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登場人物	

	

	

コーちゃん（男２２歳）無職	

セガレ（男２２歳）民宿ラスベガス経営	

せーじ（男２１歳）民宿ガラパゴス店長	

やらはたａｋａ田中たかし（男２１歳）農業	

わかば（女）無職、せーじの彼女	

エイコ（女）警察	 組織犯罪対策課（通称マル暴）所属	

村木（男女１９歳）民宿ガラパゴス従業員	

	

	

兼役可能	

ボス（男女３８歳）農場経営、民宿ガラパゴス経営	
深町安五郎（男３４歳）イベント制作会社勤務、ガラパゴスに泊まってる	

諸星先輩	

キャバ嬢たち	

猫のみーちゃん	

	

	

	

エキストラ	

宿泊客（２、３人）（一言のみ）	

手下Ａ〈二言〉	
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1.  オープニング/本部会議室	

ボス	 おーう！大丈夫だ！今、ウチの民宿に泊まってるよ。…おう。駅前十時な。

…ガハハこれぐらい大したことねえよ。…ノルマなあ。署長さんにもなると

大変だな、たけるちゃんよお。今回は、何グラムにするか？…あい、わかっ

たよ。えーと、３０グラム鞄にブっ込んで、駅前十時な。…いいの。ウィン

ウィンなんだから。…本当かい！？イカレたチョイスするな、お前ら！…ガ

ッハハ。わかったよ。あい。あい。あーい。（電話を切る）。たかし。もう

入っていいぞ。	

	 やらはた、入ってくる	

やらはた	 失礼しまーす。	

ボス	 たかし知ってっか？今年の一日警察署長。	

やらはた	 誰だろ？清水富美加っすか？	

ボス	 （遮って）違うやめろっ！誰かわからないけども、やめろっ！	

やらはた	 やめろっていっても、もう芸能界はやめてますよ。	

ボス	 そっちのやめるじゃないんだよ。もっと問題ない人で考えろよ。	

やらはた	 じゃあ清原ですか？	

ボス	 警察だぞ！前科者はもっとダメだろ！		

やらはた	 もーわかんないですよ。あと思いつくの、あの三万円の…	

ボス	 （遮って）恐いから俺が、全部、言っちゃうな。ベッキーだってよ。あのほ

ら、損保ジャパンの。	

やらはた	 ああ、ベッキーっすか。俺、去年会いましたよ。	

ボス	 本当かい！？騒動の 中だろ。	

やらはた	 はい。でも、（悲しそうに）王貞治はいなかったんす。	

ボス	 そうか。よくわかんねえけど、残念だったな。	

やらはた	 ウィース。	

ボス	 今日もこの後、民宿行くんだろ？	

やらはた	 はい。行きますよ。	
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ボス	 村木に、３０グラムの駅前１０時って言っておいてくんねえか？	

やらはた	 あっ了解です。	

ボス	 ほらっ。	

	 ボス、やらはたに、紙袋を渡す	

やらはた	 いつも、ありとうございます。	

ボス	 お前は頑張ってるからな。大事に使えよ。	

やらはた	 はい。乱用します。	

ボス	 乱用はするんじゃねえよ。もったいないだろ。	

やらはた	 はい。俺、乱用しません。	

ボス	 お前はかわいいな。そうだ、 近民宿はどうだ？せーじはちゃんとやってん

のか？	

やらはた	 あいつ。せーじなりには頑張ってると思いますよ。だけど、村木さんいない

と、ダメダメですかね。	

ボス	 そうなると人を増やした方がいいな。	

やらはた	 そうっすね。	

ボス	 お前の地元で暇なヤツはいないのか？	

やらはた	 はい。せーじの兄貴と、その友達がいますよ。二人とも地元で民宿やってま

す。	

ボス	 それ大丈夫か？忙しいだろ。	

やらはた	 余裕ですって。正直言うと、山梨なんてマジ暇なんで。正直、クソ喜んで、

とんで来ますからね。	

ボス	 そうか。なるべく早く呼んどいてな。月５０万、出すからよ。	

やらはた	 勿体ないです。あいつらっすよ。２できますよ。	

ボス	 いいから。いいから。頼んだぞ。	

やらはた	 了解っす。	

ボス	 村木によろしくな。（やらはたの腕にマジックで書いておく）駅前に１０時、

３０グラムっと。	

やらはた	 お疲れ様でーす。	
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	 ボスはける	

	 やらはた、その場で電話をかける	

	 ラスベガスｔシャツを着たコーちゃん、入ってくる。手には電話を持

っている	

コーちゃん	 どうした？	

やらはた	 お兄さんこんちわーす。今、べガスですか？	

コー	 そうだよ。お前はどこにいんだよ？	

やらはた	 普通に長野っす。	

コー	 何やってんの？運び屋？	

やらはた	 そんな訳ないじゃないっすか。普通に農業ですよ。	

コー	 長野だったら野沢菜か。	

やらはた	 違います。なんか葉っぱ的な感じのやつっす。	

コー	 葉っぱ？野沢菜だろ！	

やらはた	 だから野沢菜じゃないですって、正直、俺もよくわかんないんすけど、乾燥

させたりクッキーに入れたりみたな農業です。	

コー	 ほーん。	

やらはた	 そっち忙しいですか？	

コー	 全然。今日も客０。	

やらはた	 やっぱそうっすよね。山梨ですんもんね。	

コー	 バカにしてんのか？	おい！クソパイナップル！刈り取ってやろうか！？ああ

ん？	

やらはた	 ごめんなさいお兄さん。あの、今せーじがこっちで、民宿やってて。	

コー	 だからどうしたんだよ。	

やらはた	 ガラパゴスって言うんすけど。人足りてないらしいんで、手伝ってやってく

れませんか？	

コー	 ガラパゴスって言われてもなあ、俺もなんだかんだ、ラスベガスで忙しいか

らな。	

やらはた	 それなら今回無しということでいいっすね？	
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コー	 おう。たまには帰ってこいよ。	

	 	 はい。月５０万は無し。よし！	

コー	 月５０万ってなんだよ？	

やらはた	 ガラパゴスのバイト代です。	

コー	 俺行くわ。	

やらはた	 でもさっき無しって！	

コー	 行くにつったことにしとけよ！	

やらはた	 わかりましたよ。それじゃお願いします。	

コー	 セガレも連れてくな！	

やらはた	 いいけど、そっちが大丈夫っすか？オーナーいなきゃダメでしょ！？	

コー	 せがれ！ちょっ来て！	

やらはた	 聞いてます？	

	 ラスベガスＴシャツを着た、セガレが入ってくる。	

コー	 長野でバイトやんね？民宿だって。	

セガレ	 しないよ、バカ。	

コー	 月５０万だって。	

セガレ	 するよ、バカ。	

	 ミュージックスタート！（オープニングテーマ）	

コー	 っつー訳でセガレも行くことになったから。	

やらはた	 ウィース。	

コー	 じゃあな。	

やらはた	 ウィース。	

コー	 頑張れよ。	

やらはた	 ウィース。	

	 電話を切り、やらはたはける。	

	 オープニング	
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	 馬鹿盛り上がるコーとセガレ	

コーちゃん	 ヤバくね！？月５０万だぞ！月５０っつったら俺らの月収の…	

セガレ	 悲しくなんだろ、やめろよコーちゃん！	

コー	 やめるよセガレえ！！何買う？何を買っちゃうの？	

セガレ	 俺セダン！	

コー	 ５０じゃ買えねえよ！	

セガレ	 ５０じゃ買えねーな！！コーちゃんは？何買う？何を買っちゃうの？	

コー	 俺…もなか！	

セガレ	 いっぱい買えちゃうよ！	

コー	 いっぱい買えちゃうな！	

セガレ	 もなかは？何個行く？何個買っちゃうの？	

コー	 …４個。	

セガレ	 少ないな！	

コー	 すくねーな！	

	 コーせーじに電話をかける	

コー	 俺、お前の民宿行くわ！…もう向かってる。	

	 コーとセガレがラスベガスＴシャツを脱ぐと、その下には、ガラパゴ

スＴシャツ。	

	 コー＆セガレ、駆け出す	

2.  民宿ガラパゴス	

	 	 せーじケータイを手にしてる	

せーじ	 兄ちゃんそれ早いよ！わかばに代わるね。わかば！今からね！…わかばあ

あ！？	

	 せーじはける	 	
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3.  わかばの部屋(わかばとエイコの過去)	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 舞台中央にわかば。服のポケットからチューブと注射器を取り出す。

チューブで二の腕を縛ろうとするがうまくいかない。	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 玄関から、スーツ姿のエイコが入ってくる。手には血の付いたタオル

が巻かれている。	

わかば	 一人じゃできないや。	

エイコ	 （タオルをほどきながら）行きましょうか。	

わかば	 …	

エイコ	 別の場所に。	

	 玄関から物音が鳴る	

	 エイコ、タオルを捨て、スーツの内ポケットから警棒を取り出し、玄

関にはける。	

	 鈍い音が一発鳴る、玄関方向から。	

	 警棒をもったまま、エイコが帰ってくる	

わかば	 私の夜型を直す気でしょ！	

エイコ	 どうしました？	

わかば	 うっざ！しらっばくれ女うっざ！もう、このうざい警棒が、もう、うざいも

ん！	

エイコ	 …。（警棒を拭いている）	

わかば	 入るの二年？三年？どのくらいかかる？ごはんクサいんだよね！？差し入れ

は鉄拳の『こんな○○はいやだ』で決定！！（床の注射器とチューブを差し

出し）はいどうぞ。こちら証拠〜証拠でございます。	

エイコ	 そんなことしないですよ。	

わかば	 何だそれクッサ？警察だよね！？今すぐ答えろ、警察ｏｒ動物！	

エイコ	 警察です。	

わかば	 ファイナルアンサー！？	
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エイコ	 もう行かない？（玄関を指差し）あいつがまた起きたら、面倒くさいと思わ

ない？	

わかば	 イェーーー！ちょい待ってて。（注射器とチューブを取ろうとして止め）だ

め？これがないと私死んじゃう！	

エイコ	 （振りほどき）これからはそれも私が用意するからとりあえず出ようか。	

わかば	 マブで！？（抱きつく）もーう大好き！	

	 エイコは早足ではける。	

4.  民宿ガラパゴス	

コー	 たぶんそろそろ終わんじゃねえかな。	

わかば	 わかちゃんも行った方がいいかな？	

コー	 いーいー行かなくていい。わかちゃん？	

わかば	 ホントありがてえです。	

コー	 どうした？急にその江戸の敬語は？	

わかば	 会って間もない人にタメ語はダメじゃん。絶対ダメじゃん。	

コー	 別に俺らはタメ語でいいよ。	

わかば	 マブで！？使っちゃうよ！タメ語いいの！	

コー	 使え使え！いくらでも使ってくれよ！	

わかば	 撤回しなさい！私だって真面目にやってんだ！撤回しなさい！	

コー	 あいつはもうやめたよ！	

わかば	 そのやめたって発言を撤回しなさい！	

コー	 今村元復興大臣はいいから他になんかねえの？	

わかば	 二位じゃだめなんですか？	

コー	 蓮舫懐かし！でも敬語使ってんじゃん！	

わかば	 ヤベしくった！つーかセガレくんやっぱすごいね！さすが山梨で民宿やって

るだけあるわ！	
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コー	 ラスベガスはあいつの店だけど俺も働いてるから、困ったらなんでも聞いて

な。	

わかば	 民宿の名前だよね？ラスベガスって。	

コー	 そこか。そうラスベガス。	

わかば	 ここガラパゴスね！ウチら民宿で働いたことないから、ちょー勉強になる、

ありがとう！	

コー	 じゃあ全員未経験？	

わかば	 うん。だからっぽい感じで乗り越えたね。そして怒られたね！	

コー	 だろうな。	

わかば	 おにいこれ何？	

コー	 山梨のお土産。水信玄餅。	

わかば	 ありがとう。（水信玄餅をすする）	

コー	 何してる！？餅はすするもんじゃねえよ。つーか、、みんなで分けねえとダ

メだろ。	

わかば	 これを？透明だよ！？	

コー	 透明であってんの！うわっ溶けてんじゃん。	

わかば	 冷凍庫入れたら復活すっかな？	

コー	 一応やってみて。	

わかば	 （フランチェンで）いいよ！	

コー	 古いぞ！	

	 セガレ＆せーじ入ってくる	

セガレ	 どんだけお前らの掃除があまいかわかったか？	

せーじ	 わかった。	

セガレ	 どこができてないか言ってみ。	

せーじ	 …タンス。	

セガレ	 お前はこの一時間何を聞いてたんだよ！	

せーじ	 …タンス。	
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セガレ	 二人ともメモって。まず風呂！タイル磨いたことある？	

せーじわかば	 ない！	 	

セガレ	 デッキブラシ買おっか。	

せーじ	 買うね！ありがとうございました。	

セガレ	 まだだぞー。排水溝の中がヌルヌルしてたな！磨いたことある？	

せーじわかば	 ない！	

セガレ	 洗剤撒いて、歯ブラシで磨いて！	

せーじ	 参考になったありがとう。わかばって将来の夢なんだっけ？	

セガレ	 （遮って）次客室な！窓拭いてない、窓のサッシも拭いてねえ。つーか血み

たいな赤いヤツついてる。除菌アルコールが常備されてない！いつも何で拭

いてる？	

せーじ	 えっ何？	

わかば	 雑巾水拭き。そういえば水炊きってなんだっけ？	

セガレ	 博多の塩味ベースの鳥のうまみが効いた鍋な！とにかく、除菌アルコールを

吹き付けて、水拭きな！これ基本だから！	

せーじ	 俺ん家なんだから俺の勝手じゃん！	

セガレ	 家じゃないんだよ！民宿なんだよ！	

コー	 失礼しましたー！		

セガレ	 コーちゃん今そんなことやんなくていいんだよ！あれだろ『ゆとりですが何

か』の中での、話し合い中の小学校の先生たちを隣のテーブルで見ていた柳

楽優弥演じるガールズバーのぽん引き道上まりぶが、９割ビールが入ったビ

ールジョッキを、自分の座っている机に思い切り叩きつけた音を聞き岡田将

生演じる鳥の民高円寺店に店舗勤務してわずかな店長が皿もしくはグラスを

落としたと勘違いしたバイトリーダーの村井さんとバイトの中森君が言った

セリフ「失礼しましたー」だよね？今それやんなくていいから！	

	 終わったと思って全員ため息	

セガレ	 布団のたたみ方バラバラ、全部同じ向きにしないと…	

コー	 （遮って）セガレ、明日にしよう。まだ着いたばっかなんだよ俺ら。	
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セガレ	 お前の店なんだからな。しっかりしろよ。	

せーじ	 わかった！	

コー	 せーじ、ここまでの交通費くれ。	

せーじ	 いくら？	

コー	 高速代がいくらだっけ？	

セガレ	 ３０００くらいじゃね？	

コー	 ３０００プラス昼飯も食ったから…１万かな。	

せーじ	 あとでいい？	

コー	 おう。いいよ。一万２０００円な。	

わかば	 せーちゃん！ありがとうは？	

せーじ	 （コーに）ありがとう！	

コー	 食いもんねえのか？腹へっちゃったんだよ。	

わかば	 何食べたい？	

コー	 うーん、長野っぽいヤツで。	

わかば	 み！山賊焼きは？	

コー	 パンチあるね！それで頼むわ！	

わかば	 み！セガレは？	

セガレ	 わかばちゃんの手料理ならなんでもいいよ。		

わかば	 おっけい！じゃあせーちゃん作って来て！	

せーじ	 やだよ疲れたよ。なんもやりたくないよ。行くよ！俺料理大好き！	

	 せーじはける	

わかば	 それとなく暑いね！熱帯だね！なんか飲む？	

セガレ	 ビールある？	

わかば	 （コクっと、うなずく）いっぱい。（←可愛く！）	

セガレ	 （胸を指差し）ここは？	

わかば	 おっぱい…言えないよ！	
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セガレ	 むふふ。	

コー	 言ってんじゃねえかよ！	

わかば	 おにいは？	

コー	 ビール！	

わかば	 み！	

セガレ	 大丈夫？残り少ないんじゃない？あとどんくらいビールあんの？	

わかば	 （違う可愛いヤツで）いっぱい。	

セガレ	 ここは？	

コー	 早く行ってこいよ！	

わかば	 待ってな！速攻で持ってくるからよ！	

コー	 俺も行こうか？	

わかば	 来んなマイルドヤンキー！	

セガレ	 本当に大丈夫？俺もついてくよ。	

わかば	 ホントにいいから！（カッコ良く）ありがとな。	

	 わかば、ビールを取りにいく	

セガレ	 可愛いよなあ。わかばちゃん。	

コー	 そおかあ？	

セガレ	 何言ってんだよ！コーちゃん、ああいうの好きだろ。	

コー	 好き。	

セガレ	 おいっ。弟の彼女だろ？	

コー	 もっと早く長野行っとけばな。	

セガレ	 おいっ。弟の彼女だろ。	

コー	 ただすっげーバカじゃね！？	

セガレ	 おいっ。弟の彼女だろ。	

	 村木入ってくる	

村木	 こんにちは。	
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コー＆セガレ	 こんばんは。	

村木	 吸ったら戻るんですいません！一本だけ。	

コー	 ここ吸っていんすね？	

村木	 はい全然大丈夫っすよ。わかばさんも吸ってるんで！	

コー	 マジっすか？	

村木	 あの人バリへビーだから！一日７０本くらいすってんじゃねーかな。	

コー	 意外だな。	

セガレ	 うん。意外性なら加護ちゃん越えだよね。	

村木	 二人は吸います？	

セガレ	 はい俺は。	

	 村木、灰皿をコーセガに近づける	

村木	 どうぞどうぞ。	

セガレ	 あざす！	

	 セガ村木、タバコをふかす	

村木	 どちらか、明日の夜１０時あいてませんか？	

セガレ	 俺、掃除教えなきゃなんで無理っすね。	

コー	 マジか。俺は…ないな。何する感じっすか？	

村木	 普通に買い出し行く感じっす。	

コー	 買い出しねえ…。	

セガレ	 全然連れてっちゃってください。コイツ暇なんで。	

コー	 うおい！	

村木	 じゃあ決まりでおねがいしゃす！	

コー	 めんどくせーじゃねーかよ。	

セガレ	 いいじゃないの。つーか（村木に）そのタバコすげー匂い甘くないっすか？	

コー	 おんおん、たしかに。	

村木	 アークロイヤルだからっすかね。	
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セガレ	 一本交換してもいいすか？	

村木	 ラスト一本だから、すいません。	

セガレ	 それはもう吸っちゃってください。	

	 せーじ＆わかば入ってくる	

	 二人とも手ぶら	

コー	 お前ら早いな！あれ山賊は？	

せーじ	 何それ。	

コー	 お前山賊焼き作りに行ったじゃないの？	

せーじ	 あーそうだね。	

わかば	 また？今度から手に書いといた方がいいんじゃない？	

セガレ	 わかばちゃん。ビールは？	

わかば	 その冷蔵庫に入ってるから、飲みな！	

セガレ	 …（しみじみうなずく）かわいい。ビールの人？	

コーせいわか	 はーい！	

せーじ	 村木さんは？	

村木	 パスで。それじゃっ。	

	 村木部屋にはける	

セガレ	 あいつって普段、何やってんの？	

せーじ	 村木さんね。普段はお客さんの送り向かいと金の管理で掃除もするんだよ。	

セガレ	 ほぼ全部じゃねえかそれ？	

せーじ	 えへへ。	

セガレ	 えへへじゃねーよ。	

	 セガレ、ビールを配る	

	 配られた瞬間、わかば、ビールを飲み始める	

コー	 お前、稼いでんだろ？	

せーじ	 うん。兄ちゃん！俺めっちゃ稼いでる。	
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コー	 だったら、グリーンラベルはねえだろ。プレモルとか買ってこいよ。	

せーじ	 嫌だよ。ビールとかマジいじゃん。結局なんだかんだでグリーンラベルが一

番うまいんだよ。	

コー	 わかってねえな。味が安いんだよ。	

セガレ	 （遮って）はいはい、飲むよ。見て。わかばちゃんもう飲んでるからな。	

せーじ	 うまいべ？	

わかば	 （コクっとうなずく）５番目。	

セガレ	 せーじ乾杯の挨拶！	

せーじ	 久々だね！（セガレに）お前自己紹介しろよ！	

セガレ	 やらはたっす。やらずに二十歳なんで、やらはたっす。	

コー	 名前何て言うの？	

セガレ	 やらはたっす。やらずに二十歳なんで、やらはたっす。	

コー	 そっちじゃなくて本名の方。	

セガレ	 田中たかしです。	

コー	 めっちゃ普通だね。	

コーセガせー	 ウィース！（乾杯する）	

	 わかばも遅れて乾杯する	

わかば	 ウィース！	

コーセガせー	 うんっっっめえええ！	

セガレ	 やっぱツマミ欲しいよな？	

コー	 あピスタチオ！	

せーじ	 ピスタチオあるよ。	

コー＆セガレ	 マジで！	

せーじ	 わかば、持って来て。	

わかば	 お餅も？	

せーじ	 兄ちゃんたち欲しい？	

コー	 いらねーな。	
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セガレ	 俺もいーや。	

わかば	 お餅いる人？	

せーじ	 だからいらないって。	

わかば	 じゃ行かない。	

セガレ	 俺お餅食べたいな。	

コー	 俺も食べたいかも。	

せーじ	 みんなお餅も食べたいみたいだから、行ってよ。	

わかば	 せーちゃんは？	

せーじ	 俺も食べたいよ。	

わかば	 そういうとこだよ！せーちゃんはいつだって無理矢理餅人間じゃん！他人が

餅なら自分も餅。流れが餅なら、己も餅。餅！もういいよ！	

せーじ	 ごめん。俺のそういうとこダメだよね。	

コー	 わかったの！？	

せーじ	 全然わかない。	

わかば	 ピスタチオ持ってくる！	

セガレ	 ありがとね！	

	 わかば、厨房にはける	

コー	 いいんだな？これでいんだな？	

セガレ	 頑張ってな！	

せーじ	 ありがとう二人とも！	

コー	 ヤベー！俺も緊張してきた。	

せーじ	 俺全然緊張しない。	

コー	 なんで？	

セガレ	 指輪見せてくれよ。	

せーじ	 はい。（指輪を見せる）	

セガレ	 なんか凄そうなのは伝わってくるよ。	

コー	 これ何円？	
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せーじ	 １５０万。	

セガレ	 ええ！	

コー	 バカ高けえな！５０万のに変えて、残りの１００万の内３０万を兄ちゃんに

くれないか？７０万はお前が持ってっていいからさ。あでも、値は下がって

んなたぶん。やっぱいいや。頑張れよ。	

せーじ	 ありがとう。わかばが受け取ったら、音楽とクラッカーね！	

コーセガレ	 （うなずきながら）あいー。	

コー	 気合いきれるか！	

セガレ	 おう！	

せーじ	 うん！	

コー	 （小ちゃく）特急ナックル。ボーラー。	 	

セガせー	 ボーラー	

コー	 ボーラー	

セガせー	 ボーラー	

コー	 ボーラー	

セガせー	 ボーラー	

コー	 ボーラー	

セガせー	 ボーラー	

三人	 ボーラー。ううーー。蝉。	

	 わかば、ツマミを持って入ってくる	

わかば	 ピスタチオなかった！	

せーじ	 やったー！ピザポテトだ！	

セガレ	 マジかよ！今全然ないんじゃねーの？	

せーじ	 へっへーん！いいでしょお！ヤフオクでいっぱい買ったんだあ！	

コー	 セガレ行くぞ。	

セガレ	 お前が台所をキレイに使ってるかチェックしてやる！	

	 コーも何かを言いたげだが、出てこない	
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	 コーセガレはける	

せーじ	 なんだよ。	

わかば	 どーしましたか？	

せーじ	 俺って、わかばが好きじゃん？好きなんだあ。だから、俺と	

わかば	 うん。	

せーじ	 結婚してくだいさい。	

わかば	 保留で！	

せーじ	 あいー。	

	 深町入ってくる。	

深町	 食べてきちゃったんで、晩ご飯いらないです。	

わかば	 じゃあ、今日の分は素泊まりの料金でつけちゃうっす。	

深町	 ありがとうございます。（せーじの指輪に気づき）プロポーズですか？結果

は？	

わかば	 うっす！保留っす！	

深町	 でしょうね。ビールもらいます。（冷蔵庫に向かう）	

わかば	 わかちゃん村木さんに言ってくるー。	

せーじ	 うん。お願い。	

	 コー＆セガレ出てくる	

コー	 お前はデリカシーがねえな！	

深町	 何ですか？	

セガレ	 名前なんっつんだよ？答えろよ！	

深町	 深…深町です。	

セガレ	 名前あんのかよ！生意気だなこの野郎！	

深町	 理不尽すぎます。僕にだって名前ぐらいありますよ！	

セガレ	 だからなんだよ！？人間だものってか？おい。みつおさんよお。	

コー	 とりあえず３万で許してやるよ！	

せーじ	 二人ともダメ！コイツお客さん！	
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コー	 だからどうした！？客だからって、弟のプロポーズにその態度はねえよな？	

深町	 勘弁してくださいよ。そりゃ毎日やられたら、僕だって馴れますよ。	

コーセガ	 …。	

コー	 せーじ本当か？	

せーじ	 うん。俺毎日保留なんだ。	

コー	 ごめんな、お兄さん。店のおごりだから飲んでよ。	

深町	 では一本だけ。女です。	

セガレ	 プロポーズなんて毎日すんなよ。	

せーじ	 しょうがねーじゃん。だって保留だもの。	

コーセガ	 みつお！	

	 やらはたｉｎ	

やらはた	 セガレ先輩お兄さんこんちわーす。深町さんも。	

深町	 どうも。	

	 コーとセガレ笑っちゃう	

コー	 相変わらず気持ち悪いな！	

やらはた	 なんで！俺生きてるだけっすよ！	

コー	 じゃあ死ね！	

やらはた	 はああ！？	

セガレ	 ままま、やらはた、久しぶりだな。	

やらはた	 ウィース。	

	 コーとセガレ笑っちゃう	

コー	 なんでモヒカンなんだよ！？	

やらはた	 これやったの先輩たちですからね。	

コー	 パンチあっていいじゃねえかよ！	

やらはた	 よくないっすよ！	

セガレ	 まままま。	
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やらはた	 てゆうか、先輩たちは、もう働いてるんですか？	

コー	 働いて…るでいっか。まあな。	

やらはた	 じゃあ、ビール！	

セガレ	 が何だよ？	

やらはた	 取ってきてください。	

セガレ	 誰が？	

やらはた	 先輩が。	

	 セガレ、やらはたにビンタ	

やらはた	 俺、客っすよ！	

	 セガレ、やらはたにビンタ	

やらはた	 客なのに！	

	 セガレ、ビンタの構え	

やらはた	 取ってきますよ。	

コー	 あいつ生意気じゃね？	

せーじ	 一応客だからね。やらはたのくせに、ここに毎日泊まってくんの。で、ここ

から仕事場行ってんだよ。	

コー	 うっわ。めんどくせ。	

やらはた	 やっぱり、仕事終わりのビールはウマいぜ！	

コー	 なんでお前はここに泊まんだよ？	

やらはた	 やっぱり、同じ系列の店に金落とした方がいっかなーって思って。はい。し

かも相棒の店なんで。はい。それに、俺金あるんで。はい。	

	 セガレ、やらはたにビンタ	

やらはた	 なんで！？	

セガレ	 流れで。	

やらはた	 ひどいな俺客ですからね。あっせーじ。プロポーズどうだった？	

せーじ	 保留。	
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やらはた	 （爆笑）やっぱり（爆笑）（真顔で）ドンマイ。（爆笑）知ってます？こい

つ頼まれてやってんのに、毎回保留なんすよ！	 	

セガレ	 よっしゃ、せーじ。部屋戻ろう。せーじ。はい。行くよう。はーい。	

せーじ	 お前メリケンサックでぶん殴ってやるからな！	

やらはた	 じゃあ俺はティファールで防御〜！	

コー	 ティファールじゃなくても守れんだろ！	

	 せーじ、獣のような勢いでやらはたにせまる	

セガレ	 コーちゃん！	

コー	 せーじダメだ。	

	 コーとセガレで、せーじを無理矢理はけさせる	

やらはた	 さーせん。あいつら、うるさかったでしょ。	

深町	 いいんですよ。…それより聞いてくださいよ、やらはたさん。あーんもーー

おおお！	

やらはた	 今日もだったんですか？	

深町	 はい。ダメでした。	

やらはた	 俺は絶対やった方がいいと思うんす。だって長野でフェスでしょ！？ 高じ

ゃないっすか！？	

深町	 ですよね！フェスが成功すれば、全国的にも注目されるし、観光客だって増

えるし。なのに、音がうるさいとか、若者がこわいとか、言ってきて、ここ

の人は全然わかってくれないんです！なんなんですかあの人たち？	

やらはた	 住民です！	

	 間	

深町	 奥田民生が来るって言っても、大橋巨泉がいいとか言ってくるし。経済的に

豊かになりますよって言っても、金はあるとか言ってくるし。あるわけねえ

だろ！って話ですよ。だって長野ですよ！もうやってらんないです。てゆう

か大橋巨泉は死んでんだよ！	

	 間	

やらはた	 金あるんです。	
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深町	 はい？	

やらはた	 マジバリ稼いでます。	

深町	 あるって言っても月３０万とか、でしょ？	

やらはた	 違います。俺ごときでも月１５０万なんす。	

深町	 農家ですよね！？	

やらはた	 はい。	

深町	 なんでそんなに稼げるんですか？	

やらはた	 わかんないっす。普通に朝起きてえ、野菜とってえ、タイムカード押してえ

…	

やら深町	 １５０万？	

深町	 なわけないでしょ？	

やらはた	 それがガチなんすよ。見ます？	

	 やらはた、ズボンのポッケから雑に札束を取り出す。	

深町	 あの、まだ会えてないんですけど。やらはたさんの会社のトップの方って何

をされてるんですか？	

やらはた	 農業とこの民宿っすね。	

深町	 それで、いくらですか？	

やらはた	 俺がこないだ聞いた時は、クリロナくらいって言ってました。	

深町	 農業ですよね！？	

やらはた	 はい。ウチのボスはマジ凄くて、有名人の友達がいっぱいるんすよ。たしか

安倍昭恵と高樹沙耶とマーティンスコセッシと田代まさしと勝新太郎が友達

っす。	

深町	 黒い！黒いよ！絶対、吉田豪が裏取ってるよ！ていうか 後の人死んでませ

ん？	

やらはた	 えウソお！えすげえ！え死人と友達とか、えやっぱボスっすね！	

深町	 知らないですよ。今度、やらはたさんの職場に僕も連れってくれませんか？	

やらはた	 あー、行っていいかどうかはボスに聞いてみます。	
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深町	 恐いんで、それはやめてください。こっそりついていくみたいな感じでお願

いします。	

やらはた	 ウィース！	

深町	 約束ですよ。	

やらはた	 ウィース。なんていうか俺たち友達みたいですね？	

深町	 違います。また明日。	

やらはた	 おつかれーす。	

	 深町はける	

	 村木いつの間にかいる	

村木	 たかしちゃん。何話してた今？	

やらはた	 今は…俺と村木さんが話してます。内容は俺と村木さんが何を話しているか

ってことなんで、村木さんが俺に何を話しているか聞いて俺が、村木さんに

何話したのか聞かれたってことです。	

村木	 じゃなくて、ウチが来る前に深町さんと何を話してたかを教えてくんね？	

やらはた	 はやく言えよ！わかりずれーよ！	

村木	 悪りい。で、何を話してた？	

やらはた	 よく覚えてないんすけど。俺の農業に興味津々で、色々聞かれたぐらいっす

かね。	

村木	 ありがとう。もう十分。	

やらはた	 あっそれから。	

村木	 はいはい。	

やらはた	 今度俺らの職場に連れていって欲しいって頼まれました。これ、『ボスには

内緒で』って言われたんで、ボスには内緒でお願いします。	

村木	 うんいいよ。今日は伝言ある？	

やらはた	 あります。今日も伝言あります。	

村木	 繰り返さなくいいんだよ。	

	 やらはた、服をめくり腹を出す	

	 	 わかば、入ってくる	
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わかば	 よっ。	

やらはた	 ちーす。	

わかば	 上でお兄いたち飲んでるよ。	

やらはた	 マジかよ。もういいっすか？	

村木	 これ、一昨日から変わってなくね？	

やらはた	 間違えました。ごめんなさい背中です。ごめんなさい。	

村木	 （背中を確認し）お風呂にはこまめに入ってね。	

やらはた	 クサいっすか？	

村木	 えぐい。マジでえぐい。わかちゃんも嗅ぐ。	

わかば	 嗅がない。くせえ。	

	 村木、勢いよく出て行く	

やらはた	 ファブったんだけどな。	

わかば	 まず風呂入りなよ。	

やらはた	 今日は酒飲むから入れないんもんね。	

わかば	 ならさ、この飲みさしも持ってって。	

やらはた	 ったく。しょうがない人たちだぜ。	

	 やらはた、ビールを集めている	

わかば	 その荷物何？	

やらはた	 ボスからのお土産。	

わかば	 見るね！	

やらはた	 ちょっとやめろよ。	

わかば	 いいじゃん別に。見せて。見せて。	

やらはた	 ダメなんだって。だって人に見せるなって言われてんだよボスに。はい。

（見せる）	

わかば	 何これ？	

やらはた	 俺にわかるわけないだろう！葉っぱだよ！	

わかば	 怒んじゃねーよ！	



 26	

やらはた	 怒っちゃねーよ！俺もう行く。	

わかば	 グッナイ。（去り際のやらはたに）よかったな！うれしいな！	

やらはた	 何がだよ！？	

わかば	 明日…バーベキューだって！イエーイ！	

やらはた	 またバーベキューかよ！？もう飽きたよ。	

わかば	 いいじゃんかよ！作んの楽なんだよ。	

やらはた	 楽って。俺客だぜ？たまには客のリクエスト聞いてくれよな。	

わかば	 うざっ、キモクサ。くせえ。	

やらはた	 俺だって気つかってファブリーズしてんのにヒドいよ！	

わかば	 撤回しなさい！撤回しなさい！	

やらはた	 俺じゃなくてお前が撤回しろよ！	

わかば	 撤回しなさい！	

やらはた	 するよ！俺はクサいでーす。もういーね？	

わかば	 明日も二日酔いで休むんだろ！？	

やらはた	 ないないないない。俺が休むと思うか？	

わかば	 もちろん。	

やらはた	 もちろんじゃねーし。つーか、セガレとかで困ったら俺に言くれよ。マジぶ

っ飛ばしてやるから。	

わかば	 上等じゃねえかこの野郎！	

やらはた	 お前とはやんないよ！	

わかば	 なんで？	

やらはた	 女とはできないだろ？	

わかば	 でた！女の敵！ジェンダー！許すまじ！許すまじ！	

やらはた	 今スターウォーズどういいでもからね！じゃあな！	

わかば	 …！（無視する）	

	 やらはた、はける	

わかば	 ジェダイじゃねーよ！	
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	 わかば、スマホを取り出す	

	 暗転するが、わかばのスマホの光だけが残る。	

5.  どっかの夜道	

	 	 スマホを見ているわかば	

	 エイコが来る	

わかば	 遅くない？	

エイコ	 なんか言った？	

わかば	 あ、いや予定より遅かったから、言ってみただけ。	

エイコ	 そういうことね。私は調書を５枚書かされていました。これで満足した？	

わかば	 うん。	

エイコ	 昨日、草持ってフラフラしてたバカは仕事中今？	

わかば	 ううん。二日酔いで今日は休んでる。そいつやらはただけどバッチリ持って

た。これその一部。	

	 	 （わかば乾燥した葉っぱを投げる）	

エイコ	 わかった。速攻捕まえて、ゲロらせようかな。	

わかば	 …エイコ。	

エイコ	 これかな？（ポケットから白い粉を取り出す）。そろそろストックがなくな

ってきた頃じゃない？	

わかば	 頂戴。いや、ください。	

エイコ	 買う金もないよね？	

わかば	 ないからください。	

エイコ	 ちゃんと言うこと聞く？	

わかば	 聞く聞く聞く！何でもするよ！	

エイコ	 おすわり。	

	 わかば、おすわりをする。	
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6.  エイコの回想１	

エイコ	 （客席に向かって）ハローみなさん今晩は。客電つけて。そこそこ入ってん

ね。ありがと消していいよ。 初のあいさつ「ハローみなさん今晩わ」って

のは上演開始が昼の１時午後５時午後６時とバラッバラでセリフがまったく

思いつかないからだってさ。探せばあるだろって人は終わったあと書いたヤ

ツに文句言って来て。全然言っていいからよ。だってお客様は神様だから勿

体ないって。…まだやってるよ。こんな粉のために…だけど考えてみて。金

を出してくれるって理由でしか行動できないファッキンジャパニーズも変わ

んなくない？だけどそういう人たちのおかげで、私たち上が楽できるんだ。

ありがとうごさいまーす。言ってごらん。私は犬夜叉です。	

わかば	 私は犬夜叉です。	

エイコ	 私の好きな映画はルーキーズ卒業です。	

わかば	 私の好きな…ホントはララランドみたいなおしゃれなミュージカルが…	

エイコ	 （遮って）あげないよー。	

わかば	 待って言います！私の好きな映画はルーキーズ卒業です。	

エイコ	 よくできました。（白い粉を渡す）	

エイコ	 この娘こんなんでも私の優秀なエスなんだ。エスってのは…	

わかば	 ちょ電話。	

エイコ	 どうぞ。		

	 わかば、はける	

エイコ	 （手を叩く）面倒くさいから劇で説明するね。	

	 回想！	

	 新人警官時代のエイコ（以下新エイコ）が入ってくる	

エイコ	 …これが５年前の私。警察官へは５歳から続けていた剣道の腕を買われて入

り、剣道は即引退。理由は簡単、痛いから。そして、私は組織犯罪対策課、

通称マル暴といわれる部署に配属された。	

	 諸星先輩入ってくる	

諸星	 ちーす。	
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新エイコ	 よろしくお願いします。このたび、組織犯罪対策課所属になりました。住谷

エイコとであります。	

諸星	 えいす。諸星っす。	

エイコ	 この人は、ペアを組むことになる諸星先輩。	

諸星	 ここじゃアレだから、移動しようぜ。	

新エイコ	 どこにですか？	

諸星	 俺の行きつけだ！楽しみにしてろ！	

新エイコ	 はい。	

	 新エイコと諸星はける	

エイコ	 警察にはノルマがあり、ペアの 低が月３０点以上。具体的に言うと、覚せ

い剤所持１０点、さらに５ｇ以上でプラス５点が入る。また、拳銃所持に関

しては一丁２０点、二丁目からはプラス５点のボーナスなど細かく決まられ

ている。さらに詳しく知りたい人は実話ナックルズと週刊文春で確認してよ

ね。ほとんどの人が月３０点のノルマに苦しむ中、諸星先輩は、なんと一人

で月８０点以上を稼ぎだしていた。そのことから諸星先輩は上野署のエース、

つまりエースと呼ばれていた。	

	 キャバ嬢たちがテーブルとイスを設置し、その場に待機	

	 諸星、新エイコが入ってくる	

	 キャバ嬢たち稲本コール	

キャバ１	 エース！今日は、店のおごりだって。	

諸星	 ありがとな！（胸を揉む）	

キャバ２	 エース！私が店長に言ったんだよ。	

諸星	 わかってるよ。（胸を揉む）	

キャバ３	 エース…。	

諸星	 わかってるよ。（胸を揉む）	

	 キャバ嬢たち、シャンパンを諸星のグラスに注ぐ	

諸星	 エイコ！これがマル暴だ！乾杯！	

新エイコ	 話って何ですか？	
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諸星	 まず飲めよ。	

新エイコ	 職務中なんで遠慮しておきます。	

諸星	 じゃあ聞くけどお前はどうやってノルマを達成するきだ？	

新エイコ	 住民からの通報を受けてじゃないんですか？	

諸星	 いいか？１１０番じゃ飯は食えねえぞ。とにかくエスを作れ。エス。	

新エイコ	 エスって何ですか？	

諸星	 情報提供者だな。エスがいると信じられないほどに点数が伸びるようになん

だよ！いいか！まず、とにかく顔を売れ。そしてお前という役所にエスが電

話をかけてくるようになったら凄いことになんだよ！	

エイコ	 エースが言うなら間違いない。私はまず目の前にいる女の子たちに、名刺を

配るところから始めた。	

	 新エイコ名刺を配る	

新エイコ	 上野署の住谷エイコです。	

エイコ	 すぐさま情報が入った。	

	 キャバ１以外はける	

キャバ１	 新人ちゃん。私のお隣さんが（注射を打つジェスチャー）これっぽいの。	

新エイコ	 これってなんですか？	

キャバ１	 覚せい剤よ。	

エイコ	 私は急いで向かった。	

	 新エイコとキャバ１車に乗り込むアクト	

キャバ１	 飛ばすわよ！	

	 新エイコ、シートベルトをつけようとしている	

キャバ１	 シートベルトなんて付けなくていいから。	

	 運転しだす	

キャバ１	 遅くない？	

新エイコ	 ４０キロ制限ですから、これでも目一杯飛ばしてるつもりです。	

キャバ１	 ランプ付ければ大丈夫よ！	
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新エイコ	 そうだった。	

キャバ１	 そのアパートの２０３！	

新エイコ	 ありがとうございます！	

	 新エイコ、拳にハンカチを巻き、チャイムを押す	

男	 なんだよ。	

新エイコ	 失礼します！	

	 新エイコ、男のレバーを殴る。	

	 男うずくまる	

新エイコ	 上野署の住谷エイコです。	

キャバ１	 名乗んなくていいのよ。	

	 新エイコ名刺を渡す	

新エイコ	 よろしくお願いします。	

キャバ１	 名刺は今特にいらない。今必要なのは…	

男	 礼状あんのかよ？	

	 新エイコの手元には礼状が無いけど…	

新エイコ	 せい！	

	 新エイコ、男の顎を殴り、男ダウン	

新エイコ	 お邪魔しまーす。	

	 男、しばらくうなっているが、起き上がり、キャバ１の足を掴む。	

キャバ１	 やめて！つかまないで！やめて！つかまないで！	

	 新エイコが来て、男を警棒で殴り、男完全にダウン。	

	 新エイコ再び部屋に入り、わかばを連れてくる	

エイコ	 これが、わかばとの出会い。覚せい剤の不法所持、使用で捕まえてもよかっ

たけど、私はエスとしてわかばを雇うことになるんだけど…	

	 わかば、ケータイを手にしている	

わかば	 お肉食べきれないから来てだって。	

エイコ	 これからバーベキューなもんで、続きはまた次の機会に。彼氏？	
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わかば	 うん。	

	 わかばエイコはける	

7.  深夜の森の中	

	 ボスと深町入ってくる	

深町	 トイレ行ってきてもいいですか？	

ボス	 いいからいいから。	

深町	 そもそもフェスが大嫌いんなんですよね僕。やっぱり、フェスなんて開かな

くていいです。	

ボス	 そんな早く諦めるんじゃないよ。	

深町	 ホントに大丈夫なんで。帰ります。	

	 帰ろうとする深町を引き止めるボス	

ボス	 大丈夫君ならなんでもできる！よし、穴を掘りなさい。村木！	

	 スコップを持った村木来る	

ボス	 穴ほれ。	

村木	 頑張って。	

	 村木、スコップを深町に渡そうとするも、深町は受け取らない。	

ボス	 早く持ちなさいよ。	

深町	 それはできないです！	

ボス	 握って穴掘るだけだろ！？	

深町	 絶対に嫌です！	

ボス	 持つだけだろ！？	

深町	 勘弁してください！	

ボス	 あ！？	

深町	 殺す気でしょ！？	

ボス	 そうだよ。お前死ぬんだよ！	
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深町	 やめてください！お願いですから！	

ボス	 立て！お前それでも軍人か！？	

深町	 僕軍人じゃないです！	

ボス	 熱もってやってんだろ！？頑張れよ！夢もてよ！	

深町	 熱も夢もいらないんで殺さないでください！僕実は婚約者がいて…	

ボス	 わかった殺さない！	

深町	 え？	

ボス	 村木あとよろしく。	

村木	 おっす。	

	 ボスはける	

深町	 どういうこと！？村木さんヒドいですよ！話が全然違うじゃないですか！？	

村木	 これ持って、ウチが下ろした場所で、立っててくれればいいから。はい、あ

げる。	

	 深町、村木が手にしているのが薬物だとわかると	

深町	 捕まりません？	

村木	 うん。これどうしたの？って言われたら「自宅で育ててました」って。「こ

れで 後です」って。行くよ。	

	 深町、動く気配がない	

村木	 千葉県松戸市在住実家暮らし２８歳ライブイベント会社に勤務、現在飯田義

男さんと婚約中の深町弥生さん。行く？行かない？どっち？	

深町	 行きます。	

	 （例）コナンの逮捕時のＢＧＭ〜♪	

村木	 なんで、根掘り葉掘り聞いて、ウチの職場に来ようとしちゃったの？	

深町	 すいません。つい出来心で。	

村木	 もー深町さんったら。そんなことしちゃダメ、絶対。	

深町	 はい。絶対。	

村木	 しっかり反省大丈夫だから。	
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深町	 だといいですけど。	

	 村木、深町はける	

8.  民宿ガラパゴス	

村木が何かを探している	

村木	 せーじ君！	

	 エプロン姿のせーじ入ってくる	

せーじ	 どうしたの？	

村木	 車の鍵知らない？	

せーじ	 バン？	

村木	 そう。	

せーじ	 バンならさしっぱ。	

村木	 もう。	

	 村木、はける	 	

せーじ	 いってらっしゃーい。	

	 わかば、入ってくる	

わかば	 おはよ。	

せーじ	 昨日ごめん。	

わかば	 バーベキューだろ！	

せーじ	 そう。まじごめんね。酒飲みすぎちゃったかな。	

わかば	 いいって気にしてないもーん。（足をふむ）	

せーじ	 痛ててて。昨日の分ね。（指輪取り出し）結婚してください。	

わかば	 ごめん。保留。	

せーじ	 あいー。昨日寝ちゃったからかな？	

やらはた	 ヤバい寝坊！どうしよ！どうしよう？休む？だめだ！せーじおはよう。	

せーじ	 なんで今起きちゃうんだよ。	
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やらはた	 俺だってもっと早く起きたかったよ。ていうか、なんだよその指輪。	

せーじ	 声が大きいんだよ。静かにしろ。	

やらはた	 了解。結婚！？	

せーじ	 保留だった。	

やらはた	 なんだよ。ダメじゃん。ツンツン。	

	 せーじ、やらはたをビンタ。	

やらはた	 痛い。	

わかば	 せーじごめん。	

せーじ	 諦めないからな。	

やらはた	 痛い。	

せーじ	 うるせえなっ。いつも兄ちゃんたちに殴られてんだろ。	

やらはた	 お前にはビンタされたくないんだよ。	

わかば	 おりゃー！（ビンタ）	

やらはた	 なんで？	

わかば	 仇とったなり！	

せーじ	 好きだ！今日の分ね。結婚してください！	

わかば	 保留！	

せーじ	 …あいー。	

	 やらはた、せーじの肩を叩く	

	 せーじ、振り向くとやらはたの指が頬に当たる	

やらはた	 ツーン。	

	 エイコ入ってくる	

	 わかばにアイコンタクト	

わかば	 （やらはたに）この娘新しいバイトの子だから、仲良くしてね！	

やらはた	 え？ああ。別にいいけど。	

わかば	 せーちゃん行こ。	
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せーじ	 やらはた許すまじ！	

	 せーじ＆わかばはける	

やらはた	 すいませんね。あいつうるさくて。	

エイコ	 私は凄くいいと思いますよ。	

やらはた	 あざーす。	

エイコ	 あの、初対面ですよね？	

やらはた	 そうっすよね。今日からバイトっすか？	

エイコ	 はい。エイコです。よろしくお願いします。	

やらはた	 ども。やらはたっす。やらずに二十歳なんで、やらはたっす。	

エイコ	 名前なんっていうんですか？	

やらはた	 やらはたっす。やらずに二十歳なんで、やらはたっす。	

エイコ	 そっちじゃなくて本名の方。	

やらはた	 田中たかしです。	

エイコ	 めっちゃ普通ですね。	

やらはた	 ウィース。	

エイコ	 やらはたさんって、なんか可愛いですね。	

やらはた	 （弱々しく）ウィース。	

エイコ	 ライン交換しませんか？	

やらはた	 別に俺はいいんだけど、せーじとかセガレ先輩たちがなあ。仕事もあるし。	

エイコ	 ダメですか？	

やらはた	 エイコさんがいいなら。	

	 二人、ラインを交換する	

エイコ	 でも仕事とか大丈夫ですか？	

やらはた	 全然へーきです。俺、体力クソあるんで。	

エイコ	 どーだろ。	

やらはた	 いや、マジ農業なめないでください。毎日素手で摘みまくってますからね。

見てください、この腕のパンパン。	
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エイコ	 お仕事行かなくていいんですか？	

やらはた	 やべっ！もう行かなきゃなんで、失礼します。	

エイコ	 頑張って。	

やらはた	 う、うん。	

	 やらはたはける	

9.  エイコの回想２	

エイコ	 どこまで話したっけ？ＯＫわかばと会うところだね…その前にこの格好じゃ

な。諸星先輩！	

	 諸星入る	

諸星	 はいよ！	

エイコ	 間をつないでおいてください。	

諸星	 任せ起きなさい！	

	 エイコはける	

	 諸星、エイコが着替える間に間をつなぐ	

	 エイコ入る	

エイコ	 わかばは、エスとしてはかなり優秀だった…	

	 わかば、通行人Ａに覚せい剤を手渡し	

わかば	 （新エイコに電話をかける）	

新エイコ	 せんば。	

わかば	 きっちょう。この掛け声やめない？	

新エイコ	 状況は？	

わかば	 今渡したよ、そっち向かってる。	

新エイコ	 諸星先輩！	

諸星	 はいよ。	

	 諸星、目の前に来た通行人Ａにボディーブロー	
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諸星	 １３時４５分現行犯。いっちょあがり！	

	 諸星、無抵抗の犯人を殴り続ける	

諸星	 いいかエイコ！コイツらは、人間のクズだ。だから、いくらでも殴っていい

んだ。オラッ！オラッ！でも、俺らは市民の安全を守る警察官様だ。だから

殴られてはイケない。…殴れオラ。	

	 犯人、諸星を殴る	

諸星	 ほれ見たことか！業務執行妨害でもう２点追加だ。（殴る）お前もどうだ？	

	 新エイコ、警棒で犯人を殴る	

	 エイコもん警棒で殴る動作をシンクロさせる	

諸星	 （ゆってぃで）強烈！これでお前も一人前だ。	

	 エイコ、通行人のから、少量の覚せい剤を取り上げる	

新エイコ	 ご苦労さん。	

	 新エイコ、わかばに取り上げた覚せい剤を渡す	

	 わかば、その場を離れない	

エイコ＆新	 何で見てるの？	

新エイコ	 仕事はもう終わってるよね？	

エイコ	 早く帰りなよ。	

新エイコ	 今すぐに。	

エイコ	 私の目の前から。	

わかば	 またね。	

エイコ	 さようなら。	

わかば	 またね。	

エイコ	 またね。	

	 わかばはける	

エイコ＆新	 いいともグランドフィナーレにおいて爆笑問題とダウンタウンが共演した時

のようだ。「楽しい」そして「正しい」。この二つを合わせ持った活動に私

は瞬く間に魅せられている。	



 39	

	 新エイコはける	

エイコ	 先輩。顔をあげさせてください。	

	 諸星、犯人の髪を掴み、顔をあげさせる	

諸星	 これでいいのか？	

エイコ	 はい。せっかくの機会ですから。	

	 エイコ、警棒で殴る構え	

諸星	 そういうことか！バッチ来い！	

	 セガレの声だけ聞こえる	

セガレ	 エイコちゃん、次やるよ！	

エイコ	 いいところだったのに…	

諸星	 行くぞオラっ！	

	 諸星、通行人Ａはける	

セガレ	 エイコちゃんどうした？次やる…		

エイコ	 （遮って）ごめん生理！	

セガレ	 …ごゆっくり！	

エイコ	 こう言うと男はだいたい黙るんだよね。女子覚えといて。わかばに５ｇほど

のスピードを与えてやるだけで、その何倍もの違法薬物が手に入る。まるで

株式投資のような方法で、私は点数を稼いでいった。そして、私が複数のエ

スをかかえるようになったある日、わかばから連絡が来る…「会ってほしい

人」がいると。	

	 せーじ入ってくる	

せーじ	 こんちわ！	

エイコ	 バカが来た。	

エイコ	 せーじさんですか？	

せーじ	 うん俺せーじ。わかばの彼氏だよお。	

エイコ	 何の仕事してるんですか？	
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せーじ	 民宿だよ。やらはたから紹介してもらったんだ。いいでしょお。やらはたは

農家のくせに月収１５０万もらってて。そこのオーナーが民宿始めるってこ

とで、俺が入ったんだ。俺１００万円。	

エイコ	 すごいですね。ちなみに何を栽培してるんですか？	

せーじ	 僕ぜーんぜんわかりまりませーん。	

エイコ	 さようなら。	

せーじ	 ごきげんよう。	

	 せーじはける	

エイコ	 これは大きい山になると踏んだ私は早速、諸星先輩に相談。	

	 諸星、入ってくる	

諸星	 ダメだ。今月はチャカだろ？あと何丁あげなきゃいけないと思ってんだよ。	

エイコ	 この月は、ヤクザの内部抗争があり、市民に安心感を与えるため、ウチの課

で首アリ首ナシ問わず、拳銃１０丁のノルマが課せられていた。そのため、

短い日数しか、別の捜査にあてられなかった。	

わかば	 （電話をかける）	

エイコ	 森友。	

わかば	 学園。	

エイコ	 どうした？	

わかば	 やらはたの件なんだけど。	

エイコ	 うん。	

わかば	 給料日にお土産で草かアッパー系の粉末が貰えるんだって。	

エイコ	 その日にちは？	

わかば	 明日。	

エイコ	 もっと早く連絡してくれない？	

わかば	 それはごめん。	

エイコ	 ごめんとかじゃないんだよ。私も暇じゃないわけ、日程調整しないといけな

いわけ。そういうのしっかりやってくれないと、切るよ？	
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わかば	 やだやだ！切っちゃダメ！もっと連絡しまくるし、いくらでも体使うし、な

んかするし、頑張る。	

	 エイコ電話を切る	

エイコ	 明日そいつを捕まえて、とりあえず、そいつにゲロらせてみてから…	

諸星	 明日、ロシアからチャカが届くから、お前取りに行ってくれ。	

エイコ	 ほらカブったよ。…詳細はどうなってます？	

諸星	 俺のダチの藤田ん家に１８時だ。場所はラインで送っておくな。	

	 諸星はける	

エイコ	 ３丁のチャカを挙げた翌日に、調書を５枚書き上げた私は、民宿ガラパゴス

に向かうべく、長野にてわかばと落ち合った。	

わかば	 肉食べきれないから来てだって。	

エイコ	 彼氏？	

わかば	 うん。	

	 わかば、エイコはける	

	 暗転	

10.  民宿ガラパゴスの外	

	 店の前（夜）	

	 	 コー、セガレ、深町、せーじでバーベキューをしている	

	 ２００４年〜２００６年のヒットメドレーを聞いている。	

コー	 この曲が２００４年ってヤバくね？今から…１３年前じゃねえかよ！	

全員	 ええええ！？	

深町	 ２００４年って１３年前なんですか！？１７引く４だから…ホントだ！！	

セガレ	 ヤバいっすね！マジで俺ら何してたんだろ。	

せーじ	 兄ちゃん、２００８年は９年前だよ。	

コー	 マジかよ！聞きたくない！聞きたくない！あああああ！	

やらはた	 セガレ先輩！２０１６年は去年ですよ！	



 42	

セガレ	 知ってる。	

やらはた	 俺もです！	

	 みんな、曲が代わるたびに熱唱。	

セガレ	 肉焼けたよ。	

	 途中で、音切れる。	

やらはた	 充電切れっす。	

コー	 ふざけんなよ。	

セガレ	 肉焼けたよ！	

コー	 誰か、流して。	

せーじ	 俺、少女時代聞きたい。	

深町	 いいですね。せーじさんは何派ですか？	

せーじ	 ティアラちょー好き。深町さんは？	

深町	 僕はヒョヨンです。	

せーじ	 ええ！？めっちゃブスじゃないですか？	

深町	 出ましたよ。何回聞いたか！何回肩身の狭い重いをしてきたことか！知って

ますか！？ヒョヨンは歌がうまいし、踊りもウマいんです。	

セガレ	 肉焼けたよ！	

コー	 誰か音流して。	

やらはた	 （セガレに）俺ら二十歳超えてるってことなんで、あと三回で死ねますよ！	

	 セガレ、やらはたをハリ倒す	

	 コーせーじやらはた深町が歌い続けるので、セガレが一人ずつビンタ

で倒しす。	

セガレ	 肉焼けたよ！	

コー	 俺もういらいない。	

セガレ	 せーじは？	

せーじ	 俺、これ食ってるから。	

セガレ	 そんなん食ってねえで肉食えよ！	
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深町	 せーじさん僕にもください。	

せーじ	 いいよ。	

やらはた	 俺にもくれよ。	

コー	 俺も欲しい。	

セガレ	 肉食えよ！	

やらはた	 わかばちゃんが食いますからあ。	

セガレ	 あの娘らの分は別にあるんだよ。	

やらはた	 じゃあ先輩食えばいいじゃないですか！	

セガレ	 俺は〆の焼きそば用に残してんの。	

やらはた	 俺、焼きそばなら食べたいです！	

セガレ	 まずその前に肉食ってんくんねえかな？	

やらはた	 二日酔いなんでいらないっす。	

セガレ	 なんで焼きそばは食えるんだよっ？	

やらはた	 二日酔いなんで。	

セガレ	 関係ねえよ。肉食わねえなら、焼きそばは無しだかんな！	

やらはた	 ひどいですよ。俺二日酔いっすよ。	

セガレ	 あああああ！？さっきからずっと…二日酔い！デブ！	

せーじ	 深町さんが肉食べなよ。	

深町	 いやあ、僕はもう大丈夫なんで。あっセガレさん代わりますよ。	

セガレ	 お客さんに焼かせる訳にはいかないっすよ。	

コー	 食べてくださいよ。お客さんなんだから。	

せーじ	 吐けば入るじゃん。お客さん。	

やらはた	 胃薬いります？お客さん。	

セガレ	 肉食ってくれよ。お客さん。	

コー	 なあ？	

深町以外	 お客さん！	
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深町	 圧が凄い。	

	 村木、入ってくる。	 	

深町	 村木さん！僕の代わりに肉食べてください。	

村木	 後で食います。とりあえず行きますよ。	

深町	 どこにですか？	

村木	 見つかったんですよ！フェスの件で会ってくれる人が！	

深町	 すぐに向かいます！ホントありがとうございます。	

やらはた	 ボスですか？	

村木	 違う。役場の観光課の人。	

せーじ	 よかったじゃん。	

深町	 はい。ようやくです。ようやく…。	

コー	 とりあえず、乾杯じゃね？	

やらはた	 いいっすね。	

せーじ	 おい、自己紹介しろよ。	

やらはた	 やらはたっす。やらずに二十歳なんで…	

村木	 （遮って）急いでくださいませんか？駅前に１０時半ですからね。	

深町	 鞄取ってきます。	

村木	 （かばん渡す）	

深町	 ありがとうございます。	

コー	 買い出しはどうすんの？	

村木	 また今度おねがいするっす。	

コー	 オッケ！	

	 ナックルボーラーズの面々、「頑張れ」的なことを言う。	

セガレ	 肉食って力つけてよ。	

	 深町、肉を食いながら村木とはける。	

やらはた	 ビールの人！	
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コーせーセガ	 はーい。	

やらはた	 …。	

	 やらはた、その場から動かない	

コーセガせー	 行けよ！	

やらはた	 何がですか？	

コー	 聞いといて、行かないっておかしいだろ。	

やらはた	 すいません！行ってきます！	

セガレ	 行くついでに、燃やせるヤツも持ってきてくんね。	

やらはた	 はい。	

セガレ	 なんでもいいから！	

やらはた	 はい。	

	 やらはた、はける	

コー	 あいつって客だよな？	

セガレ	 一応な。	

コー	 まあいっか。	

セガレ	 せーじ、今週ってあいつらしか客いねえの？	

せーじ	 先週もだよ。	

セガレ	 楽だな。	

コー	 なっ！ 初に５０万って聞いて、身構えてたのがバカらしくなってきたわ。	

セガレ	 うん。これじゃラスベガス以下だよな。	

せーじ	 そうかなあ。掃除あんじゃん。	

セガレ	 掃除だけだろう？飯だって作んなくていんだぞ。楽だろう？楽って言え。さ

あ早く。みんなにわかるように。	

せーじ	 楽！	

セガレ	 よし！	

コー	 そういえば、わかばちゃは？	

せーじ	 お客さん迎えに行ってる。	
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コー	 それは分かってんだよ。遅くねえかって話をしてんの。	

せーじ	 てかさ、兄ちゃんとセガレはソース派？塩派？	

セガレ	 焼きそばの話？	

せーじ	 そう。	

セガレ	 俺は…	

コー	 そんなことより。わかばちゃんは？	

せーじ	 もう着くんじゃね？	

	 やらはたコー、ビールと荷物持って入ってくる。	

やらはた	 あの、これビールです。	

セガレ	 ビールだな。	

やらはた	 ありがとうございます。	

せーじ	 やらはた！ビールじゃなくてグリーンラベルだよ。	

やらはた	 ほんとだ。ごめんせーじ。	

せーじ	 気をつけろよ。	

やらはた	 気をつける。	

コー	 どっちも一緒じゃね？ビールもグリーンラベルも。	

セガレ	 あんま変わんねえな。	

せーじ	 兄ちゃんたち知らないの？ビールは苦くて、グリーンラベルはちょっと苦い

んだよ。	

やらはた	 ちなみにですけど、カルピスサワーは甘いです。	

コー	 そうか。	

やらはた	 うっす。	

セガレ	 やらはた、燃やすヤツは？	

やらはた	 何もなかったんで、これ燃やしてください。	

セガレ	 何これ。	

やらはた	 葉っぱです。	

セガレ	 それはわかるよ。何の葉っぱ？	
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やらはた	 ウチで作ってるやつで、何かは俺もよくわかんないんすけど、粉のやつは野

球で使います。	

セガレ	 野球？	

やらはた	 はい俺は、投げる時使ってます。ピッチャーなんで。	

コーセガ	 ロージン？	

やらはた	 はい。	

せーじ	 俺はバッティングの時に使ってるよ。	

コー	 いいなあ、俺にもちょうだい。	

やらはた	 今日は無理ですよ。次のは来月ですから。	

コー	 長いな。ロージンがあれば、俺もプロになれんだけどな。	

せーじ	 お前それ本気で言ってんのか？	

コー	 本気で言ってたら、こんな山奥の民宿でバイトしてねえよ。	

コー＆せー	 へへへへへ。	

やらはた	 オードリー！それオードリーですよね！いいなあ。セガレ先輩、俺らも何か

しましょ…	 	

	 	 セガレ、ぶっ倒れる。	

せーじ	 貧血かな？	

やらはた	 失神じゃねーの？	

コー	 やばくね？	

せーじ	 あるある探検隊あるある探検隊。	

やらはた	 セガレ先輩！	

	 近づいたやらはたも倒れる。	

せーじ	 あるある探検隊あるある探検隊。	

コー	 なにをバカのことやってんだよ！失神が伝染するなんて聞いたことねえし、

やらはたは人生で失神したことがないことが唯一の自慢だからなんだよ！大

丈夫か！？	

	 近づいたコーも倒れる	
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せーじ	 あるある探検隊あるある探検隊。…西川君帰ってきて！…ホントに長いって。

西川君もうやんなくていいよ。おーい。大丈夫だよ〜。ね〜。…（近づき、

一息で）マジで？え？嘘？なんで？飲み過ぎ？なんで？グリーンラベルでし

ょ？誰か！助けてあげて！落ち着け。落ち着け俺。落ち着こう。落ち着こう。

ちこう。	

	 せーじ息が切れ、深呼吸し、倒れる。	

	 わかば、走ってくる	

わかば	 エイコ。（倒れる）	

	 エイコ登場	

	 ぼーっとつったってるエイコ	

	 溶暗	

11.  ガラパゴス	

	 ガラパゴス翌日	

	 	 やらはた＆せーじ板付	

	 やらはたはネックレスをつけている	

やらはた	 おい、せーじ。	

せーじ	 ん？	

やらはた	 一つ聞くけどいいか？	

せーじ	 うざいな、なんだよ？	

やらはた	 せーじにとって女って何？	

せーじ	 …クッション。	

やらはた	 （爆笑）	

せーじ	 笑うなよ！	

やらはた	 ごめん。ごめん。お前らしいなあって思って。	

せーじ	 どうした？お前変。キモい。	

やらはた	 いやあ、女ってスゲーなあって思って。	
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せーじ	 マジでどうした？	

やらはた	 そりゃなあ。俺らはもう２１歳だぜ。せーじも変わらなきゃ。	

せーじ	 えー。まあねー高校の時と違って今酒飲んでもただの酒飲んでるやつだし、

タバコ吸っても、ただのタバコ吸うやつだもんな。	

やらはた	 それ 高だな！	

せーじ	 声が大きいんだよ。	

やらはた	 大人 高！合法？	

せーじ	 合法。	

やらはた	 合法 高！	

せーじ	 うるさいデブだな。	

やらはた	 デブじゃねーよ。	

	 コー入ってくる	

コー	 デブだろ。	

やらはた	 え？あっ。おはようございます。あのお兄さん。	

コー	 なんだよ？	

やらはた	 あっいやいい天気ですね！	

	 コー天気を確認	

コー	 曇ってんじゃねーかよ。	

やらはた	 ウソ？	

	 やらはた天気を確認	

やらはた	 山ですからね。お兄さん。	

コー	 なんだよ？	

やらはた	 ここにブルートゥース買ったの俺なんで、好きな曲なんでもかけちゃってい

いっスよ。	

せーじ	 俺はいいや。	

やらはた	 お前に聞いてねえよ。	

コー	 お前がかけろよ。お前のなんだろ。	
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やらはた	 それは無理ですよ。仕事あるんで。	

コー	 じゃあ早く行けよ。	

やらはた	 ウィース。	

	 やらはた、はける	

せーじ	 行ったよ！	

	 セガレが死角から出てくる。	

セガレ	 聞いてくれよ、コーちゃん！	

コー	 うわああ。急に出てくんなよ！	

セガレ	 昨日なんだけどよ…	

コー	 落ち着けよ！	

セガレ	 ごめん。	

せーじ	 何何？どうしたの？死んだ？	

セガレ	 せーじは…聞いたといた方がいいか。	

せーじ	 やったあ！	

コー	 何があったんだよ？	

セガレ	 やべえよ。あいつ、クソやべえんだよ！	

コー	 誰だよ？やらはた？	

セガレ	 そうそうそうそうそうなんだよ。俺昨日、深夜にあいつと、やらはたと会っ

たんだよ。	

コー	 なんだろ？アメリカ代表にみたいにツーシーム投げ始めたとか？		

セガレ	 照明さん、昨日の深夜に戻して！	

	 照明ほぼ変わらず、もしくはそのまま	

12.  セガレの回想(昨夜について)	

セガレ	 ありがとう。	

コー	 変わってなくね！？	
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	 やらはた入ってくる、ぷるぷるしてる。	

せーじ	 どうしたの？	

セガレ	 そしたらあいつなんでかぷるぷるしてて。	

やらはた	 先輩せせせん。俺、おっ俺、俺、おおお俺、俺おおれれれ…	

セガレ	 落ち着いて。どうした？	

	 やらはた、一瞬ぷるぷる止まり	

やらはた	 童貞引退します。	

	 	 やらはた、よりプルプル	

コー＆せーじ	 ええええ！	

セガレ	 ホント「ええええ」だよな。	

せーじ	 それで、さっきあんなにちょーし乗ってたんだ。	

コー	 ブルートゥースか！	

セガレ	 なんかあったの？	

コー	 ブルートゥース自慢してきたんだよ。	

セガレ	 マジか！俺もブルートゥースで音楽を流してあいつを落ち着かせたんだよ！	

	 落ち着く音楽が流れる。	

	 お客さんが笑う	

コー	 その曲じゃ落ち着かねえだろ！	

やらはた	 すこし戻りました。	

コー	 何で？	

	 セガレ、音楽を消す	

セガレ	 そして、あいつに色々聞き始めたんだ。	

コー	 それはいいんだけど、相手誰だよ？	

せーじ	 相手誰だよ？	

セガレ	 相手誰だよ？	

やらはた	 エイコさんです。	
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セガレ	 …。びっくりしたよ！つい 近、ていうか昨日ヤった女が、早速他の男と、

しかもやらはたとヤろうとしてるなんて、…	

コー	 それはドンマイとしか言いようがねえわ。	

セガレ	 衝撃度なら成宮引退レベルだよ。	

コー	 ホントな…	

せーじ	 ペロペロハウスじゃん！	

	 コー、せーじの頭を全力でぶっ叩く	

コー	 やめさせたよな？	

セガレ	 いいや、俺はそうはしなかった。	

やらはた	 そうだったんすね。あやうく俺は、大好きな先輩の彼女を、奪うところだっ

たってことですよね？（深いため息）先輩、俺ジブリが見たいっす。	

セガレ	 いいよ。	

やらはた	 ジブリですか？	

セガレ	 ちげえよ。やれって話してんの。お前ヤっちゃっていいよ。やれよ。	

やらはた	 そんな、悪いですって。	

セガレ	 いいんだよ。行ってこいって！	

やらはた	 嫌です！先輩の彼女が初めての相手だなんて俺には荷が重いです！	

セガレ	 ゴミ野郎！（殴る）	

やらはた	 痛い。	

セガレ	 お前だから言ってんだよ！お前いいやつじゃん。でもお前は毎回同じなんだ

よ！女の前じゃ固まって喋んなくなって。相手にはお前の中身が一つも伝わ

らないまま、ただのクソつまんないゴミデブって印象で終わるパターンだ

ろ！？それが俺くやしいんだよ。だから、さっさとやってもらって、そこが

ゴールじゃないってことを知ってもらいたいてえんだよ！お前には！	

やらはた	 そこまで俺のことを考えてくれてるなんて…了解です。俺二重の意味でイっ

てきます！	

セガレ	 それでいいんだ。	

やらはた	 ホントありがとうございます。今度お礼をさせてください！	
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セガレ	 礼ならいらねえ。そのかわり、（土下座）一部始終を見させてくれない

か！？	

コーせーじ	 はあああ！？	

コー	 お前ふざけんなよ！	

せーじ	 変態！	

セガレ	 俺あの女がヤってるところが、どうしても見てえ。見てえんだ。頼む！	

やらはた	 俺でいいなら。	

	 セガレガッツポーズ	

コーせーじ	 いいのかよ！	

セガレ	 今度俺のやってるところ見ていいからよ。	

コー	 誰も見たくねえよ！	

やらはた	 え？いいんすか！？	

コー	 なんで見たいんだよ！	

せーじ	 俺もいい？	

コー	 お前もいんだよ。	

13.  セガレの回想２(やらはた部屋の出来事)	

セガレ	 それからの俺の行動は全盛期の松井稼頭央バリに素早かった。まず、やらは

たを落ち着かせるために外の空気を吸わせてよ…	

やらはた	 すってきまーす。	

セガレ	 誰にも見つからないよう静かに、かつ迅速に階段を上がった！物置部屋から

新品の布団シーツ枕ティッシュを取り出し、やらはたの部屋に持ち運んで、

それらをオードリー若林バリの丁寧さでベッドメイキングをしたんだ。あと

は簡単だよね？襖をそっと開けて、中に入り、襖をそっと閉めて、ちょこっ

と開ける。定点観測の始まりだあああ！	

コー	 始まりだああじゃねえよ。お前の女が寝とられようとしてんだぞ。	

セガレ	 俺にとっては（緒方監督風に） 高でーす。神ってるー！	

	 セガレ、広島カープの歌を歌う	



 54	

	 せーじも混ざる	

コー	 なんで気まずいの？やらはたオッケーしたんだよな？	

セガレ	 そこなんだよ。二人とも入って入って。	

コー	 入る必要なくね？	

セガレ	 その方が雰囲気出るじゃない。	

	 コー＆せーじ襖に入るアクト	

	 やらはた入ってくる	

やらはた	 先輩、見てください。俺頑張ります。	

セガレ	 ファイト。	

やらはた	 いっぱーーつ。そろそろ来るんで。	

セガレ	 ラジャ！		

せーじ	 なんかドキドキするね。	

コー	 バカ押すなよ。バレンだろ。	

せーじ	 ぶっははは、千と千尋じゃん。	

セガレ	 耳をすませばだから。それ屋上でせーじ君と雫ちゃんが二人きりになってる

ところをクラスのみんなで見てるシーンのこと言ってんだよな？耳をすませ

ばだから。	

エイコ	 コンコン。入ってもいいですか？	

	 	 エイコ入ってくる	

やらはた	 いいぜ。適当に入ってくれ。	

エイコ	 おじゃまします。	

やらはた	 ここ俺の部屋だから、マジ自由にくつろいでいいからよ。	

コーせーじ	 ダッさ！	

セガレ	 しっ。	

やらはた	 喉…、なんか飲む？	

エイコ	 （酒を取り出し）これありますので。	

やらはた	 へー。	
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	 間	

セガレ	 この日は特にエロかったんだよ。	

やらはた	 葉っぱのヤツなんだけど、もうちょっと待って。	

エイコ	 ゆっくりでいいですよ。	

やらはた	 そうはいかねえし。友達？の頼み事だからよ。	

エイコ	 友達だからタメ語なんですね。。	

やらはた	 すいません。やめます。やっぱ変でしたよね？	

エイコ	 （じっと目を見つめ）そんなことない。嬉しいよ。ただねー。…友達でいい

の？	

やらはた	 …え？	

エイコ	 部屋に呼んだのは友達だから？	

やらはた	 いや…違います。	

エイコ	 ていうと？	

やらはた	 ……………ぽっ…	

エイコ	 ごめんなさい。	

やらはた	 何！？何！？	

エイコ	 ついからかってみたくなっちゃって。	

やらはた	 何どういうこと？	

エイコ	 私のタメ口は変でした？	

やらはた	 はあ！？なんだよそれええ！	

	 やらはた、オーバーなリアクションをとる	

	 その間に、エイコは酒のグラスに謎の液体を入れる	

セガレ	 やらはたが見ていない隙に、エイコはグラスに何かを入れたんだよ。	

やらはた	 ジンジンするから、急にタメ語とかやめろし。	

エイコ	 ごめん使ってみたくて。	

やらはた	 いいよ使えよ。	

コー	 気になるから言ってくれよ。グラスに何を入れたんだよ？	
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セガレ	 まーまー次行こうや。	

せーじ	 バイアグラ？	

セガレ	 しー。	

やらはた	 今日の仕事、めんどくさかったなー。	

コー	 お前のその言葉がめんどくせーよ！	

エイコ	 農業ってやっぱり疲れんの？	

やらはた	 別に。俺は鍛えてるからそれはねーけど、馴れたっていうか、あきたんだよ

な。	

エイコ	 体力が有り余ってると。	

やらはた	 おう、まーな。だから腹筋しねーと寝れないんだよね。	

エイコ	 でも今日は違う運動だよね？	

やらはた	 違う運動って？	

エイコ	 知ってるくせに。…疲れさせてあげる。	

やらはた	 いやそんなつもりで言ったわけじゃないんで、俺はただ普通に話したいと思

っただけなんで。ホントそんなつもりないっすからね。マジで。	

エイコ	 どうしたの？なんで急に敬語？	

やらはた	 ああああ、すいませ！あっやべ！	

エイコ	 落ち着いて。緊張しすぎじゃない？	

やらはた	 ちげーし！別に緊張とかしてねーし。	

エイコ	 そうですか。（自分のグラスを差し出し）飲んでいいよ。	

やらはた	 じゃあ貰っちゃおうかな。今オレちょうど酒飲みたかったし。	

エイコ	 それは緊張してるからかな？	

やらはた	 そうだよ！緊張してるんだよ！さっきからずっと！…だってありえなだ

ろ！？こんな君みたいなかわいい子が部屋にいるんだぜ！そんなのジンジン

するに決まってるし！酒飲まないとやってられないし！	

エイコ	 だったら早く飲みなよ。	

やらはた	 そんなせかさすなー！	
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	 やらはた、酒を一気飲み	

	 やらはた、倒れる	

エイコ	 ジンジンした？	

	 エイコ、やらはたに強烈なビンタを繰り出す	

せーじ	 やらはた死んだ！？	

	 エイコ、紙にメモ書き	

コー	 何か書いてんな！？	

	 エイコ、置き手紙とプレゼントのネックレスをおいて、出て行く	

	 コーセガレせーじ架空の押し入れから出てくる	

せーじ	 おせーて！おせーて！	

	 セガレ、手紙を手に取る	

エイコ	 言うよ今から！（音響）私もやらはたのこと好きかもしれない。箱の中にネ

ックレス入ってる。プレゼントだよ。もし私のことが好きならこのネックレ

スつけて、もちろん今日から。好きじゃないならつけなくていいけど…	

セガレ	 だって。	

せーじ	 性格悪！「もし私のこと好きなら」とか。こわこわ。	

コー	 モッタイナイ。	

せーじ	 そこかよ。	

セガレ	 見てよこのネックレス。	

コー＆せーじ	 怪しい。	

セガレ	 俺もそう思って、いじくってみたら、よくわかんない機械がいっぱい入って

て。…やべっ戻らねえ。	

	 セガレ、直そうとするもなおらない	

せーじ	 壊した？ねえ壊した？	

コー	 やっちゃったか？	

セガレ	 ダメだ直んねえ。	

コー	 あきらめんなよ。	
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	 猫のみーちゃん入ってくる	

セガレ	 みーちゃん。入ってきちゃダメでしょ。おいで。	

	 猫のみーちゃんにネックレスをつける	

	 猫のみーちゃんはける	

コー	 あげちゃダメだろ！	

セガレ	 だって恐いじゃん。やらはた怒るじゃん。	

コー	 そうりゃあ怒るかもしんねえけどさ。	

せーじ	 酒は？あれ結局なんだったの？	

セガレ	 …気になったから、みーちゃんが帰ったあとに飲んでみたんだよ。	

	 セガレ酒を飲む寝る	

	 エイコ入ってくる	

	 ネックレスがないことに気がつく	

	 ネックレスをしたみーちゃん入ってくる	

みーちゃん	 にゃー。	

エイコ	 待て。	

	 みーちゃんが出て、エイコもそれを追って出て行く	

セガレ	 気がついたら朝だった。起きろ！	

やらはた	 えっ。	

セガレ	 寝るなら、自分の部屋で寝ろ。	

やらはた	 ウィース。	

	 やらはた、はける	

14.  ガラパゴス	

せーじ	 てことは、やっぱりバイアグラじゃん！	

コー	 むしろ起きんだろそれ！	

セガレ	 たぶん睡眠薬じゃねえか？	
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コー	 大学生かよ。	

	 みーちゃん入ってくる	

セガレ	 みーちゃん。どしたの？	

	 みーちゃん、おびえている	

コー	 なんかおびえてねえか？	

セガレ	 あれみーちゃん？ネックレスは？	

せーじ	 さっきやらはたがつけてたよ。	

セガレ	 マジ？	

せーじ	 まじ。	

	 ネックレスをつけたやらはた入ってくる	

やらはた	 いい天気ですね。	

	 やらはたはける	

コー	 そういえばそうだ。つけてたよあいつ。	

セガレ	 どうして取っちゃったの？	

	 みーちゃん、セガレを避ける	

みーちゃん	 人間嫌い。人間いじめる。人間いない世界、帰る。あと、なんか俺だけ浮い

てる気がする。	

	 みーちゃんはける	

セガレ	 みーちゃん！	

コー	 どうしたんだろうな？	

せーじ	 あんなに人懐っこかったのにね。	

セガレ	 エイコだ。みーちゃんから奪ったんだ！	

コー	 あの女なんなんだろうな？。葉っぱ！？葉っぱ持ってくるって言ってなかっ

たっけ？	

せーじ	 それたぶん、やらはたが貰ってくるやつだよ。あの、ほら、バーベキューの

時の。	

コーセガレ	 あああ！	
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コー	 そういえば、あの煙吸ってから！	

セガレ	 やっぱおかしかったな！グリーンラベルでああはなんねーよ普通。	

せーじ	 あの後のビール！美味しかったああ！	

セガレ	 確かにウマかった！いや、ウマすぎた！	

コー	 口、喉、食道、胃とビールが通った場所が喜んでんのがわかんだよな。	

セガレ	 そして、ご飯が！	

三人	 美味しかったなあ！	

コー	 じゃあつまりは、エイコも美味しいご飯とビール目当てってことか。	

せーじ	 セーフじゃん！	

セガレ	 人生であんなに美味しいビールあった？	

コー	 ねーな。	

せーじ	 ないね。	

セガレ	 ウマすぎねえか？	

コー	 ウマすぎるな。	

せーじ	 みんな、目の前で倒れてちゃったしね。	

セガレ	 俺ら倒れたっけ？	

コー	 ウソつくなって。	

せーじ	 倒れたんだって！二人とも記憶ある？	

コーセガ	 …ない。	

せーじ	 ほらあ！	

コー	 そういえば給料もやけに、高けーよな？	

セガレ	 いくらだっけ？	

コー	 俺１００万、やらはた１５０万。それで、俺らが５０万ずつか。	

セガレ	 客二人しかいねえのに。	

コー	 それじゃ俺らの給料は払えねえな。	

せーじ	 お金は村木さんがくれる。	
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セガレ	 てことは、儲かってんのは農業だな。	

コー	 あの葉っぱとロージンってそんなに儲んのか？	

せーじ	 知らなーい。	

セガレ	 まずロージンなのかどうかが…。	

コー	 せーじどうなんだ？	

せーじ	 知らなーい。	

セガレ	 ヤバくね？	

コー	 やべーな。	

セガレ	 終わってね？	

コー	 終わったな。	

せーじ	 つんだね。	

コー	 つんだ？	

	 間	

コー	 逃げるか。	

セガレ	 そうだな。よし！準備しよ！	

	 コーセガ慌てて、帰ろうとする	

せーじ	 待って！やらはたは！？	

コー	 …諦めよう！	

セガレ	 よし！	

せーじ	 よし！	

	 慌てて準備	

コー	 待った！	

セガレ	 どうした？	

せーじ	 どうしたの？	

コー	 金もらってからにしねえか？	

セガレ	 コーちゃん何言ってんだよ！	
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コー	 でもさ！	

セガレ	 でもさじゃねえんだよ！今コーちゃんだってヤバい予感してんだろ！？	

コー	 ５０万だぞ！５０万５０万１００万、合わせて２００万！でっけーじゃねえ

か。	

セガレ	 死んだら意味ないだろ！	

コー	 意味はねえけど、俺らの居場所くらいすぐわかるんじゃね？さっきのＧＰＳ

もそーだし。この会話だって…。	

せーじ	 終わってんじゃん。	

セガレ	 ヤベえな！どうする？	

コー	 今俺らにできることは何だと思う？	

セガレ	 警察に相談！	

コー	 違う！	

せーじ	 護身用にトンファーを買う。	

コー	 違う！	

せーじ	 護身用にペットボトルに半分水入れた…	

コー	 違う！護身用違う！今俺らにできるのは！誰かの助けを待ちながら、酒を飲

むことだ！	

せーじ	 ダメだよ兄ちゃん！だって朝から飲んだら、アル中じゃん！	

セガレ	 そこじゃねーよ！コーちゃん答えてくれよ！いつ誰が助けてくれんの？コー

ちゃん？せーじ？それともやらはたは…誰もいねえだろ！	

せーじ	 へいパス！	

	 せーじ、ビールを配る	

コー	 ほらっ冷たいビールだ！キンキンに冷えてやがる！飲め！	

セガレ	 飲む。	

せーじ	 いいの？	

セガレ	 いーいー、もう飽きたから。よし、せーじ君、乾杯の式をとりたまえ。	

せーじ	 さっきあんなに反対してたじゃんかよ！	
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セガレ	 もういいんだって。	

せーじ	 諦めないでよ！セガレが反対したんだから、責任もってよ！	

セガレ	 せーじ、俺らにできる唯一の抵抗は、すーっごくキレイに掃除してある部屋

を、すーーーっごく汚すことぐらいだ。	

せーじ	 しょっぼ！	

セガレ	 しょぼくても！それが俺らの戦いだ！	

せーじ	 戦いだ！	

コー	 せーじ挨拶！	

せーじ	 おいお前自己紹介しろよ！	

セガレ	 やらはたっす。やらずに二十歳なんでやらはたっす。	

コー	 名前何て言うの？	

セガレ	 やらはたっす。やらずに二十歳なんでやらはたっす。	

コー	 そっちじゃなくて本名の方！	

セガレ	 田中たかしです。	

コー	 めっちゃ普通だね！	

三人	 ウィース！	

	 ビール飲む	

コー	 うまえな！	

せーじ	 つまみいる？	

コー	 頼むわ。	

せーじ	 おっけー。	

	 せーじはける	

セガレ	 なんか俺大丈夫な気がしてきた。	

コー	 だろ？こちとら合法じゃい！	

セガレ	 この背徳感がたまんねえんだよな。	

	 ボス入ってくる	

ボス	 上で飲んでろ。	
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コー	 了解っす。	

セガレ	 行くか。	

ボス	 すぐに終わるからよ。	

	 コーセガレはける	

	 諸星入ってくる	

ボス	 見つかるかるまで、ここに泊まっていいからよ。	

諸星	 やっぱり電話じゃダメですか？	

ボス	 それがダメだから呼んだんだけどなあ？	

諸星	 おっす。もう一回かけてみます！ラス１っす。（電話をかける）つながんな

いっすわ。	

ボス	 ここら辺にいるのは分かってんだろ？	

諸星	 それはおすなんですけど、俺じゃなくていいんじゃねえかなって…	

ボス	 てめえのとこのバカな部下が県警呼び出したから、こうなったんだろ！	

諸星	 おっす。すいません。	

ボス	 次、押忍って言ったら殴るからな！	

諸星	 押忍気をつけます。	

	 ボス殴る。	

ボス	 早く連れてこい！	

諸星	 押忍。（殴られる）もう一回、電話会社に調べさせて。	

ボス	 今日中な！	

諸星	 おっす。	

	 ボス殴る	

ボス	 おっすじゃねえよ！	

諸星	 県警にも詳しく聞きます。	

ボス	 おーい誰か来い！	

	 わかばとコー入ってくる。	

わかば	 あボスじゃん！久しぶり〜。	
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ボス	 元気でやってっか？	

わかば	 うーーーマックス！普通！	

ボス	 それはよかった。コイツお客さんだから、どっか泊めてやってくれ。	

わかば	 み！２０３行って！	

諸星	 おっす。	

	 ボス、諸星を殴る	

ボス	 次押忍って言ったら殺すからな。	

わかば	 早く行けよ！	

諸星	 ２０３の場所がわからんのです。	

わかば	 そこ出て階段上がって右に行けばあるよ。	

諸星	 はい。	

	 ボス、諸星を殴る	

	 諸星はける	

ボス	 じゃあしっかりな。	

わかば	 やってるわ！	

ボス	 そうだよな。悪かった。	

わかば	 早く帰れってくれよ！	

ボス	 わかったよ。じゃーな。	

わかば	 じゃーな！	

コー	 おつかれっす。	 	

	 ボスはける	

コー	 誰あれ？	

わかば	 お兄座って？	

コー	 おう。どうした？急に呼び出すなんて。あわかった！結婚すんだろ！	

	 わかば、黄色い紙をコーに渡す。	

	 ※ここからは紙に書いてある言葉は〈〉で表す	
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	 ※〈〉内の言葉はスピーカーで流してほしいです	

コー	 盗…。	

わかば	 〈盗聴器持たされてる＆エイコに脅されてるなう！〉	

	 わかば、ポケットから盗聴器を取り出す。	

コー	 〈俺ら終わった？〉	

わかば	 〈わかちゃんがなんとかする〉	

コー	 〈あとは頼んだ！〉	

	 わかば、帰ろうとするコーを引き止める	

	 別の色の紙を渡す	

わかば	 〈この台本よんで！〉	

コー	 〈誰が？〉	

	 わかば、コーを指差す	

	 コーとわかば、それぞれ台本を手に取り	

コー	 どうした？	

わかば	 ちょっと聞きたいことがあって。	

コー	 何？もしかしてセガレのこと？	

わかば	 〈（わかばうなずく）〉	

コー	 わかばうなずく。あいつ、昨日エイコちゃんがやらはたの部屋から出てくる

ところを見たんだって。それで部屋の中に入ったら、置き手紙が落ちててむ

かついたから破り捨てて、プレゼントのネックレスを猫にあげちゃったらし

いんだわ。かわいそうだから、そっとしといてやって。	

わかば	 はい。せーちゃんとやらはたとかにも 近おかしいなあってことあります

か？	

コー	 ないない。いつもとかわらない。	

わかば	 ならよかった。	

コー	 急になんでそんなこと急にきくわけ？	

わかば	 近深町さん見ないなーって思って。	
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コー	 それは、村木さんでしょ。あの人が連れ出してから見なくなったじゃん。	

わかば	 そういえばそうですね。知らなかった。	

コー	 俺の知ってることと言ったらそんくらいじゃね？もういい？	

わかば	 うん。ありがとう。	

	 わかば、紙に文字を書き始める	

わかば	 〈一枚目の黄色い紙を村木さんに渡してきて〉	

コー	 〈嫌だ！〉	

わかば	 〈じゃあ誰が行くの？〉	

コー	 〈ホントに行かなきゃダメ？〉	

わかば	 〈当たり前じゃん！〉	

	 セガレ入ってくる	

セガレ	 長いよ！	

コー	 セガレちょっとこっち来い。	

セガレ	 何？	

	 コー、セガレに黄色い紙を見せる	

セガレ	 盗…	

コーわかば	 しっ。	

	 わかば、盗聴器を見せる	

	 せーじ入る	

せーじ	 山賊焼きできたよ。	

セガレ	 せーじカモン。	

せーじ	 何だよ？	

	 セガレせーじに黄色い紙を見せる	

せーじ	 山賊焼きできたよ。	

わかば	 せーちゃん。	

	 わかば盗聴器を見せる	
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せーじ	 わかった。俺わかばのこと好きじゃん？好きなんだー。	

わかば	 誰かこの紙を村木さんに渡してきて〉	

	 みんな嫌がる	

セガレ	 わかばが行けよ	

わかば	 そろそろエイコが来る	

せーじ	 ジャンケンは？	

	 コーセガレうなずく	

	 セガレがジャンケンに負ける	

	 セガレ、嫌がる	

コー	 行けよ！	

セガレ	 やだ！	

わかば	 お願い！〉	

セガレ	 やだ！〉	

わかば	 なんで？〉	

セガレ	 恐い！〉	

コー	 行かなかったら絶交だぞ！〉	

セガレ	 絶好上等！〉	

せーじ	 キングコングのサイン入りポスター買ってあげる〉	

セガレ	 行ってきます（泣き）〉	

	 セガレ、黄色い紙を持ちはける	

コー	 俺らは何すればいい？〉	

わかば	 とりあえず別の場所で待機！〉	

せーじ	 わかばは？〉	

わかば	 色々片付いたら合流する！〉	

	 せーじ、何かを書くが消す	

せーじ	 頑張って！〉	
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	 わかば、了解ジェスチャー	

	 コー＆せーじうなずく	

	 コー＆せーじはける	

	 わかばそのまま残り、照明が変わる	

15.  道(わかばの妄想１)	

	 やらはた、入ってくる	

やらはた	 せーじたち、先行ってるって。	

	 わかば、体調悪そうにしてる	

やらはた	 大丈夫？顔真っ青だし、汗が凄いよ。	

わかば	 ちょっと休めば回復するから。	

やらはた	 水いる？	

わかば	 欲しい。	

	 やらはた、水を渡す	

やらはた	 はい。俺のだけど。		

わかば	 ごめん、やらはたが口つけたやつ 悪。	

やらはた	 …ははは、そうだよね。普通そう思うよな！俺でもいやだもん。こんな普段

なに食ってっかわかんねえデブの口づけなんてさ。バッチイバッチイ。えん

がちょ。うわ唾ついた汚ったね！ははははははは。俺が今から、新鮮で奇麗

な水買ってきてやるよ！待っててくれよな！マジ清潔だから！	

	 やらはた、泣きながらはける	

	 わかば、やらはたがはけるのを見て、全身で喜びを表現する！（様々

なことから解放された為）	

	 わかば、やらはたとは別の方向に走ってはける	

	 車の発信音	

	 暗転。	
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16.  ガラパゴス夜(わかばの妄想２)	

	 エイコ板付	

	 わかば入ってくる	

エイコ	 上はどう？	

わかば	 今村木さんが案内してる。	

	 エイコ、小さい袋を取り出す	

エイコ	 見て、さっき鞄開けたら、こんなのが入ってたよ。	

わかば	 村木さんだよね？	

エイコ	 早速仕掛けてきたよ。予定を変更するから。	

わかば	 わかった。	

エイコ	 やらはたが来たら、一緒に外に出て、私と村木だけにして。	

わかば	 わかちゃんたちは何したらいい！？	

エイコ	 とりあえず上野署方面向かって。	

わかば	 ケータイで場所教えるね。	

エイコ	 一応お願い。	

わかば	 一応？	

エイコ	 ＧＰＳでだいたいわかるから。	

わかば	 もしもの時は？	

エイコ	 ここに警察呼んで。	

わかば	 うっす。	

	 村木入ってくる	

村木	 カルタ部だって。今のお客さんたち。	

わかば	 大学？	

村木	 たぶん。	

わかば	 キモいね。	



 71	

村木	 それいいすぎ。	

エイコ	 遅いですね。	

わかば	 せーじたちなら飲み！	

エイコ	 違います。やらはたさんです。	

わかば	 知らなーい。	

村木	 飲みいいっすね。行きてーな。	

	 やらはた入ってくる	

やらはた	 こんちわーす。	

村木	 間がわりいな。せっかく楽しく女子会してたのに。	

やらはた	 なんだよ。俺来ちゃダメなんすか？	

村木	 ダメ。	

やらはた	 あんたうるせえ！エイコ、これ持ってきたよ。	

エイコ	 早いね。	

やらはた	 うん。ボスがくれた。	

エイコ	 わかば、今日は星が奇麗なんだって。	

わかば	 ホントに？見てきてもいい？	

エイコ	 いいよ。	

村木	 気をつけて。山間部は気候が変わりやすいからさ。よくあるんだよね。晴れ

てるかと思って洗濯物干してたら、突然雨が降り出して、みたいな。	

やらはた	 ありましたねー。服がクサくなりましたよねー。	

わかば	 もともとだろ。	

エイコ	 時と場合によっては、この部屋にも雨が降ったりして。	

やらはた	 泣いていい？	

わかば	 行くよ。	

やらはた	 どこに？	

わかば	 せーじたち今日飲みなんだって。	

やらはた	 マジか。誘ってくれよな。	
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エイコ	 さようなら。	

わかば	 バイバイ。	

村木	 バイバイ	

やらはた	 これは？	

エイコ	 とりあえず持ってて。	

やらはた	 うん。じゃまた。	

	 わかばとやらはたはける	

エイコ	 いいところですよね本当に。来てよかったです。	

村木	 どこが？何もなくね？	

エイコ	 ありますよ！ご飯おいしいし、自然にかこまれてるし、サンタさんいるし、

みんなさやしいし、いいところだらけですよ。	

村木	 サンタさんなんていたっけ？	

エイコ	 私もびっくりしました。さっき部屋に戻ったら、荷物が増えてたんです。盗

まれるならまだしも、増やされるって、クリスマスくらいしかないですよ

ね？	

村木	 そんなことってあるんだ。すごーい。	

	 エイコ、村木にプレゼントを投げつける	

エイコ	 ９時に買い出しに行くよじゃねーよ。	

村木	 わかばちゃんか。	

	 エイコ、拳銃を取り出す	

エイコ	 さあ行こうか。	

	 村木、拳銃を取り出す	

村木	 どこに？教えてくださいよ。組織犯罪対策課巡査の住谷エイコさん。…どう

やら、ウチらはめられたみたいっすね。	

	 お互いに銃を向け合ったまま	

エイコ	 応援呼んでる？	

村木	 実は呼んでない。	
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エイコ	 私も。	

村木	 どうする？このままじゃ終わんねーよ？	

エイコ	 一つ提案。お互いに応援を呼ぶ。どちらかの応援が来るまでお互いに手を出

さない。どかしら？	

村木	 乗った。	

	 二人同時に、拳銃を下ろす。	

エイコ	 １階と２階にわかれるのはいかが？	

村木	 しびれるねえええ！じゃあ勝った方が選べるってことで。	

	 じゃんけんする	

エイコ	 私１階がいいんだけど。	

村木	 戦う必要なかったな。	

	 村木電話をかけながらはける	

	 エイコ、ケータイをいじっている	

	 コーセガレせーじ入る	

コーセガせー	 えー。	

せーじ	 まだ生きてんの？	

エイコ	 悪い？	

せーじ	 だるい！	

コー	 金もらえないじゃねえかよ！	

セガレ	 めんどくなったな。	

エイコ	 あんたたちも、わかばに言われてきた運び？	

コー	 まあな。	

エイコ	 これから来る人がお金くれるって。	

コー	 マジで！	

エイコ	 相手してあげて！	

コー	 わかった。	

せーじ	 村木さんかな？	
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セガレ	 だぶんな。	

	 エイコ、物陰に隠れて電話をしている	

	 ボス入る	

ボス	 よお！ここにおまわりの女いねえか！？	

コーせーセガ	 そこに。	

	 ボス、エイコを近距離で狙撃	

ボス	 兄ちゃんたちありがとな！	

コー	 え？	

セガレ	 嘘だよな？	

	 コーとセガレ、エイコの様子を見に行く	

せーじ	 お久しぶり！	

ボス	 おうせーじか！	

せーじ	 うんせーじ。	

ボス	 あいつらは誰だよ？	

せーじ	 バイトの二人です。	

ボス	 おいボンクラ！	

	 コーとセガ、ゆっくり振り向き	

コーセガ	 Ｍｅ？	

ボス	 セックス！まだ給料渡してなかったよな！？	

	 せーじ、エイコを拝みにいく	

セガレ	 俺たちいらないんで帰ってもいいですか？	

ボス	 そんな遠慮するんじゃないよ！働いた分はもらっておきなさいよ！	

セガレ	 ホントに大丈夫なんで…	

コー	 ありがとうございます！	

セガレ	 コーちゃん！この状況で何言ってんだよ！？	

コー	 バカ！５０万だぞ！	
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セガレ	 バカ！命はプライスレスだぞ！	 	

コー	 だからって一文無しで帰るきかよ！	

せーじ	 死んでんじゃん！	

セガレ	 見なくていいんだよ今は！	

ボス	 どうするんだよ？	

	 コーセガレ同時に答える	

コー	 いただきます！	

セガレ	 いただきません！	

ボス	 どっちなんだよ！？	

セガレ	 コーちゃん！	

コー	 だってもらわないと。僕たち一生懸命働いたじゃないか。	

せーじ	 そーだそーだ。	

セガレ	 この二人アンナカ中毒なんで気にしないでください！	

ボス	 お前らフランダースの犬って知ってっか？	

せーじ	 知らねー！	

ボス	 お前は？	

コー	 知らないっす！	

ボス	 まことは？	

セガレ	 俺は…まことじゃねえっす！	

ボス	 今のヤングたちはあんまり知らねーんだな！まず犬が死ぬんだよ。それから

パトラッシュ〜パトラッシュ〜っつって、ガキが死ぬんだよ。…だからなん

だって話だよな？	

せーじ	 はい。つまんないです！	

セガレ	 お前、何言ってんだよ！	

	 ボス、セガレに銃を向ける	

ボス	 うるせえな粗大ゴミ殺すぞ。	
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セガレ	 ええええ！？俺はあなたのとても徳の高いお話に対してこのバカが失礼な態

度を…	

	 ボス天井に銃を乱射	

ボス	 まことは外に行って土食べろ。	

セガレ	 はい！	

コー	 待てよ！せこいぞ！	

	 セガレはける	

	 村木入ってくる	

村木	 来てくれたんですね！	

ボス	 （長野オリンピックの人で）村木ぃいいい！（小泉純一郎で）よく頑張っ

た！感動した！（普通で）お前はよくやったからな。ゆっくり休んでろ。	

村木	 おっす！	

	 ボス、村木を撃つ	

ボス	 押忍って言うな！	

	 ボス、金の入った袋を渡す。	

ボス	 お前らなんか見たか？	

コー	 いえ、何も見てないです。失礼します。	

ボス	 いい夢見ろよ！	

	 ボス、部屋に灯油を撒き始める	

	 手下Ａタバコ吸いながら入る	

手下Ａ	 くっせガソリンっすか？	

ボス	 ああん！？	

手下Ａ	 さーせん、寝坊しちゃいやした。	

	 ボス、タバコに気がつき早口でまくしたてる	

ボス	 てめえ何持ってんだ、早く出ろ、ここで捨てんじゃねえ！	

	 慌てた手下Ａがタバコを床に落とす	

	 燃え上がる民宿ガラパゴス	
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	 暗転	

17.  	 ラスベガス(わかばの妄想３)	

	 サッポロ黒ラベルを飲んでる、コーせーじセガレ	

	 全員ラスベガスＴシャツを着てる	

	 セガレ、宿泊客のリストを見ている	

セガレ	 以外と来てるよ。	

コー	 何人？	

セガレ	 この４日間で１５人。ヤバくね？山梨でだよ。	

コー	 でも国内旅行流行ってるらいししな。	

セガレ	 そうなんだ。へー。	

せーじ	 さっき実はね。プロったんだよね。	

コー	 プロったって何だよ？	

セガレ	 プロポーズ？	

せーじ	 そうそれなんだけど、保留だった。	

コー	 だろうな。	

せーじ	 いけると思ったんだけどね。	

セガレ	 どこでプロった？	

せーじ	 サービスエリア。	

セガレ	 隙あらばだな。	

せーじ	 だって昨日分溜まってたんだもん。	

セガレ	 ノルマじゃないんだから。	

コー	 今日の分はどうしたんだよ？	

せーじ	 これから。	

コー	 一応頑張れよ！	 	

せーじ	 うん俺、一応頑張る。	
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セガレ	 遅くね！？	

	 せーじ、ケータイを開く	

せーじ	 ライン来てた。	

コー	 やらはたか？	

せーじ	 わかば。うわあなっが！	

コー	 読んで読んで！	

セガレ	 これキてんじゃねえか？	

せーじ	 えっと…	

	 わかば入る	

わかば	 せーちゃん今までありがとう。わかばはマレーシアに留学することになりま

した。なので結婚できません。さようなら。Ｐ•Ｓお金は大事に使ってね。	

せーじ	 …。な〜つのおわり〜な〜つのおわ〜り〜いには、ただあなたに会いたくな

〜るの〜	

コー	 お前には兄ちゃんがついてるぞ！	

セガレ	 せーじ！そんな歌歌ったらダメだ！	

	 やらはたが入ってくる	

やらはた	 先輩お兄さんせーじいいい！	

コー	 おっせえんだよ！殺すぞ！	

やらはた	 えええ！？	

セガレ	 今、ごたついてっからさー。	

やらはた	 俺わかばちゃんに巻かれたんす。	

コーセガ	 巻かれた！？	

やらはた	 そうなんすよ！俺が自販機で水買って戻ったら、車がなかったンス！	

	 コーとセガレ笑っちゃう	

	 コーとセガレせーじに目がいく	

セガレ	 巻かれたって、どこにだよ？	

コー	 せーじ、いいかんげん歌うのやめろよ。	
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セガレ	 どうせすぐに帰って…	

コーセガ	 あっ！（顔を見合わせる）マレーシア！	

コー	 そういうことか！	

セガレ	 そういうことね。	

コー	 乾杯だな！	

	 全員ビール持つ	

コー	 セガレあいさつ！	

やらはた	 よっ！日本！	

コー	 なんかねえのかよ！	

セガレ	 色々あったけど、金はあるし、一発ヌけたし、なんだかんだよかったな！	

せーじ	 死んだよ。ついさっき、いっぱい死んだんだよ！	

	 間	

セガレ	 俺らはみんなハッピーだからよし！かんぱーい！	

コーセガやらは	 かんぱーい！	

せーじ	 （暗く）かんぱーい。	

セガレ	 落ち込むなって。	

コー	 金ありゃなんとかなんだろ！あの金見れば元気になるって！なあセガレ！	

セガレ	 そうだね！早速拝みますか！？	

やらはた	 …。	

コー	 いいねえ！	

	 間	

コー	 セガレ！早く見せろよ！	

セガレ	 俺せーじに渡したよ。	

せーじ	 俺はやらはたに渡した。	

コー	 お前は？	

やらはた	 巻かれました。	
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	 間	

コー	 車だけだよな？	

やらはた	 いや…	

セガレ	 金は？	

やらはた	 …車の中。	

わかば	 （できればエコー効かせて）〈お金は大事に使ってね〉	

全員	 ヤバいヤバい！（的なことを言う）	

	 車！	

	 鍵鍵！	

せーじ	 待って！みんな飲んでるよね？	

全員	 あっヤベ（的なことを言う）	

セガレ	 やらはた！	

やらはた	 あ？いや？は！？俺！？あれ？これ？何？	

	 やらはた、ビール飲んじゃう	

	 スローモーションで、全員で止めに行く	

	 やらはたは飲んでしまう	

全員	 （思いつく限りの暴言）	

やらはた	 すいません！すいません！ああああ！	

コー	 これ以上せめてもしょうがねえな。どうしよ。代行呼ぶ？	

セガレ	 行き先わかんないし、もう無理でしょ。	

せーじ	 マレーシアだよ！	

全員	 それだ！	

セガレ	 それだったら空港じゃね！？	

コー	 羽田行くぞ！！	

セガやら	 おー！！	

	 コーセガレはける	
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	 せーじ一人残る	

やらはた	 女なんてわかんねえよな？	

せーじ	 …。	

	 やらはたはける	

	 セガレ帰ってくる	

セガレ	 早く来いよ！お前が運転だろ！	

やらはた	 俺っすか！？	

セガレ	 一番飲んでないのお前じゃねえかよ！	

やらはた	 ホントだ！俺だ！	

セガレ	 行くぞ！	

やらはた	 ウィース！	

	 やらはた、セガレはける	

18.  ガラパゴス(せーじとわかばの 後の会話)	

	 わかば一人残り	

	 せーじ一人残り	

	 せーじ、まるで人がいるかのように話し始める	

わかば	 おはよ。	

せーじ	 おはよ…って昼だわ！お客さん行っちゃったわ。	

わかば	 あちゃー。	

せーじ	 何食べたい？	

わかば	 焼き肉。	

せーじ	 じゃあ、オニオングラタンスープパスタね！	

わかば	 何それおいしそう！	

せーじ	 すぐ作るから待ってて！	

	 せーじはける	
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	 わかばはそのまま残る	

19.  	 森	

	 村木、スコップを二つ持って入り、その場に置く	

新エイコ	 村木さん！一人じゃ無理！	

村木	 はいはい。	

	 村木、新エイコの元に向い	

	 新エイコと村木、大きい荷物（人が入っている）を持ってくる。	

村木	 以外とデカいっすね。	

エイコ	 切断しますか。	

村木	 そうだね。ちょっと待ってて！	

	 村木はける	

	 新エイコ、大きい荷物を見つめる	

エイコ	 後に味気ない話になってしまったわ。マル暴って利用価値があるみたいで、

結局エス一人の体重を７グラム軽くしてあげて終了。みなさんには何が見え

た？私らみたいに大脳が発達していると、どんなジャンキーでも、真っさら

なシラフでも、 後の 後に、いい旅にぶっ飛べるらしいよ。（死体袋に向

かって）	

新エイコ	 いい旅夢気分だね。	

	 わかば、エイコに向かって銃をぶっ放す	

	 エイコは気にもせず	

エイコ	 楽しみは 後にとっておくことにして、私はありきたりな物語に戻ります。	

	 ナタを握った村木入る	

村木	 ナタしかなかったっすわ。	

エイコ	 始めましょうか。	

	 エイコが大きい荷物を開封しようとしたところで	

	 暗転	 	
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20.  完	


