねたいかす ?」「いかん」

◎児童Ｓ君がイカ型紙飛行機を作った。　私「こんなの作っちゃイカン」　Ｙ「先生イカった」   

 

　日本笑い学会の総会が仙台であったとき

私「沖縄から仙台へは飛行機で行くんですか？」

浦「歩いて行ければいいんだけどね」

井上「それは、疲れる。右足が沈む前に左足を入れなければならない」

・・・ボケとそれを拾うことでユーモアができます。  

 

児玉先生の退官記念パーティーで。岡田君とその先輩と私がいる。

先輩「(私を見て)岡田君の知り合いって変な人が多いのね」

私「(岡田君と先輩を見て)二人は知り合いですか？」

・・・相手と同じ論理で相手を当てはめてみます。   

 

５０ｍ走のタイムを計る時

「５秒、７や８なんかちょろいちょろい。３０ｍ走」

・・・思惑を作り、裏切ます。  

 

編み物の話題

先生「黒岩さん、編み物編むほうじゃなくて、ほどくほうだね」  

 

　将棋の立石流の元祖立石さんは、将棋をやっている時に無関連なＣＭのせりふを言う。

「芸能人は歯が命」

「きれいなお姉さんは好きですか？」・・・これにＫさんは「はい」と答えた。  

 

ウキガイ君が授業中寝むそう。

先生「ウキガイ君、連休は明日だよ、明日」

 

「友達あまりいないでしょ」

「友達募集の張り紙をするといい。するとたくさんの猫が寄ってくる」

・・・・キャット驚く猫まっしぐら。  

 

・・・私は「笑っていいとも」の年齢不詳のコーナーで二十六歳と偽り二人だました。

私「刑部親王何歳ですか？」

刑部「二十六歳」

私「大宝律令だから、千三百歳でしょ」

・・・絶妙な答えを用意していました。

 

「１９９７年にイギリスから中国に返還された都市は？　ホで始まる」

Ｓ「北方領土」

・・・両方領土問題の場所です。ホンコンは返還されましたが、北方領土は返還されていません。 

 

次の空欄を埋めなさい

女性が(　　　　　　　)したので、会社勤めなどの仕事をするようになった。



Ｓさんの答え

女性が(　家事放棄　　　　　　)したので、会社勤めなどの仕事をするようになった。

・・・「答えは「社会進出」です。」

Ｓ「あってるじゃん」

…女性が家事放棄したらゴミ屋敷だらけになります。

 

Ｓ「ルネサンスって、巻き毛の人だったよね」

・・・ルネサンスは時代ですよ。

・・・このネタに小学生爆笑。教養がありますね。教養のある人は笑えます。笑いを強要するのはよくないか。   

 

私「江戸幕府直轄の領地は？」

黒板に「天」と書く　「天？」

Ｓ「天国」

あなたは、天性の天然です。(答え・・・天領)  

 

福井直秀先生講演と懇親会
ふ・ルート

く・ラリネット

い・ングリッシュホルン

な・ポリ民謡

お・ペラ

ひ・とすじ

で・きれば歌手に

福井先生は、救急で腹痛を直してもらったら、すぐ帰され、一週間後がまんできず病院に行ったら、虫垂炎だと診断され即入院。

「救急はあてにしないでください」と言われたそうだ。入院は六人部屋で、ネットも何もない。耳栓をしても、隣の食道がんの患

者のあえぎ声が聞こえてくる。そんな状況ではとても笑えないことがわかったそうだ。

福井「入院したおかげでねたには困らなくなった」

北原夫人「寝た甲斐がありましたね」

私の考えた問答「猫が寝込んだのはなぜか？」「いかが怒ったから」「いかが怒ったのはなぜか？」「豚がぶったから」「豚がぶ

ったのはなぜか？」「ふとんがふっとんだから」その先は自分で考えてくださいと言うと、浦さんが「猫が寝込んだからにすれば

、繰り返していく」

この完成型をみなさんも考えてみてください。コメントお待ちしています。 

 
ユウト「先生って、面白いしかっこいい！！」

私「ユウトの言うとおり」

 

　私は授業中こんなことを言う

「飛行機で赤道を横切る時、下を見ると赤い線が見える。これを、真っ赤なうそと言う」

Ｓさんはこれに

「だまされた！！」

と、言った。

 

М君は京都へ修学旅行に行くことになった。浜松から京都に向かうには東京のほうへ行くと錯覚していた。

東京都は「東、京都」と書く。東京は京都の東にあるとばっかり思っていた。

・・・ゆとり教育では都道府県を言えなくてすむ。ユニークな地理を持った人を大量にうんでいる。 

 

先生「私の車なんか、アーチェリーの矢が刺さるはなんの」

・・・車にアーチェリーの矢が刺さるとは、。人に刺さらないでよかった。よかった。  

 

陸上部の部長だったМ君は、ある日、宣誓の練習をすることになった。そして、前で手を挙げてこう言った。

М「宣誓、私たちは、宿題を忘れました！！」

先生方「お前馬鹿じゃないか」  

 

М君は学校の国語の時間先生に「春はあけぼのですが、冬は何でしょう」と聞かれ

М「冬は朝青竜」と答えたそうだ。

「冬はつとめて」ですよ。春は曙が活躍し冬は朝青竜が活躍するんです。 

 

私「消防署は１１９だよ」

小四「１１８は海上保安庁」

・・・逆に教えられました。

 

小学生に都道府県を教えるために日本地図のジグソーパズルをやっている。

私「すべって転んでオオイタ県」

「先生、すべった」  

 

遠足バスが三方原小学校の前を通過

「ここが伝統のある三方原小学校」

「お前らのところ、蛍光灯じゃないのか？」

 

　レオナルド・ダ・ピンチは馬が思うように描けなかった。そこで、馬を解剖してみた。そうして、思うような絵を描けた。

「馬をうまく描くために馬を解剖したのです」  

 

「学校で関ヶ原の戦いをやって、僕、徳川家康だったんです。そしたら、家康軍が負けたんです」

私「歴史を変えたんだね」

「僕は歴史を変えるんです」  

 

「いつまでに返しますか？」

「いつでもいいけど」

田中「三秒後」

・・・いつでもいいなら、三秒後も理論的にありうるのです。 

 

板書

①具体例はカットする

②事実描写はカットする
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③「しかし」「だが」の後ろを押さえる

④否定部分はカットする

⑤「つまり」の後ろを押さえる

⑥「問い」と「答え」を押さえる

⑦「たしかに」・・・「しかし」　重要　　・・・小鹿良太　編著「７つの公式で入試国語が解ける」より

解説していると、児童が「先生好きな人いるんですか？」

私「具体例はカットする」

児童「『問い』には『答え』が必要です」

・・・この子は、模試で国語算数２００点満点で１９９点とりました。全国４位。

 

数学の先生が出欠をとっている。

先生「タキグチ」

瀧口「タツグチです」

先生「あっ、タツクチ」

瀧口｢いいえ、タツグチです」

先生「あー、タツグチ」

瀧口さんは、静岡県の納税者番付にも出てきた家の令嬢です。私に対して「いいわね、兄弟が多くて」と言いました。この言葉は

大学に入って、学習院の女子部出身の令嬢にも言われました。

気品のある方は同じようなことを言います。 

 

数学の先生が講義をして

先生「今日は面白かったでしょう」　　

聴いていた生徒の感想を推測すると「どこが・・」

先生「うそですけれど」

数学はよく分からなかったが、今からこの頃の自分にアドバイスすると、「「教科書」と「数学公式集」を解きながら覚えなさい

」

どうしてもつまらないことを言わなければならない人は使ってみてください。  

 
◎田中君包帯をして登場

先生「だいじょうぶか？」

柳瀬「もう助かりません」

◎先生が生徒に「どうして休んだんだ？」

田中「ジです」

  

高校の時

「基礎解の本置いてある？」

「うん、家に置いてある。　　　一組今日基礎解の授業あるって！！」

「うそ！！」

「うそ」

・・・漠然と言い言葉をつけたして意味を変えてしまいます。

 

高校一年の時の国語の授業で

森先生「今日は手を挙げないの大橋君」

大橋「はいっ！！」(手を挙げる )

森先生「はいっ、藤原君」

・・・授業が活発になる秘訣はこれですかね。  

 

　「喜一郎君は歯医者さんがお好き」というのは、喜一郎君が歯医者の娘ばかりを好きになったという、根も葉もないうわさから

できあがった言葉だ。「紳士は金髪がお好き」というマリリン・モンローの映画のパロディだ。

　高校の時時代錯誤な名前だと思ったら、大学の時、図書館で「幕末欧米渡航日本人名簿録」というものを読んでいたら、陸奥宗

光の後に同姓同名の人物が出てきた。浜松藩士だった。ご先祖様の名前をもらったのだろう。 

 

星君が三回戦まで進む。

星「これはヒョウショウものだ」

私「最初で最後でショウ」

このころは自己流の将棋を指していました。加藤一二三九段の本を読んでいたと思います。

弱かったのか強かったのか何とも言えません。 

 

　浜松北高は毎年一年生が、山へ下草刈りへ行た。草と戦うのだ。

私「Ｏはし君『女の子にもてない運命なんだな』と言ってたよ」

田中「それは、定めというものだよ」 

 

水泳大会の思い出
じゃんけんリレーで、足立さん三連勝。

「浮き輪を持ちあげる赤堀君苦しそう」

私「重さをじゃんけんでカバーしている」

「重さでもじゃんけんでも勝っている」

足立さんは、学年トップの成績を誇る才女です。頭のいい人はじゃんけんも強いのです。  

 

浜松北高の球技大会の思い出
　浜松北高では、いろいろな行事にみんなが真剣に取り組む。入学した時の実績からすると、いい大学への進学の割合が少ないと

言われている。中高一貫校に比べ受験には不利であるが、真剣に取り組む楽しさを知る。人生には進学以上に大切なことも多い。

高一の時のサッカーの大会は泥んこの中で行われた。

私「どうもやたらすべって」

寺田「すべるってことはよく動いた証拠だ」

女子のバレーの試合でラリーが続くようになって、

私「ようやくバレーらしくなった」

田中「うん、ようやく玉突きらしくなってきた」  

 
遠足のバスの中で、白すか中学の前を通る。

白すか中出身者「ここは、潮見坂と言いまして、明治天皇が訪れた場所です。前に建っている建物が白すか中です。田舎だけど、
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ぜひ一度おこしください」

柳瀬「二度と来るか」  

 

１９８４年、私が高校一年の時の遠足バスの中での出来事。

バスガイドが解説中に新村さんが立ちあがって頭をぶつける。

新村「いたっ！！」

バスガイド「今、本当に車内はせまいですから頭をぶつけないようにと言おうとしていましたが、実行力のある方ですね」 

 

ユーモアの収集は田中君との出会いから始まった
私は１９８４年、静岡県立浜松北高等学校に入学した。一年の時、中学の時の模試の一番に四方囲まれたことがあった。

前の席、佐鳴模試一番十回中四回のＩ塚さん。後ろの席、東海図書の模試の一番(２５０点満点中２４５点)のＡ立さん。右隣佐鳴

模試一番二回のＳ君。左隣、東海図書２４３点のＴ田君。その後ろ、佐鳴模試二番のＳ木さん。そういう、座席に座ったことがあ

った。

　その他、座席が近かったことがあるのは、インターハイ、百Ｍ、走り幅跳びの覇者のＳ木君、静岡県の納税者番付のベストテン

に入った令嬢のＴ口さん。当時のＹＡＭＡＨＡの社長の息子などがいる。

　田中君はバレー部のエースで、運動会の走り高跳びでは、１ｍ７５を跳んで優勝していた。

入学当初、Ｉ君が「俺ってかっこいい」と言うと

田中君「Ｉ、入試できただろ、入試の時の作文『思い違いについて書け』だったよな」

その後、Ｉ君「俺、変態じゃない」

田中君「じゃ、ただのすけべだ」

バレー部の練習で田中先輩がしごきに来て、Ｕ先輩が

「田中にはろくなやつがいないな、田中角栄とか」

田中君「大物が多い」

・・・私はこのような名せりふは残さなければいけないと考えた。そして、面白いせりふは書きとめることにした。高校一年のこ

とであった。そして、ユーモアは法則化できるのではないかと考えるようになった。ところが、それは簡単そうでとてつもなく難

しいことであった。複雑で多岐に分かれるからだ。ここから、二十五年かかって、「ユーモアの分類」

http://murakitatsuo1969.hamazo.tv/e1816529.html　は完成することになった。

 
小六のＯ君は英検準二級を受けた

「もう、三級は持ってるの？」

「はい」

「三級を持っている人は英語でお礼を言わなければならない」

「Ｔｈａｎｋ　ｙｏｕ｝

「どうせだったら、英検三段目指さなきゃ」

「英検に三段あるんですか？」

「このネタは何段かというとジョウダン」  

 

「現在の内閣総理大臣を漢字で書きなさい」

という問題がある中学で出たと言うと、塾の生徒が

「アソウってどう書くんだったけっ」

「麻が生まれるだよ」

「麻薬で生きるじゃなかった」 

 

　昼の反対は夜ですが、「りんごの反対は何でしょうか？」　答えは「そんなの梨です」　不満ですか

答えはもう一つ「ごんり」というのがあります。　

　小林一茶が父の死に際に「梨が欲しい」と言われ市に梨を求めに行くのですが、ついに見つけることはできませんでした。これ

を読むと江戸時代は梨のことを「ありの実」と言っていたようです。

 

授業中、村松増美先生のねた「コンピューターは猫を使えない。マウスが逃げるから」というのを披露したら、生徒から

「犬はコンピューターを使えるのですか」と聞かれた。私は

「犬はできないワンと鳴く」と答えました。  

 

 
イカとタコとではどちらが賢いか？

やはりイカのほうがイーカな。このねたイカがですか。イカします。それとも、イカル？　駄洒落にイカれるのはイカン？　

イカは50メートルくらい空を飛ぶそうです。では、「タコは空飛ぶのですか」と質問されました。みなさん、タコは空を飛んでま

すよね。浜松祭りの時、天まで上がってますよね。

　生徒から，Ω（たこ）×Ａ{イカ}＝Ｖ(勝った)　［Ｒ×Ｉ＝Ｅ］という電圧、抵抗、電流の公式(オームの法則）の覚え方を教わ

りました。電気イカがタコに勝ったとでも覚えましょう。×は「けんかした」です

浜松には、タコ上げがあるのに、イカまいかネットなどが作られています。不思議ですね？

 

 

 

http://murakitatsuo1969.hamazo.tv/e1931243.html
http://murakitatsuo1969.hamazo.tv/e1816529.html


創作ユーモアネタ

ユーモア創作ネタ集

 
友野さんのジングZINGは「軍事」反対。平和を願うからだって?　いや、逆さに読んでごらん。「グンジ」→「ジング」

 

世界選手権でサラ１位沙羅２位  3位は皿のメダルではさらさらない 

 

　私は「サングラスをとった時のギャップがある人」というネタでオーディションを突破して「笑っていいとも」に出演した。こ

れホント。

タモリさんに「サングラスをとってもいいかな?」って聞いたらタモリさんが「いいとも!!」って言ってサングラスをとった。「こ
の話は本当かな?」「うそだとも!!」
 

ダジャレ動物園

　ダジャレ動物園にようこそ。ここでは、目の前の動物で英単語のダジャレを言うとポイントがたまります。では、ダジャレを言

ってみましょう。

園長「まず何に会いたいですか」

桃太郎「トラです。トラに会いタイガー」

トラ→タイガー　tiger　

園長「猿は?」
桃太郎「猿がさる市の市街地に出没。さる市から猿は去るのか ?　猿も木から落ちるモンキー」
猿→モンキー　monkey
　

園長「犬はどうですか?」
桃太郎「あっ、犬はドッグ。犬はいぬ。」

犬→ドッグ　dog
園長「犬は抱いたら逆さにしてはいけない。Dogを逆さにするとgod(ゴッド)、神だから」

桃太郎「では、アヒルをダック」

　アヒル→ダック　duck

園長「では、海水プールのクジラを見ましょう」

桃太郎「あっ、すごい、クジラが潮を噴いている。クジラがホエル」

　クジラ→ホエール　whale

桃太郎「あっ、すごい音に猫がキャット驚いて逃げていく」

　猫→キャット　cat

園長「何か飼いたいものは?」
桃太郎「牛をカウ」

　牛→カウ　cow

桃太郎「キジはいないかな。あっ、変わりにヘンなニワトリがいる」

　ニワトリ→ヘン　hen

園長「鳥がバード飛び立った」

　鳥→バード　bird



桃太郎「でも、ツバメはスワロウとしている」

　ツバメ→スワロー　swallow

園長「タカは肩のホー来る」

　タカ→ホーク　hawk

桃太郎「ワシはイー、グルッと回っている」

　ワシ→イーグル　eagle

桃太郎「鶴もいる」

園長「鶴はつるつるしていて、フィシュ議（不思議）な魚を釣る」

　魚→フィッシュ　fish

桃太郎「その魚を鶴からもらうと鶴は恩を返してクレーンと訴えるんだ」

　鶴→クレーン　crane

園長「あっ、あそこにカワウソがオッター」

　カワウソ　オッター　otter　

園長「あれっ、つえがかじられている」

桃太郎「ネズミがかじりマウス」

　ネズミ→マウス　mouse

園長「ウサギの村人はダジャレを笑う」

　ウサギ→ラビット　rabbit
ウサギ「ヘビはいいっスネー、くっ（笑い）」

　ヘビ→スネーク　snake

ウサギ「羊がシーッ、プッ（笑い）」

羊→シープ　sheep

桃太郎「でっ、宝物は?」
ウサギ「ヤギさんが強盗した」

　ヤギ→ゴート　goat

園長「まんじゅうのアンが残っている」

桃太郎「アンとアリがついていてありがたい」

　アリ→アント　ant

園長「熊部屋（ベア）にいた馬を追放する」

熊→ペア　bear　馬→ホース　horse

桃太郎「みんなでいっぱいダジャレを言いましたね。私の今度の役は王子様ですか?」
園長「いや、ハチBの役だ」
　ハチ→ビー　bee
 

浜松市天竜区のつり橋が傾く。愛知県の駅伝練習の高校生七人が第一弁天橋を渡っていた時ワイヤーが切れてつり橋が傾いた。ワ

イヤーって怖いやー。 

 

次の川柳を完成させなさい。「なでしこの予選は○○じゃだめですか」

「二位」

「正解。公文では俳句や川柳の問題を作る。これを公文一句問(公文行っくもん)」  
 

たけし文化センターで2/11に女子会がある。参加者はイカを持って来る。「女子会イカ所持」(回文)  



 

成功のコツはコツコツ

あせらず、地道に 
 

「ダイオウイカ」言う甥だ　　

恐怖の回文

A「いかした番組だ」

B「そのしゃれはイカン」

A「どうやって言い返せばいーか」  

 

浜松市の市街地で猿が出没。市街地から猿は去るのか ?  

 

A「今日の冬至まででマヤ歴終わるんだってさ。今日が滅びの日と考えていたのかな?」

B「当時のことは分からない」  

 

革製品を作り女性にネットで売る久保田さん。「送る時に丁寧にこん包しないといけないんです」

ネットでの販売は発想の転換が求められる。発送を丁寧にしないといけない。

 

「サンデル読んでる」と言うと碁が出る  

 

北朝鮮のミサイルに注視したい

発射は中止を求めたい。

 

　日本将棋連盟浜北支部月例会3位

3位を十二回とると位がとれる。三位十二回

 

「うそつきはどじょうの始まり」そんなことを言われるどじょうに同情。

 

北区に帰宅。北区に来たくないですか ? 

 

大酒飲みの化け物、「腐乱険酒多飲 (フランケンシュタイン)」

 

「アインシュタインって知ってる?」

「アイーンしてアイーン?」  
 

窓と共に去りぬ
ワープロが自らの運命を嘆いた映画のタイトル「 Gone with the windows」 

 
今日、遠鉄が高架になって踏切がなくなっていた。高架になった効果が出ている。 

 

自由民主党と民主党が合併すると自由民主党になる。
自民党野田派、民主党をぶっ壊しても・・・・。鳩山さんのなげきが聞こえてくる。  

 
選挙のためには、政策をころころ変え、小同大異で集まり当選を狙う集団。・・・「日本野心の会」

 

柿1個20円で売ります。（浜松市北区初生町100）

http://murakitatsuo1969.hamazo.tv/e4051882.html
http://murakitatsuo1969.hamazo.tv/e4025900.html


柿20円とかけてガソリンスタンドととく、

そのこころは、

「柿現金で」「火器厳禁で」   
 

音節切り替えパロディ　AKB
音節を切り替えてパロディ

ドアでぶって　→　「あ、痛かった、あ、痛かった、あ、痛かった、イエー」

AKBが日曜大工　→　「あ、板買った、あ、板買った、あ、板買った、イェー」

あっしー君を貢がせる　→　「愛、たかったー、愛、たかったー、愛、たかったー、イェー」

会田君大活躍　→　「会田、勝った、会田、勝った、会田、勝った、イェー」

全ての女性は私に　→　「会いたかった、会いたかった、会いたかった、イェー」  

 
いもでいーもん。米にこめた思い。

ダジャレ　+　縁語　です。 
 

雑誌に「明治大学「共感力」で人気NO1

明治のイメージを明示している。でも、早く復学させろ。 

 
婚活と就活に今週勝つ。  

 

スポーツの秋、食欲の秋。どちらが好きかは、「清武と松茸とどちらが好きか」　聞けばよい。

ただし、巨人首脳陣には聞かないでほしい。  
 

猫が欲しい人は「ニヤンテッド」

犬が欲しい人は「ワンテッド」

韓国のウォンが欲しい人は「ウォンテッド」  

 

島根県の竹島には竹がない。「しまねー」

韓国が独島の根拠としている文献の島には竹が生えていることになっている。今韓国政府は一生懸命竹を植えているが生えてくれ

ないのだ。

 
日本が不景気の「負けマネー」の中、カツカレーが話題になっている。　

 

Windows ＋　Apple　= Winpple 　ロゴは窓からリンゴが出ている。というのを考えたら、すでにWinpple は存在していた。

リンゴ型扇風機

 

かわいいものを見ると作業効率が上がる。　かわいいものはたびたび見ろ  

http://murakitatsuo1969.hamazo.tv/e3972515.html


 

「ビックカメラ」と「ユニクロ」で「ビックロ」

松屋とユニクロが組むと「真っ黒」  
 

「沖縄は歴史的に中国だ」と言われたら、

「琉球の言葉は日本語に近い。言葉は文化だ。チベットはモンゴルのものだ」と言い
ましょう。

 

沖縄はオスプレイ

医者はメスプレイ

橋下市長はコスプレイ 

 

走っている太った人との待ち合わせ→ランデブー

ランデヴー  (rendez-vous)
待ち合わせ、会合、デート、会談の意のフランス語

食べ過ぎるとデブ、デビュー。DEBU DEBUT!!
 

サラ金の弁護士で情け容赦ない取り立てに加担した橋下弁護士が、アメリカ巨大資本の手先となって TPPを進める。少し年を取っ

てから言われること

「はげたか橋下」  

 

日本変革と言いながら私利を追求→橋下威信の会   

 

橋下とおるば道理は引っ込む
言ったことが次から次に撤回されていきます。めちゃくちゃだ。  

 
好況福祉

法人税を削り、その埋め合わせを庶民がする。法人税は減ったが、購買力がなくなり不況が続く。消費者の購買力をつけることの

ほうが法人税の削減よりも重要だった。好況が福祉につながる。 

 
海外でサッカー選手が活躍。香川、内田でうちのことを言う。「蚊がわくのはうちだ」   

 

国破れて原子力村あり
国民が滅びても原子力村が維持されれば彼らはいいのです。  

 
行政は都合が悪くなると法治国家から放置国家になる。

しょうがいぶつマラソンでお世話になったふとん店の江間さんとの会話の結論。  

http://murakitatsuo1969.hamazo.tv/e3829445.html
http://murakitatsuo1969.hamazo.tv/e3824088.html
http://murakitatsuo1969.hamazo.tv/e3811431.html


 
「スーパー歌舞伎に比べると文楽は工夫が足りない」

「そうだね、不倫の話、愛人にコスプレをする話、部下をパワハラで自殺に追い込む話など現代的要素を採り入れるといいね」   
 

為末さん@daijapan RT　残念ながらほとんどの人生は負けて終わる。勝者は少ないから価値がある。　

⇒　勝ちに価値があるのか価値に勝ちがあるのか　  
 

旭山動物園からフラミンゴが逃げる。仲間のフラミンゴでおびきよせるが失敗。鳥をおとりで取りにいったが取り逃がした。

 

伊調　いー調子
伊調選手、オリンピック三連覇おめでとうございます。 

 
自分にできないことを人に求めるな

「関東、福島の産物は安全です」

「率先して官僚のみなさまなど支配者層が食べてください」

「兵役、福島原発への徴用を求める」

「自分や自分の家族から実践してください。乃木大将は息子を戦死させています」

「人口10分の1にするため、放射線をまき散らそう」

「まず、あなたが死んでくれたら人類のためになります」  

 
スマホの不調には再起動

スマホが落ちて中からカードが出て、中に戻すと通話ができなくなった。ビックカメラのウィルコムの人が再起動させたら直った

。

原発は再稼働反対。

スマホは再起動試したい。 

 
予選は二位じゃだめなんですか?

なでしこ　「予選は二位じゃだめなんですか?」

二位狙いはブラジルに闘争心を抱かせたが、無事勝てた  

 
チョ・ジュンホ（２４、韓国）－海老沼匡（日本）

まず、判定で青旗三本で、海老沼選手が真っ青に、審判長が出てきて判定やり直して、白旗三本。チョ選手が真っ白に   
 

坂本龍一は馬になって、いや、坂本龍馬になって脱原発を目指すのだ  

 

ゆずは「栄光の架け橋」

ソユーズは宇宙への架け橋

星出さんが宇宙へ旅立つ。 
 

うみんちゅ(海人)が冬眠中　

沖縄は冬眠なんていらねーよ。

 

こんばんわっはっは  

 

http://murakitatsuo1969.hamazo.tv/e3755217.html
http://murakitatsuo1969.hamazo.tv/e3755113.html
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四ツ池公園で樹が倒れていた。樹、樹、危険。   

 

台風で浜松は、「ていへんで、ていへんで、停電でー」　うちは大丈夫でした。  

 

チェルノブイリで診察した菅谷市長が「福島の子供たちを疎開する」ように訴えています。

国会議員E「福島は危険だけど安全です」
私「では、代わりにあなたの家族を福島に送って、福島の子供たちを疎開させてください」   
 

「青空と言うよりもブルースカイだった。」

「空木と言うよりもスカイツリーだった。」  
 

A「ヨルダン戦はいつ?　昼?」

B「夜だ」

A「つまらん冗談は遮断」

B「しかし、香川にはがんばってほしい」

A「デビューしたばかりだから」

B「えっ?」

A「市川中車」

B「歌舞伎かよ」 

 

「AKB総選挙については?」「オオシマい。ユウコとなし」  

 

当たり前田がセンターゆずる。次の人が来るさ。オーしまった!!  

 

A「金星が太陽を通過したね」

B「めったにないから気にせい」

A「金星が太陽のように輝いていたよ」

B「気のせい、気のせい」

樹の精霊「私は樹の精霊だが、金星が小さく黒ずんで見えたよ」

B「樹の精、うるさい」 

 

A「えーと、『北国の春』を歌った歌手誰だったかな」

B「数の単位を言ってみて?」

A「一、十、百、千、あっ、千昌夫」

B「一千億借金があっても、紅白に二十二年ぶりに復帰したし」

A「苦しくても生きていればいいことがあるかもしれま千昌夫」

B「僕も負けま千昌夫」  

 

デフレ対策などで首都移転を。でも、国会は福島第一原発か大飯原発の近くに置いたほうがいい。

 

浜松、月食見られず、げっショック。  

 

「俺は銀行強盗だ。金を出せ、さもないと、一千万円金を預金するぞ!!」  

 

原発廃止 !!　はい、しましょう

 

テレビのない生活よりも放射能のない生活。テレビを消して節電しよう。  

 

タイトルから題とる
タイトルのパロディ

走れメロン。

http://murakitatsuo1969.hamazo.tv/e3632463.html


岩波はコネである。

イナリのとろろ

古池やかわず飛び込む坊ちゃん

明るいと暗い「赤と黒」

銭湯と平気

 

淑女のアーティスト　→　レディ画家  

 

東京スカイツリーの愛称。

「巨木」→東京でかいツリー

「高木」→東京高いツリー

 

東京スカイツリーのバリエーション
赤いイルミネーション→東京赤いツリ—

人間技とは思えない→東京異界ツリ—

渋滞を避ける→東京迂回ツリ—

不思議な場所→東京奇怪ツリー

東京の名所→東京視界ツリー、東京都会ツリー、東京世界ツリー。

攻撃や汚染を避ける場所→東京疎開ツリー

やっぱり見た目どおり→東京デカイツリー、東京高いツリー

浅草から→東京近いツリー

それは低い→東京二階ツリー

怖い!!→東京瓦解ツリー、東京破壊ツリー、東京魔界ツリー

これは嫌だ!!→東京不快ツリー

都会がジャングルに→東京未開ツリー

夜のパーティ→東京夜会ツリー

デーブ・スペクター　→東京ゆかいツリー

年寄り禁止→東京若いツリー

東京都の予算を決める→東京議会ツリー

東京は夢の場所→東京誤解ツリー

 

浜松は金環日食見られました
浜松は、朝曇っていたのであきらめていたけれども、日食になると晴れました。つきがありました。太陽に。

もっと暗くなるかと思ったけれど、意外に明るかったです。  

 

「金環日食は夜明け前にみえないのですか?」

「日食は、太陽の光を月がさえぎるのだから、太陽が見えない時にはおきません。夜は太陽が始めから見えませんよ。」  
 

金環日食
近刊の雑誌の特集

金管の音色

きんかんの朝食

金環日食　

雲ったら超ショック  

 

街の灯りが全部消えたら停電　嘉門達夫

街のテレビをみんな消そうよ節電   

http://murakitatsuo1969.hamazo.tv/e3628313.html
http://murakitatsuo1969.hamazo.tv/e3626024.html
http://murakitatsuo1969.hamazo.tv/e3622266.html


 

「古くても乳製品とはこれいかに?」

「新しくてもワッフルと言うがごとし」 
 

職員の入れ墨よりも猫が狙うネズミの方が重要だ。

 

　しずちゃんはマットに沈まなかったが負けてしまった。オリンピックでうるさく活躍することはできなくなったが、沈むことな

くがんばってほしい。

 

小泉虚構新聞
「郵政民営化をすれば景気がよくなります」(アメリカの言いなり・そんな単純じゃない。悪玉をやっつければバラ色の未来という

敵を作るやり方でうまくいくはずがない)

「痛みをともなう改革」(大企業は減税・非正規社員を増やして、購買力が減り小泉竹中恐慌へ)

「日本政府はダメですね。TPPで貿易は日本政府よりもアメリカ政府に決めてもらいましょう」  

 

おは用意、ドン!!　

「風の谷のナウシカ」を見ている時のツイッターは「ナウシカなう」しかない。  
 

「当たり前田のクラッカー」というのがあった。

「当たり前田はセンターだ」が現代的だ。前田はもちろんジュビロ磐田の選手のこと。

→　AKBのことだろってツッコンでください。  
 

「今(こん)場所は中日ドラゴンズが絶好調」

「今シーズンだろ」  
 

A「浜松祭りとかけて大阪名物ととく」

B「そのこころは?」

A「屋台にタコはかかせません」

B「それでは練りがたりないでしょう」  

 

試験に出ない英文法

can't　できない

I can't eat a table. 私はテーブルを食べることができません。  

 

「トキのヒナを避難させる」と言ったら非難された。

 

A「酢マップという商品、スマップに広告費払って自分たちが喜んでいるように記事を書いてもらおう。それをみんなに知らせずに

宣伝してもらおう」

B「今、はやりのやつ」

A「スマホだろ」

B「それを言うならステマだろ。ステルス・マーケティング」  

 

「ふーちゃん」って誰だ?

who　誰

追伸　フェイスブックのコメントに　「清水富美加ちゃん　キター!!」

ほんと、ふーちゃんって誰?
 

http://murakitatsuo1969.hamazo.tv/e3617535.html


仰げば尊し　和菓子のアン 

 

入院患者がやりたいのは次のうちどれだ?　オーケストラ、数学、俳句、川柳。

答　川柳　(シキがないから）　　患者・死期　数学・式　オーケストラ・指揮　俳句・四季
 

八匹のハチが悪の親玉ビッグペアと闘う物語。ハチレンジャー。

 

メッセージを送ると読んで伝えてくれるサービス。　「言う便」

・・・・電報を読み上げてもらえばいいだろ。そもそも、メールをコンピュータに読ませろよ。  
 

国民が飢えるのに軍事を優先する北朝鮮。家電で日本をしのぐ発展の韓国。

朝鮮に勧告。韓国に挑戦。  

 

軍事ユウセン
北朝鮮の軍事優先。→軍事許せん

 

上半身が虎で、下半身が人間の集団。半身タイガーズ  

 

そら発電。・・・空のお日様の力で発電する。  

 

強盛国家と言う強制国家の北朝鮮、共生国家に矯正してほしい。   

 

おは、用意、ドン!!

ツイッターでつぶやいたらまねをされるようになりました。

このねたを実際にスタートにつくまねをすると一発芸になります。   
 

将棋をやる女子のうち、若い子を将女、変わった子を棋女と言う。

 

セ・リーグのどん　「セ・界のナベツネ」  

 

TPPを昔話にたとえると、アメリカが桃太郎で日本は鬼。

ビートルズにたとえている人がいるけれど、将来解散することのたとえなのだろうか? 
 

竹中「私は複雑な足の動きを制御しているムカデの頭脳だ。人にできない能力を持っているからたくさん給料をもらうよ。」

ムカデの足たち「それなら俺たちも歩かないから君も考えるのを止めるんだな」

偶然の間違えから人の上に立つ　『紅楼夢』　三出る、誤変換、サンデルの授業での感想。

日本人の給料が結果的に収奪された一因は竹中小泉路線。日銀の円高デフレ。   
 

小沢さんの事件に対して猫好きの江川紹子さんが検察側に疑念を抱いている。

検察には証拠がないにゃ。でも、小沢さんにはショウコさんがついているんだにゃ。   
 

対案を示せ?
A「生活が困っている。そうだ、強盗しよう」

B「そそれは止めろ」

A「じゃ、対案を示せよ。対案がないならそんなこと言うな」

B「まず、悪いことは止める。止めろと言うのは対案だぞ。そこからどうすればいいか考えよう!」  

http://murakitatsuo1969.hamazo.tv/e3568219.html
http://murakitatsuo1969.hamazo.tv/e3479392.html


 

 

日本とドイツは違う
A「節電で東日本を救おうとして関西で節電してたな」

B「うん、でも、電気の周波数が50ヘルツと60ヘルツで違うから、関西電力、中部電力から東京電力へは少ししか送れないんだよ

」

A「資源の節約は大切だから、あやしげな情報で節電を促すままにしたんだろ」

B「ドイツは2022年までに脱原発で合意したそうだね」

A「でも、ドイツは違う。フランスの原発の電力を買えるから」

B「うん、日本とドイツは違う。日本は地震国で危険だから」

 

予測は当たる
最近、ツイッターを見ていると誰かが「地震の予兆か?」とつぶやいている。地震に対して警戒する心を持ち、避難の準備はしな

ければならない。でも、毎日、誰かがつぶやいているので、誰かが絶対地震の予知に成功します。私も毎日予言する。

「明日、地震があるよ」 

 

健康にヨーグルト
A「インフルエンザを予防するヨーグルトがあるんだって」

B「インフルエンザに?　お茶でうがいするといいとか聞いたことあるけど」

A「テレビでr1とか言ってた腸まで届くやつ」

B「胃まで届くのか?」

A「もっと奥まで」

B「俺は兆や億どころか三百円しかないぞ」  

 

「最近、絵を見ろというメールがどんどん来るんだ」

「誰の絵を?」
「フェルメール(増えるメール)」
 

「落語聴いてたら落語家が言い間違えたりどもったりひどかったよ」

「演題は?」
「ちりとちりとてちん」  
 

ahoo猿知恵袋

質問者「ニトリとニワトリの違いを教えてください」

ベストアンサー　「ニワトリはコケコッコッー。ニトリは家具が結構」

 

辛口だがボリュームたっぷり「マッコリデラックス」

名前とその解説を考えます。   
 

「鹿児島県でクリスマスの好きな温泉は?」

「イブ好き(指宿)」

・・・信じる? Believe?　ビリーブ?　ビリ、イブ信じる?  
 

ネットを見ているとささいなことで攻撃をする人がいる。世の中のことは100%正しいことはないのだから、いろいろな角度から攻

撃が可能だ。今、書いたことも含めて

 

「デマの語源は?」

「出まかせに言うからだ」

・・・かくしてデマは広がる。

http://murakitatsuo1969.hamazo.tv/e3439847.html
http://murakitatsuo1969.hamazo.tv/e3438042.html
http://murakitatsuo1969.hamazo.tv/e3437118.html


 

A「昔、「フォー」とか「ゲッツ」とか一発ネタがはやったね」

B「たしか、「フォー」はレイザーラモンさん。で「ゲッツ」はえっーと忘れた」

A「「フォー」「ゲッツ」だけに「忘れる」んだね」

forget　忘れる

 

静岡ガンセンターでは、イカと鹿の連携をしています。ガンの治療中、口内炎ができる。それを自宅近くの歯科医に治療してもら

うというのだ。イカと鹿、いや間違い。「医科と歯科」です。歯周病菌が糖尿病やいろいろな成人病の素になっているので、きち

んと歯をみがきましょう。  

 

　日本語教授の教科書

A「こんにちは、私はAです」

B「Aさん、こんにちは、私はBです」

「・・・刑務所みたいです。」
「千と千尋って、刑務所の話?」
「魔界の銭湯の話だよ」

「だって、「1000」って番号で呼ばれるんだろ」
 

ahoo　猿知恵袋
質問「入試でいい点数をとりたいのですがどうしたらいいですか?」

ベストアンサー「Yahoo知恵袋で答えを聞いてください」  

 

「アンパンマンの新ヒロイン、放射能を除染する「ジョセンちゃん」が登場?」

「バイキンを除菌する「ジョキンちゃん」のパロディか?」
「それを言うなら「ドキンちゃん」だろ」  
 

私が「笑っていいとも」に出たというのは、実は実話だったんです。 

 

みなさん、希望を持ちましょう。のぞみはひかりよりも速いんです  

 

ザッカーバーグとはどんなハンバーガーだろうか?　私も食べたことがないのでよく分からない。

ザッカーバーグ　Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%82%B6%E3%83%83%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%B0

えっ、人の名前だったのか。彼は濁音が嫌いなので、サッカーパークに名前を変えたいそうだ。  
 

あいうえお作文　落合監督
落合監督 

オ・面白くない　チ・チームと言われても　ア・頭を使って　イ・一位になった　カン・感動はあなたの　トク・徳

結果を出して辞めるのは理不尽だ。めざせ優勝。  

 

「就活でヤクルートスーツ着るよね」

「リクルートスーツだろ。おまえはスワローズのファンか!!」  
 

サンデルというアメリカの先生が正義について本を書いている。

http://murakitatsuo1969.hamazo.tv/e3350375.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%82%B6%E3%83%83%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%B0
http://murakitatsuo1969.hamazo.tv/e3269021.html


「サンデル読んでる?」
「五出る?」  
 

震災対句
地震の試練。　　たえなければならない。

地震の教訓。つたえなければならない。

微量の放射線。　　　なれなければならない。　

高濃度の放射線。はなれなければならない 

 

  ある高校生は言った「いいな、台風は進路があって」「でも、東大から京大に進路変更したよ」「灯台の灯りは届かず、強大

になった」 

 

堺のサカイさんが境界線でもめた。

堺のサカイさんが境でいさかいをおこしたさかい。   
 

AKB選挙とかけて二遊間を抜くヒットととく。そのこころは「センター前田」

 

「選抜の高校野球には、地区大会の優勝校の枠の他に二十一世紀枠がある」

「俺が出るのは?」
｢迷惑」  
 

難波駅へ行ったらたくさん電車が停まっていてどれに乗っていいのか分からなかった。よく見ると南海電鉄だった。

「難波はナンパに向いている」

九州の女性「なんば言いよっと」  
 

「よーし、兵を出せ」

「えっ、へを出せ?」  
 

「デーブ・スペクターさんのツイッターが本になったよ」

「なんて題?」
「いつも心にクールギャグをだよ」

「ダイブ・スベッターじゃないんだ」

ぐぐったら、ダイブ・スベッターさんはすでにツイッターに存在していた。

 

「西原(さいばら)さんって、インドで粉かけて、奇跡を起こす人だよね」

「それは、サイ・ババ。西原さんは、漫画家でインド人を描いてないんだ」

 

「キーを抜くまで気を抜くな」というのが勝間さんのバイク事故の時ツイートされていた。

気がキーた表現だ。

 

「日本の食事で人気があるもので「う」から始まるものは?」

「ヒント?」
「「ん」で終わる」

「ウラン」

「うどんだろ、お前は原子炉か」

・・・このネタ金井恒太五段と佐藤紳哉六段にやってもらった。

 

http://murakitatsuo1969.hamazo.tv/e3207332.html


ベント多難。

ventilate=換気する

次から次へ難問が降りかかる。   
 

「世界の三大美人はクレオパトラ、楊貴妃、オノヨーコ」

「小野小町だろ」

・・・オノヨーコさんからツイッターでメッセージを受け取りました。

Think peace, act peace, spread peace!!

「平和にって考えましょう、平和を実行しましょう、平和を広げましょう」 

 
荒川静香選手の金メダルの後で「イナバーガー」と言っていた女の子がいた。

いなりずしのバーガーで「イナバーガー」　あまりおいしそうでない。 
 

つぎのものには「お」をつけない。

「人間」と「カタカナ語」と「奈良」

・・・人間に尾はない。おクッキー、お奈良！

 

昔、食品の賞味期限で紅白うそ合戦を演じた「白い恋人」と「赤福」

「食べても100%健康に被害はありません」

納豆を食べるとやせると言った「あるある大辞典」

「納豆を食べてもやせませんが、健康に被害はありません。むしろ、健康にいいです」

・・・放射能が気になる人は禁煙をして緑茶を飲むべし。   
 

「安心です?」って言ったら「安心です」って言っていた。「検診を受けました?」って言ったら「検診を受けました」って言っ

てる。「想定外?」って言ったら「想定外」って言ってた。こだまでしょうか?　いいえ、未来です。   

 

「灰を排除して灰が肺に入らないように」

「はい!」  
 

「チョコレートをくれる相手にたくさんのお返しを約束してチョコをもらうことをやおチョコと言います」

「八百長でしょ？」

「チョコッと変えました」 
 

消防士とかけて鎌倉幕府とときます。そのこころは「１１９」に(１１９２)かけて出てきます  

 

スリムクラブとかけておみくじとときます。そのこころは分からないように吉(基地)が隠れています。  

 

歯ブラシとかけて（落選作）
サンスターの歯ブラシとかけてのなぞかけ落選作です。かぶったかもしれません。

歯ブラシとかけて制服ととく　そのこころは清掃（正装）に使うこともあるでしょう。

歯ブラシとかけて魏ととく　そのこころは食後（蜀呉）で三分します。

http://murakitatsuo1969.hamazo.tv/e2819012.html


歯ブラシとかけて脳のＭＲＩ画像ととく　そのこころは思考（歯垢）をのぞけるでしょう。

歯ブラシとかけて葉ブラしととく　そのこころは見えないところをケアするでしょう。

 
ＮＨＫ　ＷＯＮＤＥＲ　ＷＯＮＤＥＲ（ワンダー、ワンダー）の神田アナ。言い間違えるとカンダー、カンダー。 

 

ツイッターのなぞかけ「#totonotter」へ投稿

humourmuraki タイガーマスクとかけてタイガーマスクを名乗ることと解きます。その心は「虎の威（衣）を借りています

。@owawriter 本日のお題：タイガーマスク 

 

新年明けましておめでとうございます。

今年はトラいしよウサギ。

 

児玉先生が「こだま」に乗って「やっほー」と言ったらこだまが返ってきた。

 

静岡茶と言えば川根茶

「川根茶買わねー？」

「買わねー」  
 

ユーモアの発想には、分析と想像が大切です。これは益川先生の本にありました。これだけ覚えておけば国会答弁は乗り切れます

。

 

こいつは、悪ビールことなくビールをあビールほど飲んだ。誰にこビールこともなく。そんなにいビールのはよそう。わビールこ

となど求めないのだから。

 

「雨って、酸性だと思う？」

「雨って中性だろ」

「雨は酸性、だから、ブロンズ像が溶ける」

「ぼくは酸性の雨に反対だ」  
 

勝間和代さんの結婚相手は飯尾さんがいい。勝間さんが晩御飯を作った後に自分の名前を呼ぶ

「いいおかずよ」  
 

ラジオなぞかけ問答落選作
おはぎとかけてメロンととく。そのこころは上があんです(アンデス)

3Dとかけて薄型テレビととく。そのこころは3Cの後に来ます。

3Dとかけてビキニの似合う女性ととく。そのこころは、デブ、デカ、出べそではありません。

3Dとかけて人口ピラミッドととく。そのこころは三次元(産児減)の時代です。

 
「私はさわやか、爽快な総会屋です」

「そうかい」  
 

回文
ススキにキスだ好きにキスす  

 

http://murakitatsuo1969.hamazo.tv/e2625914.html
http://murakitatsuo1969.hamazo.tv/e2589201.html


デビルマンの替え歌

あれは、ダジャレ、ダジャレ、ダジャレ、ダジャレ。あれはダジャレ、ダジャレ、ダジャレ、ダジャレ。

あれはダジャレだー、ダジャレだ。

・・・・つまらんダジャレを言うのはだれじゃ?  
 

客「このウナギは養殖ですか?」

店員「和食だと思います」

・・・・すごい天然ぶりを発揮 !!

(前の会話は他作)  

 

「あなた、宮崎アニメのキキとかしずくになりたいっていったって無理。あなたは、汗と涙のしずくをたくさん流して人生の危機

を乗り越えないとね」

 

八階の墓場で、破格の値段のハッカを食べているハッカーが発覚 !!  

 

　私は、アラフォー、十四歳、「アラウンド　フォーティーン」  

 

遺言
私が死んだら、七十年間役所に届けないでください。それが分かった時にはニュースになって思い出してもらえます。幻の最高齢

を目指します。 

 
今日は土用の丑の日。うなぎ猫を加工、いや、描こう。あなたの運勢が下降しないように。

今日、ラジオを聴いていたら「今日は土用の丑の日。うなぎの売上げもうなぎのぼりのことと思われます」  
 

「昔、『東急』の芸名でもめたことがあったけど、ＪＲの芸名はもめないのかな」

「ＪＲ？」

「千原ＪＲ」

「それ、千原ジュニア」

「なお、京成には千原線があります」   
 

「僕はＡ型。A型はKY、かっこいい、優しいでしょ?　えっ違う?　そんな血液型占いは信じない」 

 

大阪に行ったら、犬の名前がよく出てくる。

「チャウチャウ、チャウチャウ」

これを大阪のおばさんに言ったら

「チャウチャウちゃう。チャウチャウちゃう」

大阪の地下鉄は「近鉄」と書くらしい。いかにも速く着きそうだ。なお、浜松には遠鉄がある。  
 

謎かけ問答
△自作

ライバルとかけて五月四日ととく。そのこころは、ショウブが待ちどおしい。

ライバルとかけて全員参加の幼稚園の運動会ととく。そのこころはエンチョウまで競います。

三国志とかけましてケンブリッジ大学ととく。そのこころは「コウメイが天下に知れ渡っている」

語呂・・・最高さ六銭!! RT ちなみに1年は3153万6000秒。

http://murakitatsuo1969.hamazo.tv/e2561129.html
http://murakitatsuo1969.hamazo.tv/e2501871.html


 
三国志とかけまして1000ととく。そのこころは「三コのレイ」

△小中学生の作品

病院とかけて早口言葉と解く、そのこころはカンジャいます。小六Ｙ君作。

消しゴムとかけて消しゴムと解く。そのこころはどちらも消せるでしょう。・・・中一Sさん作。→

う○ことかけてう○こととく、そのこころはどちらもにおうでしょう。・・・小５R君

宿命のライバルとかけて病院ととく、そのこころは、テンテキであります。・・・小五R君。 
 

大相撲はっかくチェック　

①暴力はいけない。

②麻薬はいけない。

③人を殺してはいけない。

④賭博はいけない。

⑤テレビに映る席に暴力団はまずい。

⑥外国人力士ばかりでつまらない。

⑦双子山の合併でつまらなくなった。

⑧でもサッカーはいいんでないの?   
 

ホンダの活躍を見て、鈴木修氏は思った。「今度はスズキというスーパースターが出ないかな」   

 

現代にのらくろが来た。服はユニクロ。真っ黒だった。  

 

「アッキーナ?　ズッキーニとどっちがうまいんだ?」

「ゲゲゲ」 
 

強固な思い
恐慌よりも京子さんに会いたい今日この頃です。

 
「俺はアインシュタインときょうつうこうがある」

「どんな？」

「人間だということ」

「それじゃ、僕とも共通してるじゃん」

・・・人間の能力はさして変わりません。  

 
今日、フンを踏んずけた。

「ふーん」

・・・このねたに憤慨しないように。

 

ネタは寝かせなさい。するといいアイデアがひらめく。

ネタは言った。「寝た甲斐があった」   
 

「メタボちゃん、メタボちゃん、メタボちゃん、メタボちゃん、赤いキャンディ、青いキャンディ、食ってるかい」

メルモちゃんの替え歌です。

http://murakitatsuo1969.hamazo.tv/e2445716.html


 

りす、馬、虎二匹
りすと馬と虎二匹がいました。どうなったでしょう？ 

答 リストラでトラウマになりました。

 
数え言葉に「だるまさんが転んだ」がある。

「猫が寝込んだ」これでは足りない。

「猫が寝込んだ、ニャーオ」  

 

男性トイレのＢＧＭはやはり、スガシカオさんの曲がいい。

「後一歩だけ前に進もう♪」  
 

天津木村のエロ詩吟→天才村木の・・・・→天才村木の・・・川柳。

こういう思考を経て「天才村木の勉強川柳」　http://murakitatsuo1969.hamazo.tv/e1847008.html

「天才村木の将棋が強くなる川柳」　http://murakitatsuo1969.hamazo.tv/e1851201.html

「天才村木のユーモアを身につける川柳」　http://murakitatsuo1969.hamazo.tv/e1853726.html

は発想された。

こんな堅いものが、そんな軟派なものから生まれるのが面白いと思う。

 

「太郎や漫画ばかり読んでないで勉強しなさい。あんな字も読めないようじゃ、学習院の中等科には受かりませんよ。」

・・・こう言いたい気持ちもやまやまですが、学習院に入る人の親は、子供に分からないことがあると、「○○という本を読みな

さい」と子供の好奇心を伸ばす親です。勉強しなさいというよりは、勉強が好きになるように促すことが大切です。  
 

タモリさんがサングラスを取った?!
　私は「笑っていいとも」に四回出演したことがあります。

ある日タモリさんに「サングラス取ってもらっていいかな?」と訊いたら

「いいとも!!」と言ってサングラスをはずしました。

・・・この話の後半はうそです。ただ、タモリさんは深夜放送の罰ゲームでサングラスをはずしたそうです。ネットで写真が出回

っているのを見たことがあります。

 
キムタクが、浜松のショッピングモールで買い物をしていたらしい。浜松駅近くのマンションを買い住んでいるそうだ。

キムタクというのは実は私だったんです。(お前は木村じゃなくて村木だろ !!)  
 

　中国の食品と言えば、毒入り餃子にメラミン入り牛乳。

　中国では、動物園のレストランで死んだ動物の料理を食べられるそうだ。中国人は四足のものは何でも食べる。机でも!!
しかし、コタツは食べないそうだ。あれはあたるから。

 

ダジャレはおしゃれ
　コブクロと寝袋をもって旅に出かけると山でおじさんに話しかけられた。

「イルカはいるか?」

「いるか」 

http://murakitatsuo1969.hamazo.tv/e2047393.html
http://murakitatsuo1969.hamazo.tv/e1847008.html
http://murakitatsuo1969.hamazo.tv/e1851201.html
http://murakitatsuo1969.hamazo.tv/e1853726.html
http://murakitatsuo1969.hamazo.tv/e1471104.html
http://murakitatsuo1969.hamazo.tv/e1427312.html


 
私とあなたは違うんです

　「あなたは泳ぐことができないのかね?」魚が猫に言いました。

「わたしとあなたとは違うんです」

西郷さんが言いました。

「ムカデどん」、ぬしは下駄を履かんごわすか?」

「わたしはあなたとは違うんです」

西郷さん、ムカデに下駄をはかせようとしたら、ムカデ逃げた。ムカデニゲタ

「こんなこと言うと総理にしかられますよ。」

「アイムソーリー、雪橇【そり】ー。わたしと総理は違うんです」  

 

日本一ウケたい授業
　私は村木多津男と申します。「親父の海」を歌った村木賢吉は私の親父ではありません。これを「親父のうそ」と言います。

　私は塾で教えて面白いことを言おうとしています。

「赤道を横切るとき、飛行機から下を見ると赤い線が見える。

これを真っ赤なうそと言う。」

すると、驚くべき発言がありました。

「だまされた」

また、こんな出来事も話します。

「イカは五十メートルくらい飛ぶのがいると言ったら、『では、タコは飛ぶのですか』と聞かれた。私は『タコは飛んでますよ』

と答えた。凧は天まで上がります」

すると、「イカは何をたべてるんだろ」と生徒。私は返答に困りました。その後、浜松市から、東京の国立科学博物館に行った時

、「イカは肉食で魚を食べる」と教わりました。それを生徒に話しました。

次に私の開発した覚え方を教えます。

地図の緯線は縦か横か。これは横です。最初。横井君と教えていたら、横井先生のほうがいいということになった。

横・イセン・生だ。

私は西暦の下二桁の語呂を覚える川柳「年代折込川柳」を提唱しています。「てれ遊びパフォー」の　etc　のコーナーに出してい

ます。　静岡新聞でも連載しています。

1914　第一次世界大戦総力戦　　一次→14

1918 富山から米騒動が始まった　　富山→18

長嶋茂雄伝説で、「次の文を過去形にしなさい。

I live in Tokyo.」

長嶋さんはこれにこう答えたそうだ。

I live in Edo.

すばらしい答えだ。過去形は動詞の語尾にedをつけるが、長嶋さんはEdoにedをつけたのだ。

edはlive　につけて

I lived in Tokyo.が答え。[左のカテゴリー「暗記・覚え方のコツ」を]

 

http://murakitatsuo1969.hamazo.tv/e1419330.html
http://murakitatsuo1969.hamazo.tv/e1337355.html


自選記事

パブーで作った電子書籍
http://murakitatsuo1969.hamazo.tv/e3157216.html
 
私の人気記事ベスト10
 
http://murakitatsuo1969.hamazo.tv/e5145078.html
 
「天才村木の勉強道場」自選記事
http://tensaimuraki.hamazo.tv/c625692.html
 
「ユーモア、川柳、名言」自選記事
http://murakitatsuo1969.hamazo.tv/c613424.html
 
 

http://murakitatsuo1969.hamazo.tv/e3157216.html
http://murakitatsuo1969.hamazo.tv/e5145078.html
http://tensaimuraki.hamazo.tv/c625692.html
http://murakitatsuo1969.hamazo.tv/c613424.html

