
青山ライフ出版





3

はじめに

起筆に当たり自らの半生を回顧してみると、どうやら気合い

を込めて3度ほどギヤを入れ替えたように思う。

1度目は、そろそろ進路を真剣に考えなければならなくなっ

た高校2年生の2学期の終りの頃。生を得て17歳まで空吹か

しさえせず、ひたすら流されるようにアイドリング状態を続け、

勉強に集中することもなく、だらだらと遊び呆けて暮らした。

それがまさに青天の霹靂、心機一転勉強一筋に生きてやるぞと

いう一大決心が脳髄を直撃した。惰性のニュートラルに一喝

を食わせたのだった。貴重な時間を空費した怠惰への猛反省

と充実した将来を渇望する強い思いがこの一念発起の点火剤

となった。だが、如何せん生来の愚鈍なる頭脳と恥辱ともいう

べき出遅れた発進が、自我の伸長を阻むかのように、終始身に

まとわりついた。それでもこの時の決意があったればこそ、70

歳を迎えようとする今の充実感と心の平静がある。ともかく、

こうしてニュートラルをローギアに切り替え、空白を埋めるべ

く大学進学を思い立った。

ところがそれまでの不勉強がたたり、英文科に在籍したにも
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かかわらず、レポートひとつが満足にまとめられない。2度目

のギアチェンジを決行せざるを得なくなった。それは読書に

全身全霊を注ぐことであった。事に当たって読了本のメモを

取り始めると、それが功を奏し、読書欲を掻き立て、五千冊読

破の目標に結実した。その後、身の程知らずにも、修士論文に

ジェームズ・ジョイスを選ぶまでに至った。メモは現在も続

いている。映画を一万本見ようという目標を生んだのもこの

時期であった。これもメモを取ることに決めた。

真面目で辛抱強いが、遅鈍の上に小心で、富とはまるで無

縁の自分が、どうしたら世の荒波に伍しつつ、自分の身の丈に

合った、とは言えちっとはましな生き方を構築できるのか、し

ばし模索する日々が続いた。学び得たもろもろの教訓が頭の

中で渦巻いた。37歳、3度目のギアチェンジを試みた。人生

は固いばかりではだめ、柔らかい面も兼ね備え、硬軟取り混ぜ、

バランスよく生きるのがよかろうという結論に達した。それ

までの経験から自分なりに首肯し、体得した教えや戒めをノー

トに書き留め、生きる支えとした。硬い方は一凡庸が生きる指

針とすべき語録、軟らかい方はダジャレのメモとなった。これ

らは教師としての日常生活や教壇上で、自負とまではいかない

までも大いに役に立ったと思う。言い添えるにとどめるが、こ

の折、修学旅行の定番である京都奈良への度重なる訪問が、全

国五百カ寺仏像行脚という新たなる目標へ発展し、これも達成

を目指してメモを取り始めた。　　

30年の歴史が詰まったダジャレのメモ、つまり軟らかい方

のメモを、独自の方法で整理したのがこの本である。うっかり

していると際限がなくなると思い、ここらを潮時と定めて、終
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止符を打つことにした。これを機に、ダジャレに傾倒するに

至った経緯や効用をも併せ述懐し、開陳に及んだ次第である。

同好の士もおれば蔑視する人も多かろうが、たかがダジャレさ

れどダジャレ、ダジャレは我がかけがえのない人生の友である。

一応順序立てた構成にはなっているものの、延々と続く同形

式にうんざりする向きも大いにあろう。したがって、頁を追っ

て読むよりアトランダムに開き、拾い読みしていただいて、噛

めば噛むほど味が出ると自負するこの書をご笑味くだされば

幸いである。

　　　　５月吉日

島田　一　
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Ⅰ　ダジャレの前に

1　笑いの感覚を養う
ダジャレは豊かな笑いの感性と鋭い音感に恵まれた肥沃な

土壌から芽生えやすいと思っている。それらが無意識の深層

にでもひそんでいてくれたら申し分ない。まず入門篇の一端

となる笑いから話を始めたい。

幸運にも小学生の頃から笑いの感覚を養う機会に恵まれ

た。一つは、昭和26年頃から始まったラジオ放送の寄席番組を、

かじりつくように聞いたことである。幼少の身には、主に一時

代前の大人の世界や人情を扱う古典落語より、モダン落語の方

が頭に入りやすく、ストレートに笑うことができたので、自然

の成り行きとして痴楽、歌奴、円右、枝太郎、今輔、米丸、柳昇、

笑三、円鏡、かえる、三平などの熱烈なファンとなった。中でも

子供心を掻き立てた痴楽の「綴り方教室」や歌奴の「授業中」を

絶品中の絶品と称え、落語のとりことなった。

いま一つは喜劇俳優が登場する映画である。となりの漁村

の、近隣では唯一の映画館が、毎月のように我が農村の小学校

の講堂で、出張映画会を催してくれた。常連客になるのはい

とも簡単なことであった。当時の有名喜劇俳優は多彩かつ多

才で、柳家金語楼、伴淳三郎、堺駿二、花菱アチャコ、古川緑波、

榎本健一、トニー谷、益田キートン、坊屋三郎など挙げたらき

りがなく、彼らの独特の台詞回し、しぐさ、筋の運びに笑いに

笑った。演技たるや至妙、現在のお笑いタレントの比ではなか

ろう。

苦もなくただ笑い転げているうちに笑いの渦中に巻き込ま
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れ、笑いの感覚が自然と身についてしまったようだ。ダジャレ

を口にしようとする時、笑いが宿る明るい性向が、心の深層に

根を張っていることが好ましい。

子供の頃は落語に映画に爆笑し大笑したが、ダジャレにふさ

わしいのは小さく静かな大人の笑いである。笑いを直感し陰

に陽にくすくす笑う。それが積もり積もって血となり肉となっ

て体中に平穏感が行き渡る。一瞬の大笑より、じわりじわりと

浸潤するくすくす笑いの方が体に優しい。これこそがダジャ

レに親しむ所以だと明言したい。

この世は笑いの材料がごろごろ転がっている。心の中にそ

れらを受け入れる余裕と準備があれば、心がけ次第で、感知力

は鋭さを増す。以下、日頃ため込んだ笑いの数々をご紹介する。

見聞・風聞・発見などが驚き・意外・皮肉・苦言・戯言・誇張・

疑問・不思議・滑稽・納得・願望・仮想・提案・感動・感服

など思いの諸相を喚起し、にんまりとした笑いを誘う。その周

辺にはおかしさ、うれしさ、楽しさ、面白さの心情が心地良い

波紋となって漂う。

例文は独断を以てキーワードを定め、太字で示して、それら

を五十音順に並べた。文句中の句読点は施してあるが、小片集

であることを考慮すると、文末の終止符が多すぎるのはかえっ

てうるさいと思い割愛した。説明文は別として、作品領域の各

行は小片間に原則一字分の空白を置いて作品毎の境界とし、行

頭詰めを徹底するとともに、行末も文句が及ぶ限り埋めてある。

また、見出しの五十音は各々に付き一ブロックを基本としてい

るが、品例が少ない場合はいくつかをひとまとめにした。この

形式は全編を通して適用される。ごく稀に一字分の空白が狭
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小に過ぎる場合があるのだが、厳しい記述条件がなせる業とお

目こぼしをいただきたい。

［あ］
learnの中に earnがある 愛から始まるアイウエオ、色から始

まるイロハニホ　お金で米を買うのは簡単だが愛で米をもら

うのはずっと難しい　愛とは女があーあーあーと言うと男が

いーいーいーと言うことから?　I love 愛 .アイ尽くし　英

語の Iは見るからに孤独　むずかしい挨拶という字。ム矢ミ

に夕なと覚えたい　これこそアイデア。屋根にでっかく江之

島亭。展望塔から丸見え　アイドルって怠け者のこと?　畑

の菜っ葉をむしり、シェフよろしく口に入れたら青虫をかん

だ　俺も赤だ。赤ちょうちんに入り浸り　いつまで赤ちゃん

をやっているんだ。赤点から脱出しろ　赤ちょうちんのお

やじが「高級店へようこそ」ときたもんだ　昔のラジオ番組

「明るい農村」は話題が暗かった　AKBって何 ?教えてって

言ったらアカンベー　空き巣に家中を荒らされないように現

金のありかを紙に書いて貼っておく　欠伸でオーの音を出せ

ばテノール歌手　悪役専門の俳優を善役に善役専門の俳優を

悪役に配したドラマをもっと見みたい　子供の頃はインディ

アンも佐幕派も悪役だった　植物に水をやりながら朝シャン

だ朝シャンだ　朝ドラは次々に事件を引き起こして半年放送

分のネタ作りに躍起　浅見光彦も寅さんと同じ。マドンナに

振られっぱなし　今手が離せないんだけど。足だけでもいい

か?　シェフが弟子の料理に「味な真似をしやがる」　親方に

足を洗えと言われて風呂場で足を洗った　あそこに向かっ

てこどもが「ダディ」「マミィ」　上流階級のご婦人方は遊んで
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ばっか。～してあそばせ、ごめんあそばせ　恩をあだで返すと

はこのこと。イモをあげたら放屁された　父の命を奪ったガ

ンに天誅を加えんと医師になった人がいる。これぞ現代の仇

討　頭はまめに使うこと。字が物語る　頭の先から足のてっ

ぺんまで。おや逆さま　お前は俺より厚着だね。ブラジャー

の分　「穴があったら入りたいよ」「お前はタコかい」　市役所

で木箱に向かってわっわっと言っているから何だと思ってよ

く見たら箱に「あなたの声をお聞かせください」と書いてあっ

た　やっぱり見るならアナログ映画に限る。落ち着く　アニ

メでは日本の科学が世界最先端　テレビのアニメは茶の間の

大人も楽しめるようにお色気をちょっぴりにじませる　きっ

とあの世は良い所なのだ。みんながみんな行ったきり帰って

こねえ　網走刑務所博物館で高倉健を探してしまった　中東

諸国よ、油を売ってばかりいないで世界平和に目覚めてよ　名

作曲家はよきアペタイザー。シュウマイ（シュウマン）・塩

（ショ）パン・ちゃんこ（チャイコ）フスキー・パフェ（パッヘ）

ルベル・ブラームース（ムス）・弁当（ベートー）ベン・もつ（モー

ツ）アルト・ラフ旨煮（マニ）ノフ　長く2列縦隊になり、音を

立てないようにそっと歩いているアベックの後ろに付く。気

が付いた二人が後ろを振り向くと同時に列を崩して素知らぬ

顔　トコロテンの発明者は天草四郎 ?　仁科亜季子があるテ

レビ番組で口にしたアラ還は絶品だね　アリ地獄にアリジゴ

クを落してみた　walkの中に歩くがある　走っているのに歩

くなと言われた　アルジェリアに無くてナイジェリアに有る

もの何?ナイ　「アルツハイマーになりそう」「そんなの忘れな

さい」　甲子園にアルプスの少女の黄色い声がこだましてい
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る　沖縄の安波・屋久島の安房・徳島の阿波・千葉の安房は

ひとつながり?　アンコ椿ってアンコを見ると唾が出るってこ

と?　暗証番号って暗唱不可番号?　安心の中に女心　アンデ

スメロンは安心ですメロンから?　

［ い ］
hear の中に ear がある　each knee sun she go rock city 

hatch cue jew　ETCはエトセトラ?　授業中「質問してもい

いかな?」「いいとも」　いい夫婦の日（11月22日）は婚姻届が

多いらしい　「いい物を見せてあげようか」「わあ大きい」　家

続きの狭い土地を最大限に活かす家は壊す時に困りはしな

いか?　家出したいなら毛利さんや向井さんくらいのことは

やってみるんだな　イ音ってア音やオ音と仲良しなのかなあ。

begin began・チックタック・キングコング・ディンドン・ピ

ンポン　胃潰瘍はガンもどき　ドラマの刑事って行きつけの

飲み屋があっていいなあ　「昼からはちと影もあり雲の峰」一

茶はこの句の中に7つの生き物を隠した　イギリスの国旗は

米印。米国の国旗にした方が良かったんじゃ　生きるの中に

kill  日本は四囲が海。いけすの中で生活しているようだ　池

袋は東に西武、西に東武　居酒屋で「つまみ出して」と言った

らつまみ出された　異臭を感じませんか?アクセサリー・ア

クセス・ウコン・エクソシスト・金木犀・公衆・校門・国際・

シリカゲル・大学生・大衆・地デジ・独裁・仁王・白菜・ビッ

グベン・約束・葉緑素・レークサイド　豪雪・豪雨・砂漠の

砂・雷電・台風・地震・津波・噴火・潮流などの自然の異

常現象を生活に逆利用できないものか　スキーうまいね。板

に付いてる　イタチョコってイタリアのチョコなの?　収穫
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時期が 1月から5 月だからイチゴって言うのかなあ　うち

は 1+1=5　いくら勉強しても成績が上がらない。いつも一

番　一万人の第九ならぬ一万人の般若心経大合唱を実現でき

ないか　一昨日の明日の昨日の明後日はいつだ?　どうして犬

や猫は拭かなくてもいいのかなあ　いびきがうるさいと思っ

ていたら急に静かになった。恐怖に襲われた　胃袋が一つし

かないからご飯を少な目にお願いします　胃部検診で仰向け、

うつ伏せを繰り返していたら左右がこんがらかった　山形県

人が写真を撮る時はイモニー　息子は駅で入口・出口・降り

口を、入ろ・出ろ・降りろと読んだ　海のイルカは陸の犬みた

い　遠山の金さんの刺青の桜はソメイヨシノではない　大岡

越前も刺青しておけば裁きに頭を使う必要が無かった　いろ

は歌や数え歌はダジャレの勉強に役立つ　この印はきれいだ。

実に判で押したようだ　インフルエンザの予防接種を済ませ

た翌日風邪をひいてしまった。風邪の菌の方が強い

［ う ］
はひふへほに各々あいうえおの冠を被せると面白い笑いにな

るが、うだけをそれぞれに被せても面白い　weak end 人間弱

いとおしまいだ　マンが無いのにどうしてマン。産むのにど

うしてウーマン。もっとも子宮はウームだが　あのウェート

レス細身。weightless　用が済み、のの字のの字のウォッシュ

レット　かなづちに浮かない顔　ウグイス嬢が兄の打順でア

ナウンス「4番サードお兄ちゃん」　オリンピックはアメリカの

選手のうさ（USA）ばらし　牛の字を見ると生きようという気

迫がみえる　牛の忍耐・蛇の執念・豹の行動を見習いたい　う

そはつくためにある。うそお !　未確認遊泳物体Unidentified 
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Swimming Object（USO）  歌を歌う時はセックスをしてい

るように　家の子に限ってそのようなことをします　こども

には鰻と偽って穴子を食わせ、自分らは鰻を食らう　日本語

では海の中に母がいるが、フランス語では母（mere）の中に

海（mer）がある　人生に近道なし。ただし、裏道は大いにあ

り　「うんうんって返事だけじゃだめじゃない?」「うん」　うん

こにいい色を着け、芳香を放つ発明が欲しい　千葉県が生ん

だ～。お母さんが産んだんじゃないの?

［ え ］
映画やドラマではどうしてあんなにすぐに彼氏や彼女ができ

てしまうのかなあ　中学校・高校と6年間英語を勉強したっ

てその総時間は毎日寝ないで勉強して正味約1カ月位のも

の　日本では文法英語・読解英語・受験英語といろんな英語

を勉強できる　映画はコミックに占領され、テレビは芸能プロ

に支配され、日本の映像文化は崩壊の体　Let me seeって ?

ええと　最高の笑顔は上歯を見せ、上歯の歯茎と下歯は見せ

ない　液状化現象は浜辺の砂遊びで実感　エキストラに「何年

役者やってんだ」　幼児の頃疫痢に罹り、三途の川を泳がされ

たが何とかターンして帰還　technologyの中に ecologyが

ある　ひろさちやのみちのくは異国のよう「エゾチック」に恐

れ入った　「江戸時代を知ってるか?」「影も形も無かったから

ねえ」　同時期に北町奉行が遠山金四郎、南町奉行が大岡忠相

だったら江戸の町は安泰だったろうなあ　「この蝶知ってる?」

「エドムラサキ」　エビが怒ってるぞ。角を生やして真っ赤に

なってる　エビを見て「かわいそうに、若いのにもうあんなに

腰が曲がってる」　エベレスト山が世界一高いと言ったって我
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が家から八街駅までの距離と同じだぞ　湯島天神で絵馬を見

ると漢字の間違いだらけ。合格大丈夫かなあ　MRIは狭さ

といい音といいまるで宇宙旅行気分　エルニーニョってサッ

カーの選手?　エロっぽい。愛のひとしずく・男を立てる女・

してやったり・スケッチ・すったもんだ・成功・精を出す・

出し入れ・フルマラソン・マッターホルン・万が一・マング

ローブの林・曼荼羅・マンホール・やる気満 ・々やる時はやる・

やればできる　バヌアツ共和国にエロマンガ島という島があ

るんだって　「あの俳優死ぬ演技うまいね」「死んだことがある

んじゃないのか」　遠足に足が遠のく　授業終了のチャイムが

鳴って「宴たけなわではありますが」　

［ お ］
動物のお医者さんが動物を好きなくらい人間のお医者さん

が人間を好きであって欲しい　魚のお医者さんを見てみた

い　忘年会・クリスマス・大晦日・正月と休む暇なく大騒

ぎ　オーストラリアでは todayが to dieに聞こえる　大晦日

の朝、隣の奥さんといきなり顔を合わせ、思わず「おめでとう」

と勇み足　私だって大家さんだ。体の中に天使と悪魔を住ま

わせている　かかあ天下にオール電化ときた日にゃ目も当て

られない　オーロラショーだと思ったらオーロラ輝子ショー

だった　「お母さんお母さんってうるさいわねえ。お母さんが

いないつもりでいなさい」「考えられない」　おかしな外国語が

あるもんだ。ケツクセ・ケモノ・コマンタレブー・ハイドー

ドー　タイ焼きを差し出して「はい尾頭付きだよ」　何となく

おかしい。犬にお代わりと言いながら自分も手を代える　億

の上は兆（腸）、腸の下は?　気合を入れて授業に向かい、張り
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切りすぎて階段を屋上まで上がってしまった　大仏次郎をだ

いぶつじろうと読んでしまった　「痛いの?」「お産ほどじゃな

いよ」　おしめってどっち。お湿それともお締め ?　映画本

「筑紫哲也の小津の魔法使い」にハハアと平伏　椅子を勧めな

がら「おすわり」握手する時は「お手」　昨年は大変お世話致し

ました　おっとのとがトトに、つまのまがママに?　家内安全。

夫は危険?　夫を逆さまにすると¥　男にもオッパイがあった

ら子育て協力が楽だろうに　あるようで無く、無いようで有る

ものは?誰かさんのオッパイ　お点前頂戴いたしますを「お手

を拝借」と言ってしまった　授業中生徒に「ご不明な点は今す

ぐお問い合せください」　「お父さんとどっちが食べるの早い

かな?」間髪を入れず「お父さん」　男が立たないよ。満を持し

ていたのになあ　男ができたら女の子ができた　どうか夫を

男にしてください　授業で生徒に「大人になったら眠くても寝

ていられないんだぞ」「だから今寝ているんです」　おとなのお

とは男?なは女?　「男のおしっこはマンション」「女のおしっ

こは?」「乙女メーション」　劣るとも勝らない　この大きなお

なかは何が入っているの?うんこ 僕のおなかは前衛音楽　ス

テーキもイモの煮っ転がしも食べてしまえば皆同じ　オーケ

ストラの音が最高に盛り上がったところで我慢に我慢を重ね

たおならを一発　水を打ったように静かな座禅やお茶席の場

やエレベーターの中に限っておならをしたくなる　おならし

て一言「これが現実や」　いくら好きで結婚しても嫁さんのお

ならは臭い　我が家の台所事情はスーパーのお姉ちゃんに、懐

具合は銀行のお姉ちゃんにすっかり見透かされている　怖く

てお化け屋敷のアルバイトができない　コアラやカンガルー
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の母親はいかにもおふくろって感じ　オフサイドルールの無

いサッカーの試合を見てみたい　俺が着るとお古。あいつが

着るとおしゃれ　オペラには排泄に似た爽快感がある　「お帰

りなさい、あなた。ご飯にする?お風呂にする?」「おまえにす

る」　お水取りは高級な大人の火遊び?　思い違いをしていた。

実際は、ウイーンは欧州の中央部というより東部に寄っており、

イギリスは北海道より北に位置し、山形市は日本海より太平洋

に近く、千曲川は太平洋ではなく日本海へ向かって流れ、九州

一高い山は阿蘇山ではなく屋久島の宮之浦岳だった　不条理・

馬鹿っ丁寧・重複・換喩などの面白表現あれこれ。穴を掘る・

怒りを買う・今の現状・御御御付け・お湯を沸かす・川が流

れる・唇を盗む・辞書を引く・テレビを見る・涙の物語・腹

を割る・筆が立つ・へそを曲げる・ポケットを探る・耳に入

れる・村が寝静まる等々　親の悪いところは放っておいても

似る。良いところは努力が要る　うちの子イケメンでしょ親

の子ですから　男が突然「お嫁に行きたくなっちゃった」　オ

リンピックとはがたいの大きい西洋人が公認で小柄で小癪な

日本人をいじめることができる国際大運動会　おれおれ詐欺

に「少々お待ちを。今本人に確かめてみますから」　メロンを

食べながら「実は私も温室育ちなんです」　世界の敵対者同士

が裸になって日本の温泉でのんびりくつろぐ光景を見てみた

い　東伊豆で朝日を、西伊豆で夕日を拝む温泉旅行　「ソの音

程で話すのがいいんだって」「ソう」

［ か ］俺の血を吸って蚊の奴め陰で吐いていた　朝の蚊が一

番搾りを吸いにけり　蚊は上手なお医者さん。刺されても痛

くない　どうして忍者の里には賀が付く。伊賀甲賀雑賀　な
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ぜガーデンと言うのにオーペンとは言わないの　一年中曇ら

ないカーブミラーを作って　きれいな風景を見ると口癖のよ

うに「外国みたい」　相撲界もテレビ界も外国人に乗っ取られ

そう　不思議だ。怪獣が破壊するビルディングの中に人っ子

ひとりいない　解説者よりアナウンサーの方が野球を知って

いる　回転寿司の三強。炙り・巻き・漬け　回転寿司の他人

の注文品は飛びっきりおいしそう　会費を払った飲み会で「い

ただきます」と言ったら「どうぞご遠慮なさらずに」　寅さん

をカウンセラーとして各学校に派遣して欲しかった　カエル

の子は買えない　田舎ではカエルさんが般若心経を合唱　東

洋人の顔は左右が仲良し。西洋人の顔は鼻が高すぎ左右が

隔離されて別物のよう　人間の顔と植物には共通の名称があ

る。め・はな・は　苦しそうな顔をして走っているマラソン

ランナーを見て「顔の筋肉も使って走っているんだね」　顔の

筋肉運動。あのいのうのえのおのえのマッスルマッスルと言っ

てみるといいんだって　おたくのガキとうちのお坊っちゃ

ま　女房がかぎ針編みに夢中になると、数を数えているので話

しかけられず、すっかり孤独　林の竹の一本一本に耳を当てて

「かぐや姫いるかい。いたら返事をして」　「いたんですか」「影

が薄いからねえ」　「過去を振り返ってみましょう」と言って後

ろを振り返る　I live in Tokyo過去形は?I live in Edo  春日

局って奈良の郵便局?　カスミソウは偉い。自分は目立たず

傍役となって花束の隙間を埋め、主役の花を引き立てる　自

分に風邪をうつしたと思っていた人が「あんたも風邪をひいた

の?」　ガソリンスタンドの店員は油を売ってはいけない　お

前らは大人の世界へ片足を突っ込んでいるが俺は棺桶へ片足


