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学園能力バトル 

伊藤敬市 

 

［登場者］ 

・玉下駄マコト 

・便蔵さん 

・カンニングの辰 

・リー・サーチー 

・モンキー 

・赤原教授 

 

 

 

 

 

  照明：明転 

SE：学生のざわめき 

  玉下駄、下手に登場ドアを開け教室に入ってくる。 

  SE：玉下駄のセリフ入りに合わせてフェードアウト 

 

玉下駄   ここが日本の最高学府、東京大学の誇る最難関ゼミか。 

 右も左もくせ者ぞろいといった風だぜ。 

辰     オイ、入口を塞ぐんじゃない。 

玉下駄   おっと失礼。君も赤原教授のゼミを？ 

辰     見ない顔だな、新入りか。 

玉下駄   ああ、法学部１年、玉下駄マコト。ヨロシクな！ 

 

  手を差し出す玉下駄。辰それを無視して席に向かう 

 

辰     フン、舌を噛みそうな名前だ。 

玉下駄   なんだアイツ。 

便蔵    カンニングの辰。物理学科の 3年生ダス。カンニングの達人で、これまで受けた全ての試

験でカンニング合格しているらしいダス。 

玉下駄   なっ！ 

   

  照明：辰にスポットが当たる 

    リズムのよい音楽がかかる。 

  辰は怪しげなカンニング道具の準備をしている。 
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便蔵    物理理論に裏打ちされたカンニング技術は誰にも証拠を押さえることができないダス。カ

ンニングの辰は生まれて一度も試験勉強をしたことがないと言われているダス。 

辰     絶対にばれないカンニング、それこそ絶対の知識！ 

 

  照明：辰のスポットもどる 

 

玉下駄   なんてやつだ！ ところでアンタは？ 

便蔵    ワスは文学部の便蔵ダス。よろしくダス。 

玉下駄   そうか！ おれは玉下駄マコト。よろしくな便蔵！ 

便蔵    ところで玉下駄さん、どうして赤原ゼミに？ 

玉下駄   そりゃあ、赤原教授は東大で一番すげえ学者だからさ！ 

便蔵    玉下駄さん、それは赤原教授の表の顔ダス。 

玉下駄   え？ 

モンキー  ウキー！ ウキー！ 

玉下駄   教室にサルが！ 

モンキー  ウキキー！ 

 

SE：電子音声① 

   私はサルではありません。玉下駄さん 

 

便蔵    生命工学研究科のモンキー。IQ500・生命工学が生んだ最高傑作ダス。 

玉下駄   実験動物が学生！？ さすがは東京大学… 

モンキー  ウキキー 

 

SE：（電子音声②） 

   新しい仲間が増えたのですね。さあ、一緒に赤原教授を倒しましょう。 

 

玉下駄   教授を倒す？どういうことだ？ 

便蔵    赤原は落第した生徒を脅して脳改造を施し、研究のための奴隷にしている恐ろしい男ダス。

モンキーも犠牲者の一人ダス… 

玉下駄   の、脳改造！？ 

リー    ニオウヨニオウヨ―、家入一真が東京都知事になる匂いがするヨ。おや、新入生ネ。 

 

  リー、玉下駄のところへ行き、挨拶。 

 

玉下駄   1年の玉下駄だ、ヨロシク！ 

リー    リー・サーチーたヨー。よろしくたヨー。 

便蔵    社会学部の留学生ダス。ばつぐんの嗅覚で、いながらにして全世界のあらゆる情報を分析

することができるダス。 

 



『学園能力バトル』 

上演台本集／劇団だるい番外公演「Don't know why」 

3 / 7 

  照明：リーにスポット 

 

リー    ニオウヨ―、（国際ニュースを予言する）～タヨ！ 

 

  照明：スポットもどる 

 

玉下駄   ぜんぶ匂いで！？ さすがは東京大学…  

 

     音楽：フェードアウト 

     SE：学生たちのざわめき 

 

リー    こ、この匂いは！？ 

便蔵    赤原教授が来るダスー！！ 

 

  音楽：緊張を示すようなリズムのよい音楽 

 

赤原    選ばれし優秀な学生諸君、ようこそ吾輩のゼミへ！ 私が指導教官の赤原である。諸君に

は早速第一試験を受けてもらう。1 点たりとも点を損なうようなことがあれば、即刻退学

である！ 

 

  SE：大きくざわつく教室 

 

赤原によって試験用紙が配られる。 

 

玉下駄   退学！？  

辰     安心しろ、点を落としても退学を免れる方法が一つだけある。 

玉下駄   何だそれは？ 

辰     赤原教授に服従を誓い、脳改造を受け入れるんだ。 

便蔵    それが嫌なら 100点を取るしかないダス。 

赤原    私語は慎むように！質問は一切受け付けない。第一試験、始めい！ 

 

一同、試験冊子を開く。爆音。炎をあげる試験冊子 

 

  SE：鬨の声（ウオオオ） 

（音楽あおる） 

  照明：激しい色合いに変化 

 

一同    うおおお！ 

 

  音響：玉下駄のセリフ入りに合わせて音楽の音量下がる 
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玉下駄   難問に次ぐ難問、さすがは東京大学！ 

   

  照明：辰にスポット 

 

辰     幼いころから寝る間も惜しみ人生のすべてをカンニングの探究に捧げてきた・・俺のカン

ニングは絶対だ！ 

  

  照明：リーにスポット 

 

リー    ニオウヨー、ふるさとのみんなが応援しているヨ。卒業したらみんなに腹いっぱい食べさ

せてあげるヨ 

 

  照明：モンキーにスポット 

 

モンキー  ウキー 

 

SE：電子音声③ 

   それは問題の解決が容易。科学の産物。 

 

全員、問題を解きまくっている。 

 

玉下駄   俺も負けていられないぜ！ そうだ、便蔵さん。 

   

  音楽止まる。 

 

便蔵、ピクリとも動かない 

 

玉下駄   便蔵さん！？ 一問も解いていないみたいじゃないか！ どうして動かない！？ 手を動

かせ、頭を動かすんだ！ 

辰     待っているのさ・・・ あれが来るのをな。 

玉下駄   待っている、何を？ 

辰     キサマ、便蔵の能力を知らないのか。 

玉下駄   ？ 

モンキー  ウキー！ ウキー！ 

辰     やつは試験の前にわざとトイレに行かないことですさまじい便意尿意を催し土壇場で発揮

される驚異の集中力によって、あらゆるテストで大逆転を重ねてきた。 

玉下駄   だから便蔵！ 

辰     見ろ！ 便蔵の顔色がどんどん悪くなっていく！ 
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   SE：顔色がどんどん悪くなり＆便意MAXを表す SE 

   音楽：便意 

   照明：便意に合わせて変化していく 

   ものすごい勢いで問題を解き始める便蔵 

 

便蔵    ダスダスダスダス！ 

玉下駄   な、なにぃーっ！ 

便蔵    アドレナリンが！ ドーパミンが！ 抗利尿ホルモンが！ ワスの全身を駆け巡るダス！ 

玉下駄   がんばれ！ 便蔵さん！ 

便蔵    もれそうダスー 

モンキー  ウキー！ 

便蔵    ダスダスダスダス 

リー    風が変わったヨ！？ 

便蔵    ダス…ダス…！！ アアアーッ！ 

 

   SE：爆発音 → 無音に 

照明：暗転 

SE：試験終了を告げる鐘（役者移動終了後） 

 

赤原    時間だ。 

 

   照明：明転 

 

便蔵、リーは退場している。 

玉下駄が便蔵のいた席に消臭スプレーを撒いている。 

 

赤原    一次試験の通過者は 3名。他のものは退学手続きのため後で研究室に来るように。本日の

ゼミは以上。 

    

   SE：学生たちの悔しがりむせび泣く声。 

 

赤原、教室を出ていく。 

 

玉下駄   あれだけの数のゼミ生が、あっという間に 3人に… 

辰     ふんばりが利かなかったか。尻が裂けて死んだ。 

玉下駄   便蔵さん… 

辰     リーもウンチが臭すぎて死んだ。 

玉下駄   鼻が利くのも考えものだぜ・・・ 

 

  悲しい音楽。 
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辰     キサマ、見込みがあるようだ。俺と一緒に、赤原のアカデミックハラスメントを食い止め

よう！ 

玉下駄   しかし、俺には何の能力も 

辰   奴は東大総長を狙っている！ そうなったらこの国は破滅だ！ 

玉下駄   何か事情があるみたいだな。 

辰     俺の姉貴も東大生だったが、赤原ゼミに入ったきり帰ってこなかった。噂では東大農場に

監禁され、稲の遺伝子を体に組み込まれたらしい・・・ 

モンキー  ウキー 

 

SE：電子音声⑤ 

   辰さん、私はあなたに協力する。私たちのような被害をこれ以上出さないために 

 

辰     モンキー… 

 

音楽フェードアウト 

 

玉下駄   分かった、俺も力になるぜ。 

辰     玉下駄…！ かたじけない。 

  

二人、固い握手を交わす。 

エンディングを告げる明るい音楽。 

 

玉下駄   よォし、そうと決まれば、さっそく勉強会だな！ 

辰     俺には試験勉強は必要ない。また来週、この教室で会おう。 

玉下駄   そうか！俺たちの答案をカンニングするのか！図々しい奴だぜ！ 

モンキー  ウッキー 

玉下駄   ああ、とんでもない新学期になりそうだぜ。 ヨロシクな、モンキー！ 

 

玉下駄、モンキー、正面に見栄をきってストップ 

   

  照明：変化 

 

SE：ナレーション 

   運命に導かれ、最高学府に集った学生達！ 

   知恵を尽くして赤原教授の野望＜アカデミックハラスメント＞を打ち砕け！ 

 

  暗転 

 

字幕：「次回予告」 
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（これ以降は、台詞言ったらストップ） 

 

照明：中央スポット CI 

玉下駄   医学部で便蔵さんを見たあ！？ 

 

照明：上スポット CI 

モンキー  ウキーウキー 

 

照明：下スポット CI 

辰     畜生！ カンニングができない！・・・ 

モンキー  ウキーウキー 

玉下駄   よせモンキー！それはバナナじゃない！ 

モンキー  ウッキー 

 

SE：ナレーション 

   第２話 「モンキー死す」お楽しみに！！ 

 

暗転。 

 

終わり。 

 


