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このシナリオは、クラウドファンディングご支援の判断材料として頂

くために配布しております。 

このシナリオは短編映画用のシナリオです。VR 映画用のシナリオは、

別のシナリオとなっております。また、ご支援者様にもリターンで見ても

らう際に楽しんで頂くため、終盤の展開は記載されておりません。 

またこのシナリオは、初稿のシナリオであり、今後制作をしていく中

で変更する可能性はございます。 

こちらの点、ご了承ください。 

大森信幸 

 

 

シナリオ 

   「愚か者の恋」 

 

               大森信幸 

 

登場人物 

久保井（３２）…植松俊 

彩恵（２１）…鈴木もも 

川野（３３）…平田耕太郎 

松永（２５）…野間一輝 

 

○商店街・全景 

久保井Ｎ「もしもし、久保井です」 

彩恵Ｎ「久保井さん、あの、来週の土曜日って空いてますか？」 

久保井Ｎ「え、来週ですか、あ、多分、空いてますけど」 

彩恵Ｎ「実は実家から牡蠣が送られてきまして、牡蠣鍋パーティーしませ

んか？」 

久保井Ｎ「え、あ、はいわかりました」 

 

○商店街・通り 

歩いている久保井。手にはお土産の袋。 

 

〇住宅街 

目的地にたどり着いた久保井。 

嬉しそうな久保井の顔。 

久保井「あ、ここ…じゃない…」 

 

○メインタイトルイン「愚か者の恋」 
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○マンション・全景 

 

○マンション・廊下 

緊張した面持ちで立っている久保井。チャイムを押す。 

「はーい」という女の子の声 

より緊張感を増す久保井。 

ドアが開く。彩恵（２１）が顔を出す。 

彩恵「久保井さん、ようこそ～」 

久保井「あはい」 

彩恵「迷いました？」 

久保井「全然、ちょっと別の用事で遅くなりまして」 

彩恵「そうなんですね。どうぞどうぞ」 

久保井「お邪魔します～」 

「よっ！」と彩恵の後ろから声が聞こえる。 

久保井「！？」 

   川野が顔を出す。 

川野「久保井さん、遅かったね」 

久保井「あ、川野さん」 

   川野、サワーの缶を手に持ちながら、 

川野、サワーの缶を手に持ちながら、 

川野「先にいっぱいやってるよ」 

久保井「あ、そうなんですね」 

川野「迷った？」 

久保井「迷ってないです」 

川野「あそうなんだ、俺、迷っちゃったよ」 

久保井「そうなんですね」 

川野「俺、初めて来た時、彩恵ちゃんに迎えに来てもらっちゃったもん。 

ね？」 

彩恵「はい！やっぱり変なところに住んじゃってるんですかね」 

川野「まあいいんじゃない、家賃安いし」 

久保井「そうなんですね」 

彩恵「久保井さん、どうぞどうぞ」 

久保井「あはい、お邪魔します」 

   部屋にあがる久保井。 

久保井「……」    

 

○彩恵の部屋 

  テ ー ブ ル に は 牡 蛎 鍋 用 の 牡 蛎 が お か れ て い る 。 

   座っている久保井。川野はソファに座っている。 
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彩恵「久保井さん、何飲みますか？」 

久保井「え？ あ、じゃあビールで」 

「はーい」と冷蔵庫からビールを取り出す彩恵。「すいません」 

とビールを受け取る久保井。彩恵、久保井の隣に座る。 

久保井「……（彩恵の顔を見る）」 

彩恵「久保井さん」 

久保井「え？」 

彩恵「乾杯」 

久保井「あ、乾杯。すいません」 

乾杯をする三人。 

川野「久保井さん、お土産買ってきた？」 

久保井「え、あ」 

紙袋を見る久保井。 

川野「俺買ってきてないんですよ～悩んじゃうんですよね。どれくらいの

お土産を買えばいいのか。高そうなお土産を買えば、逆に持ってこら

れた人は悪いなあと思っちゃうじゃないですか？ かといって、安い

お土産を持ってくると、大した土産買ってこないんだなこいつってね」 

彩恵「そんなの思いませんよ」 

川野「いやいや、そこはね言わないよ。でも、俺そういうの気にしちゃう

の」 

彩恵「あ～」 

川野「だから、めんどくさくなっちゃって、何も買えない。それにさ、俺

が買ってきたのに、別の人が買ってきてなかったら、その人に『あ、

やべ買ってきてない』って思わせちゃうじゃない？」 

久保井「はあ」 

紙袋を背中に隠す久保井。 

川野「久保井さん、それお土産じゃないの？」 

久保井「あ、これは」 

川野「…そういうのも傷つくよね」 

久保井「すみません」 

彩恵「川野さん、考えすぎですよ」 

川野「そうなんだけどね」 

彩恵「川野さんが買ってこようが、買ってこまいが、私は全然気にしませ

んから」 

川野「彩恵さんはそのタイプだ」 

彩恵「そもそも、来てくれたってだけで嬉しいですからね」 

川野「うんうん。なるほどね。なんなんだろうね、この子」 

久保井「え」 

川野「だから、俺らみたいなおじさんなんて、呼んで何が得かなあとこっ

ちは思ってるけど、なんかあるんだよね？」 
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久保井「あぁ」 

彩恵「何もないですよ」 

川野「あ〜そうなんだ」 

久保井「彩恵さん的には好意で呼んでるんだよね」 

彩恵「そうですよ！ てか、二人とも若いじゃないですか？」 

川野「そう？」 

彩恵「そうですよ、話も面白いし、私、友達少ないから、こうやって一緒

にお鍋やってくれるの付き合ってくれて、本当に感謝してます」 

川野「そっか～おじさんだけど、よかったよね、久保井さん」 

久保井「はい」 

川野「久保井さん、ちなみにそのお土産は何なの？」 

自信満々にプレゼントを開ける久保井。 

プレゼントの中は、スターフルーツ。 

久保井「これです。あの、まな板と包丁借りていいですか？」 

   ×   ×   × 

   まな板の上で、スターフルーツを切る久保井。 

川野・彩恵「……」 

   切り終わった久保井。手にはスター型のフルーツ。 

川野「お～」 

彩恵「スターですね」 

久保井「それです」 

川野「え？」 

久保井「お～スター、オースター、オイスター……ダジャレです」 

川野・彩恵「……」 

   ×   ×   × 

   彩恵、台所でお鍋の準備をしている。 

   テーブルについている久保井と川野。 

彩恵「もうちょっと待ってくださいね」 

久保井「あ、すみません。何か手伝いましょうか？」 

彩恵「大丈夫です！」 

久保井「あ、でも」 

彩恵「お客さんですから」 

久保井「あぁ、すみません」 

川野「まあまあ、久保井さん、ここは飲みましょうよ」 

久保井「あ、どうも」 

   久保井のコップにビールをつぐ川野。 

久保井「ありがとうございます」 

川野「しかし、久保井さん、ほんと細いね」 

久保井「え、そうですか？」 

川野「うん、細いよ」 
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久保井「あ～食べなきゃですよね」 

川野「モデルとかすりゃいいんじゃないの？ えいってしたらポキッと折

れそうだもん。（彩恵に）ね、そう思わない？」 

彩恵「え、なんですか？」 

川野「久保井さん」 

彩恵「え？」 

川野「折れそうじゃないかって話」 

彩恵「（よく話がわかってない）あ～そうですね」 

久保井「いやそんなことないですよ」 

川野「うん、もっと食べた方がいいんじゃない？」 

久保井「食べてますよ。一応、これでも筋トレもしていて」 

川野「そうなんだ」 

久保井「はい。川野さん、本当の腕立て伏せって知ってますか？」 

川野「本当の？ ん〜いや、本当かどうかはわからないけど、普通の腕立

て伏せは知ってるよ」 

久保井「そうですか」 

川野「久保井さんは、本当の腕立て伏せ知ってるんだね」 

久保井「はい！」 

川野「ふーん、どうやるの？」 

久保井「本当の腕立て伏せは、フォームが命です。間違ったフォームで何

回やってもそれは効果として薄いです」 

川野「うん、そうなんだ」 

腕立て伏せの態勢になる久保井。 

久保井「本当の腕立て伏せはこうです！」 

川野「……普通のは？」 

久保井「普通のはこうです！」 

   少しワイドに両手を広げる久保井。 

川野「……あまり変わらないんじゃない？」 

久保井「あ、あ、あ、違うんです」 

川野「え」 

久保井「これだけじゃないんです」 

川野「あそうなんだ」 

久保井「呼吸です！」 

川野「呼吸」 

久保井「普通の腕立て伏せは、息を止めてやる方が多いですが、本当のリ

ズムで呼吸をすることが大事です」 

川野「本当のって多いね。どうやるの？」 

久保井「こうです」 

   腕立て伏せを実践する久保井。 

久保井「（息を吸いながら）す～、（息を吐く）はあ～。ここで大事なの
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はちゃんと背中の筋肉で床を押す感覚です」 

川野「なるほど」 

   川野も久保井の隣で腕立て伏せの態勢になる。 

川野「こう？」 

久保井「そうですね」 

川野「へえ～これ、毎日やってるの？」 

久保井「はい！じゃあ…」 

彩恵「何やってるんですか？」 

久保井「あ、腕立て伏せです」 

川野「今、久保井さんに本当の腕立て伏せ、教えてもらってんの？」 

彩恵「へえ」 

川野「毎日やってるんだって」 

彩恵「へえ～すご～い」 

久保井「じゃあ、川…」 

川野「い～～ち」 

   カウントをしだす川野。腕立て伏せを始める。それにつられて久保

井も腕立て伏せを開始。普段のスピードとは違うので、ちょっと辛

い久保井。 

彩恵「お鍋、もうちょっとで出来ますからね」 

川野「ご～、ろ～く、あ～これ確かに効きますね」 

久保井「ですよね」 

川野「俺、腕立て伏せなんて久しぶりだから、結構きついな～、な～な！」 

久保井「ですよね…」 

川野「久保井さん、これ毎日やってるんだもんね」 

久保井「あ、毎日…いや、ほぼ毎日ですよね」 

   久保井の腕、ちょっとプルプルしてる。 

川野「毎日やってるのか～」 

久保井「川野さん」 

川野「は～ち」 

久保井「川野さん」 

川野「きゅ～！」 

彩恵「二人ともお鍋できましたよ」 

久保井「できましたか？」 

川野「じゅ～」 

久保井「川野さん川野さん」 

川野「ん？」 

久保井「もうや」 

彩恵「じゅういち～」 

久保井「！」 

彩恵「本当の腕立て伏せ、きつそうですね」 
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川野「久保井さん、毎日やってるんだって」 

久保井「……」 

彩恵「すごーい。じゅうにー」 

久保井「か、川野さん、やめましょう」 

川野「あ～結構きついな～久保井さんは、毎日やってる分、さすがですね」 

久保井「あ、毎日やってますからね」 

彩恵「じゅうさーん」 

久保井「川野さん、鍋冷めちゃいます！」 

彩恵「じゅうよーん」 

久保井「川野さん、やめましょう！！」 

彩恵「じゅうごー」 

久保井「川野さん！？」 

彩恵「じゅうろく〜」 

久保井「……」 

   腕が限界な久保井。ふと、ソファ下に目が留まる。ブラジャーを見

つける久保井。 

   不意に力が抜け崩れる。 

川野「はい、おわり」 

彩恵「じゃあ、お鍋食べましょう」 

久保井「…はい」 

   ×   ×   × 

   鍋はあいている。 

   川野は飲み過ぎたのか、ぐでんとしている。 

   話をしている久保井、彩恵。 

彩恵「あ～そうだ、忘れてた。生牡蛎あるんです」 

   不意に立ち上がる彩恵。 

   台所から生牡蛎を持ってくる彩恵。 

彩恵「レモン絞って食べてください」 

久保井「ありがとうございます！」 

 

○トイレ・前 

   「おぉぉぉ」と吐いている声。 

 

○トイレ・中 

   トイレで吐く久保井。 

久保井「……辛い」 

彩恵の声「久保井さん、大丈夫ですか？」 

久保井「あ、大丈夫です」 

 

○トイレ・前 
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   トイレから出てくる久保井。 

   彩恵が立っている。 

彩恵「これ」 

   タオルを渡す彩恵。 

久保井「あ、ありがとうございます」    

   彩恵、いきなり久保井に抱きつく。 

久保井「！？」 

つづく 

×   ×   × 

本作品の著作権は、作者である大森信幸に帰属します。 

イナカ都市公式サイト 
https://inakatoshi.wixsite.com/inakatoshi-official 

 

イナカ都市メール 

inakatoshi@gmail.com 

 

https://inakatoshi.wixsite.com/inakatoshi-official
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