
タロウ役 プルルルルー。

被害者 はい、西郷です。

タロウ役 （泣きながら）あー、もしもし、タロウだけど・・・。
ハァー、言いにくいんだけど・・・・

被害者 タロウ？タロウなの？どうしたの？

警察役 もしもし、タロウさんのお母さんでいらっしゃいます
か？
こちら、JR埼京線大宮駅の鉄道警察隊の○○と申しま
す。
本日8時32分、タロウさんを電車内で女子高生に痴漢行
為をした容疑で逮捕しまして、ただいま取り調べをし
ておりまして・・・

父親役 （警察役から電話をうばって）
おう！その被害者の女子高生ってのはな、俺の娘だ！
娘から泣きながら電話があって飛んで来たらクソ！
お前の息子、なんてことしてくれたんだよ！

警察役 ちょっとお父さん、今そういう話は・・・

父親役 うるせぇ！あんたもわかるだろ！
娘をこんなにされて！
（警察役につかみかかる）

警察役 ちょっとお父さん！これじゃ、あなたも逮捕すること
になりますよ！？

父親役 （テーブルを大きな音でたたく）

警察役 混乱していて申し訳ございません。 しょかつ

それで、タロウさんですが、通常ですとこのまま所轄
の警察署に連行しまして、留置所にて裁判を待つ流れ
なんですが、ご本人が罪状を100％認めてまして、でき
れば示談交渉にしたいと。
示談の場合は民事事件となりますので、我々警察とし
ましては、不介入ということで・・・

父親役 （警察役から電話をうばって）
示談とかふざけんな！
どういう育て方したんだ、あんた、これあんたの責任
だぞ！
まず謝れよ親として！
うちの娘はな、ずっと中学時代いじめられて不登校で、
やっと落ち着ける高校に入って、これからってタイミ
ングなんだぞ！
あんたの息子、その娘の人生台なしにしやがって、金
でどうこうって話じゃねぇだろ！
しかも、埼玉県立サギ高校の先生だと？
高校の先生やっといて女子高生に痴漢だと！？
どこまでクズなんだよテメェの息子はよぉ！
あんたの息子の名前も学校名も、痴漢野郎だってネッ
トに書きまくって、学校の近所にもビラまきまくって
やる！

警察役 だから、同じ話を何度やるんですか、あなたは！
（父親役から電話をうばって）
タロウさんのお母さん？相手方がまた興奮なさってい
て、申し訳ないんですが、一応先ほどお話ししまして、
相手の方の親戚の方をこれからそちらのご自宅のほう
に向かわせていただいてですね、そこでひとまず示談
金をお渡しいただくという形でよろしいですか？
タロウさんはこのあと調書作成がありますが、示談と
いうことになれば民事ですので警察の仕事はここまで
です。
調書ができましたら、タロウさんはそのまま学校に出
勤されるということで・・・

父親役 ババァ！娘の人生だぞ！？
俺だって人の親だから泣く泣くのんでやるけど、はし
た金で済むと思うなよ！？
ありったけ用意しとけ！

サギ師（タロウ役）
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