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 笑いは平和のシンボル 
   笑い    和来 
 笑いは健康の素 
  ＮＫ細胞を活性化 
 Ｎ Ｎａｔｕｒａｌ  Ｋ Ｋｉｌｌｅｒ 
   ユーモア 血液 
    



   ダジャレ   日本語独特の言葉あそび 
 
言葉が成り立つ要素を音素という  
＊日本語には音素の数が４００程度しかないから  
  同音異語が多い 

（英語には４，０００の音素がある。もっとも少ないのは
ハワイ語でサ行とタ行がない） 
 
だじゃれの定義 

＊表の意味を、同じ音というトンネルをくぐらせて、別の
立場から、瞬時にそのひとつひとつの意味を検討し、第
２、第３の意味に解き明かす技術である。 
 
           
 
 



               ダジャレの主題 
 

１．諺、言い伝え、CM、漢字変換 
 

２．世の中の移り変わりを斜めから、 
  裏側から切り込む 
４．不正、不条理な事柄に対する批判や 
  怒りを盛り込む 
３．体制批判、文明批評 
４．不幸な出来事は扱わない 
    



三笠宮殿下 
 
くかいに身をしずめています 
        
       句会（苦界） 
 
１２句作るのにしくはっくしています 
         

       ４句８句（四苦八苦）       
 



田辺茂一（紀伊国屋書店創業社長） 
 
ゴホンときたら龍角散 
 
        ご本ときたら 紀伊国屋 
 

現ナマに手（ティー）を出すな 

ツーと言えばカーとくる 



 
 
 

１．ベンカイの泣き所 
 
２．赤ちゃんが風邪をひいたら“あ感冒” 
 
３．豪雨に排水の陣 
 
４．家宝は寝て待て 
 
５．偽物をつかまされて愚の骨董 
 



６．おごる兵器は久しからず 
 
７．インテリ 入ってる 
 
８．天上天下優雅独身 
 
９．太った歌手の多いメタボリタン歌劇団 
 
１０．金メダルは “Au” である 
 



１１．旅のカジノは賭け捨て 
 
１２．給料前なのに大胆ビフテキ 
 
１３．後は脳トレ山をはれ 
 
１４. 涙腺上のアリア 
 
 



１５．オナラのことを音質効果ガスという 

おならの語源     
 
鳴るがならに転じ 奈良という当て字が使われた 
 

いにしえの 奈良の都の  
     八重桜 けふ九重に においぬるかな 

おならの温度は？ 
  ヘイ１０度 
   



１６．老人に多い体がゆうこと器官支炎 
 
１７．バラマキ先導河井や 
 
１８．いきあたりバッテラ 
 
１９. 午後１０時はまだ酔いのくち 
 
２０．石破を叩いて派閥にスガる総理への道 



２１. 家賃が安くて官舎感激 
 
２２．歩道歩道にしてほしい暴走者 
 
２３．親の印鑑が子に報い 
 
２４. 子を持って知る親の音痴 
 
２５．親がなくては子は粗雑 
 
 



２６. 厳しい躾のベビー叱咤 
 
２７．泣く子と持病には勝てない 
 
２８．倦怠期不倫度実験 
 
２９．菜食主義者はベジタベル （菜食健美） 
 
３０．新婚の妻をポージョレ女房と言う 
 



３１．長崎弁をためしてバッテン 
 
３２．しわよせなら手を抜こう 
 
３３．渡る世間は重荷ばかり 
 
３４．納豆食って体大豆にして下さい 
 
３５．ころばぬ先の杖 
 
３６．酒客転倒 
 
 



 
日本転倒防止学会 
 
つまずいた 昔青春 今段差 
上がらない 年金小遣い つま先が 
 
ぬ    ぬれる 
か    階段  
づけ   かたづけ 



 
３７．健忘術策 
 
３８．率先炊飯 
 
３９．非凡な人が育てる盆栽 
 
４０．老いてますます左官 



４１．ナースすべがない看護師不足 
 
４２．隣国のキムチはよくわからない 
 
４３．レバノンへの逃亡のゴーンは 
              脱兎サンです 
  
４４．冬きたりならば 春唐辛子 



４５．水戸偕楽園の女性通訳は    
              バイリンガール 
４６．アクセント身につかず 
 
４７．頭髪が薄くなってもくじ毛ない 
 
４８．悪歌は寮歌を駆逐する 
 
 
 



４９．夫婦喧嘩は犬も食えない 

    始  

   女の無口は始めだけ 
 
 男は 勝てない 
     勝たない 
     勝ちたくない 



妻の禁句 
①ろくに出世もしないし甲斐性なし 
②男らしくない 
③ハゲ・チビ・デブ 
④よその亭主との比較 
⑤どうしてこんな人と結婚したんだろう 
 
夫の禁句 
①誰のお陰でめしが食えると分かって 
 るのか 



５０．聞け下積みの声 
 
５１. 乗っても何もくれない景品急行 
 

５２．子供の阿波踊りのチームはチルド連 

 
５３．Restaurant Coupon 
 
５４．My father is my mother 
 



55. Classic bread 
 
56. Health volunteer 
 
５７．犬は鯨をみたときWhale だろうか 
 
５８．昔の事を懐かしがるノスタルジジー 



５９．天高くウーマン肥ゆる秋 
 
６０．産休 very much 
 
６１．貧乏肥満なし 
 
６２．地元ワークも悪くない 
 
６３．もう歳だから覚えられない 
           忘却ブラリー 



６４．天気予報が当たらないのは 
             まだ雨チュアだ 
６５．地震予知はヨチヨチ歩き 
 
６６．四面ソ下の北方領土問題 
 
６７．只今から新郎妊婦の登場です 
 
６８．難民いるか数え切れない   



６９．短冊にタナボタを祈願した 
 
７０．サンマが高くて目を白黒 
 
７１．俺はソバ打ちにかけては麺許皆伝 
 

７２．奥の舗装道 
 

７３.  閉経B４８ 



７４．低俗は力なり 
 
７５.  スマ歩は危険 
 
７６．ムンクと立ち上がる脱原発の叫び 

 
７７．写真を撮るなら裸婦な格好でいいよ 



７８．貧すりゃドロンする 
 
７９．位置を聞いて渋滞を知る 
 
８０．閉店の霹靂 
 

 
 



             人生いろいろ  
  
１）人生うろうろ  転職５回、遂に天職にありつけなかった 
 
２）人生おろおろ  オレオレの声に動揺してつい支払う 
 
３）人生きょろきょろ    結婚式場で目移りする花婿 
 
４）人生ころころ   コロの子はココロ 孫はマゴコロ 
 
５）人生ごろごろ  ごろ寝するだけでも腹が減る、腹 
            の虫がごろごろ 
 
 
 



６）人生げらげら   失敗しても笑てんか 
 
７）人生ジロジロ  ボインのご婦人は豊乳類である          
 
８）人生そろそろ  「お迎えが近いですね」「小便が近い 
             だけだ」 
９）人生あれあれ     あれで通じる老夫婦の会話 
 
１０）人生ひょろひょろ  背ばかり伸びて、何かに 
                心をモヤシなさい 
１１）人生べろんべろん  「又、二日酔いかね」 
                「ふつつかながら」 
１３）人生めろめろ     孫には甘いジジババ 
 



        新人の季節だよ 

ピカピカの１年生  ハゲ頭のわしが大学に再入学 
侵入生        裏口入学の学生のこと 
新人寒稽古会    新人歓迎会と思ったら大間違い 
あまり新米するな  やさしい先輩の励まし 
新陳退社       入ったばかりなのにもう辞めるの 
やルーキー満々   健気な新人です 
ヨーイ鈍        スタートダッシュに難がある 
内弟子止まん    師匠に直訴してやっと入門 
初お目ミエ      中尾ミエのデビュー 
鳶入学        手に職をつけるなら早い方がよい 
病院実習      インターン緩急あれば医療に奉じ 



                  替え歌 
  元歌にストーリーがあり、キーワードを替える 
 ことにより違うストーリーが生まれる 
 
１．あなた変わりはないですか  
    日毎寒さがつのります（北の宿） 
   →あなたの代わりはないですか 
    日毎憎さがつのります 
２．吹けば飛ぶような将棋の駒に  
         かけた命を笑わば笑え（王将） 
  →フケが飛ぶような頭のかゆみ  
          かけたトニックを使わば使え 
  



 
 
 

♪久しぶりに 手を引いて 
     親子で歩ける 嬉しさに 
  小さいころが 浮かんできますよ 
  おっ母さん  ここがここが二重橋 
      記念の写真を とりましょうか 
          （東京だよ おっ母さん） 
 
♪久しぶりに 手を引いて 
      親子で歩ける 嬉しさに  
   新型コロナが 流行っていますよ 
  おっ母さん  ここがここが新宿 
  ソシアルディスタンスをとりましょうか 
 



            『替え歌一代記』 
親は勉強しろばっかり言うので（わたしは街の子） 
♪♪私は一人っ子 気ままの子 親に反抗がつのる頃 
           いつものように グレました♪ 
学校ではいじめられました(琵琶湖周航歌) 
♪♪われはいじめられっこ さすらいの 自殺ゴッコに 
           しみじみと ♪♪ 
それでも高校三年生になりました。(高校三年生) 
♪♪アーアー親不孝三年生 僕らハグレ浪人になろうとも 
           親の支えはいつまでも ♪♪ 
入試に何度も失敗しました。（湯島の白梅） 
♪♪湯島通れば 腹が立つ 落ちた入試に 絵馬の嘘♪ 



どうにか大学に入り４年生になりました（祝い酒） 
♪♪ 就活面接 ヨイショと超えて 今日はおまえの  
            晴れの内定だよ ♪♪ 
会社の上司はいい人でした（いっぽんどっこの唄） 
♪♪ ボロクソは言っても 心は情け どんな上司より 
           素敵だぜ ♪♪ 
職場のＯＬとデートをしました（若いお巡りさん） 
♪♪ もしもし ベンチで何する お二人さん  
  早くお帰りノゾキが居る 野暮な説教 
   するんじゃないが ここらは近頃物騒だ  
    デートの続きは 明日にしたら  
      そろそろ広場の  灯が消える♪♪ 
 



やがて結婚し、マイホームを持ちました（若者たち） 
♪♪ 君の住む家は はるかに遠い だのに何故 
      歯を食いしばり 君は住むのか  
              ローンを払ってまで♪♪ 
ただただ一生懸命働きました（別れ船） 
  ♪♪ 残業つきない 果てしない  
          別れ終電のベルが鳴る ♪♪ 
会社が業績評価を取り入れました（孫） 
  ♪♪なんでそんなに厳しいのかよ 
      業績という名の 尻叩き♪♪ 
宴会でかくし芸に黒田節をサンタルチアで歌いました 
  ♪酒は飲め飲め 飲むならば 日の本一のこの槍を  
    飲みとるほどに飲むならば ヒトタル  
      フタタル サンタルチア♪♪   
 



次の上司にいびられました（哀愁列車） 
  ♪♪ ほされて ほされて ほされていながらいる俺に 
          恥をかかせる島流し 
      つらい辞令の日がきたが 出世心につまずいて 
           流す涙の転勤列車 ♪♪ 
やがて恐れていた日がきました（今日でお別れ） 
   ♪♪ 今日でお別れね もう勤めない  
     肩書きなしでも いたいけれど 信じられないの 
      その一言 あの甘い言葉を ささやいた社長が 
          突然リストラ 言えるなんて ♪♪ 
傷心の末、株に手を出したが（ラブ・イズ・オーバー） 
♪♪ カブ・イズ・オーバー 悔しいけれど  
                手仕舞いしよう ♪♪ 
 
 



後はジャンボくじに夢を託します（恋歌綴り） 
  ♪♪ ため息まじりの抽選は 胸の騒ぎか思い入れか 
       それともまさかのあの夢の 
     欲にかられたジャンボくじ アーアー夢外れ  
       あて外れ 買えば買うほど虚しいくせに 
     ７億円どこにいるの ７億円あたりたいよ ♪♪ 
家の中での僕は（枯れすすき） 
  ♪♪ 俺は家庭の 粗大ゴミ なのにお前は  
        派手が好き  どうせおいらは この世では 
           羽も延ばせない 粗大ごみ ♪♪ 
痴呆症だけは注意しました（道頓堀人情） 
  ♪♪ 物忘れくらいで 泣くのは阿呆や 
        脳トレで鍛えろ 余暇の夜は  
   ボケたらあかん ボケたらあかんで 認知症♪♪  
 



代々遺伝的に心臓が悪くて（お馬の親子） 
  ♪♪ 心不全の親子は 仲良しこよし  
  いつでも一緒に ポックリポックリ逝くよ♪♪ 
最後は（おー牧場はみどり） 
  ♪♪ おー焼き場はけむり ♪♪   
   これで人生一巻のおわりでございます。 
 
（番外編）遺産の相続をめぐって(千の風になって) 
  ♪♪ 私のお墓の前で  
        もうもめないでください 
  ここには遺産はありません  
     隠してなんかいません ♪♪ 
 


