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法学部 3回生 長谷 悠太 

 

本稿では Fことばをまとめようと思います、が…「Fことば」って何？と首をかしげる方がほとんどではないでしょうか。 

Fことばは、2011年 5月 13日から藤子・F・不二雄ミュージアム開館の 9月 3日までの毎日、ミュージアムの公式カウントダウンパー

ツに日替わりで紹介されていた F作品中の名言のことです。 合計 114日分ありました。出典は 17作品（ただし『大長編ドラ』は『ドラ

えもん』に含む）。筆者はこれを Excelファイルで記録していました。記録したのは①Fことば、②出典作品、③サブタイトル、④発言者

の 4点。 その他、開館まで残り 100日やキャラ誕生日といった記念日は特記事項として扱いました。 但し 1コマに 2人以上が発言して

いる・長文である場合など、記録する Fことばとしてふさわしいものであるか独断と偏見で判断したものもあります。 

F同のブログでも 2011年 9月 7日更新分（http://ameblo.jp/f-kyodai/entry-11011184236.html）を筆頭に全 6回にわたってご紹介し

ました。正直誰も興味はないとは思うのですが、他に発表する場所も機会もないので、ここに掲載して自己満足に浸りたいと思います。

そこで、今回は 114日分の Fことばを全て紹介したいと思います。次のページ以降をどうぞご覧くださいませ。 

（左）カウントダウンパーツ。日付とFことばが交互に表示された。
（右）現在は藤子・F・不二雄ミュージアムHPへのリンクとしての機能があるのみ。 



日付 開館　　　　　　　　　　　　　　　　　Fことば 作品 　　　　　　原作タイトル 　　発言者

5月13日 113 のんびり行こうよ、人生は。 ドラえもん のろのろ、じたばた のび太

5月14日 112 すぎたことを、いつまでもくよくよしたって、しかたないじゃない。 新オバQ Qちゃんが死んだ！ U子

5月15日 111 ほしいからって、なんでもかんでもかんたんに手に入ると思うのは考えがあまいぞ。 ドラえもん チョージャワラシベ ドラえもん

5月16日 110 春だなあ、ポカポカして気持ちいいや。 パーマン パーマンは眠い パーマン1号

5月17日 109 あったかいふとんで、ぐっすりねる！こんな楽しいことがあるか。 ドラえもん 夜の世界の王さまだ！ のび太

5月18日 108 クヨクヨかんがえこむのはなんにもすることがないからだ。 21エモン ノッペラ星の押し売り 21エモン

5月19日 107 人にできて、きみだけにできないなんてことあるもんか。 ドラえもん 走れ！ウマタケ ドラえもん

5月20日 106 キテレツはいつも一言多くてバカみるナリ。 キテレツ うらみキャンデー コロ助

5月21日 105 人間のねうちは、テストの点数だけできまるものじゃないのよ。 ドラえもん な、なんと!!のび太が100点とった!! しずちゃん

5月22日 104 恩をわすれるものは、けだものにもおとる。 ジャン黒 さよなら黒べえ 黒べえ

5月23日 103 失敗してもいいさ！あたたかい目で見守ってやろう！ ドラえもん のび太の恐竜 ドラえもん

5月24日 102 ついてない日ってあるものよ。気にしない！ 魔美 高畑くんの災難 魔美

5月25日 101 なんべんしかられても、おなじことくりかえすからわるいんだ。 ドラえもん 無人島へ家出 ドラえもん

5月26日 100 ポコニャン ポコニャン 落ち葉たき ポコニャン

5月27日 99 そんなことでウジウジやきもちやくなんて、みっともないと思わない？ ドラえもん みせかけモテモテバッジで大さわぎ ドラえもん

5月28日 98 べつにけんかすることもなかった。 新オバQ 決とうはやめラッタ Q太郎

5月29日 97 忙しい人はひまな人よりも時間を増やすべきだ。 キテレツ 脱時機でのんびり キテレツ

5月30日 96 それぐらいの危険をおかさないと…。ただで、いいめにあおうなんて、虫がよすぎる。 ドラえもん ラッキーガン ドラえもん

5月31日 95 それはどうかねえ。どんな世界でも、入ってみればいいことばかりはないもんだよ。 魔美 人形が泣いた？ 高畑さん

6月1日 94 そんなの捨てちゃえば、サッパリするのに。 21エモン 久しぶりだね５エモンくん モンガー

6月2日 93 いつものんびりしてるけど。（中略）いっしょうけんめいのんびりしよう。 ドラえもん ライター芝居 のび太

6月3日 92 そんなゆめみたいなはなし、きらいなの。お金は、じぶんではたらいてもうけるものよ。 ドラえもん 地底の国探検 ドラミ

6月4日 91 自分で考えたほうがいい。そのうちきっとわかるよ。 パーマン パーマンはつらいよ バードマン

6月5日 90 ぼくの毎日のくらしってさ、なにからなにまで親にたよりっぱなしでさ、なさけないとおもうんだ。 ドラえもん ナイヘヤドア のび太

6月6日 89 だれにもきげんの悪いときはあるもんだ。 新オバQ むっつりU子 正ちゃん

6月7日 88 （ズルズルチュー）しあわせ…… チンプイ ふしぎな温泉旅行 チンプイ

6月8日 87 なに？昼寝？ぶらぶらしてめしだけ食う、よくない！働け。 ジャン黒 黒べえおてつだい 黒べえ

6月9日 86 自信を持て！ぼくは世界一だと！ ドラえもん 好きでたまらニャい のび太

6月10日 85 そんないいかたじゃだめだい、ていねいに教えなくちゃ。 ドビンソン 便利ロボット ドビンソン

6月11日 84 男があやとりやって悪いという、ほうりつでもあるのか。 ドラえもん オトコンナを飲めば？ のび太

6月12日 83 外へ遊びに行かないの？いいお天気だから気持ちがいいぜ。 パーマン 箱入りむすこ パーマン1号



6月13日 82 なまけてるからたいくつするんだ、仕事をしたまえ。 21エモン モンガーがしゃべった 21エモン

6月14日 81 どんなことでも人のやくにたつのはうれしいよ。 新オバQ 伊奈子とQ太郎 Q太郎

6月15日 80 友だちだろ!仲間だろ!!おまえのものはおれのもの、おれのものもおれのもの…な!! ドラえもん 横取りジャイアンをこらしめよう ジャイアン

6月16日 79 頭はね、つかえばつかうほどよくなるの！ ドラえもん のび太も天才になれる？ 玉子

6月17日 78 女の子はおとなしくしてろなんて考えは、時代おくれだわよ。 パーマン 女の戦い パー子

6月18日 77 みんな不人情だ。ほんとのファンなら、落ち目の時にこそおうえんしなくちゃ。 ドラえもん 宇宙ターザン のび太

6月19日 76 泣くなよ、パパのためにやってくれたんだもの、うれしいよ。 ドラえもん 地下鉄をつくっちゃえ のび助

6月20日 75 だれだってほめられりゃうれしいし、悪口いわれると、はらが立つさ。 ドラえもん おせじ口べに ドラえもん

6月21日 74 どうするどうするだけじゃこまるんだ。なにかいけんをたのむ。 新オバQ 子どもビルを建てよう ハカセ

6月22日 73 べつに命にかかわるわけじゃなし。 ドラえもん ドロン巻き物 のび太

6月23日 72 子どもだっていつかは自分の足で歩き始めるのよ。 21エモン 大宇宙へGO!! エモン母

6月24日 71 ころんでもころんでもたちあがるんだよ。ファイトだ!チャレンジ精神だ!! チンプイ ボク、バブバブ… チンプイ

6月25日 70 そりゃね、うちは貧しいよ。だがね、家計簿の帳尻ばかり気にしてちゃ、人間のスケールまで小さくなってしまう。魔美 地下道おじさん 佐倉十朗

6月26日 69 すぎたことをクヨクヨしたって、なんにもならないナリ。 キテレツ さらば大百科 コロ助

6月27日 68 税金!?ばか!!もっと金もちからとれ!! ドラえもん 税金鳥 ジャイアン

6月28日 67 ごはんぐらい自分で作ればいいのに。 新オバQ 腹ペコで死にそう Q太郎

6月29日 66 天国だなあ。 21エモン タフなモンガー 21エモン

6月30日 65 金もうけちゅうもんはそんな雲をつかむような話とちがうぞ。 パーマン ゆうれい船 パーやん

7月1日 64 あきらめのいいところがぼくの長所なんだ。 ドラえもん 昔はよかった のび太

7月2日 63 いや、食べられないわけじゃないけど、どうせなら好きなもの食べたいから。 宙犬トッピ 反重力チップで空の旅 トッピ

7月3日 62 りっぱすぎる決心は、きっと三日ぼうずになるから。－ばかにするな！ ドラえもん りっぱなパパになるぞ！ ドラ・のび

7月4日 61 やたらにないということは、たまには、あるということだ、さがそう。 新オバQ 古墳発見 Q太郎

7月5日 60 できの悪いのはしかたがないとして、不正だけはするなと教えてきたはずだぞ！ ドラえもん 一生に一度は百点を… ジャイアン父

7月6日 59 ひと休みしてからにしよう。 パーマン パーマンを見習おう 須羽満夫

7月7日 58 やるべきことは、ぱっぱっとやらなくちゃ。ぱっぱっぱっとね。 ドラえもん のろのろ、じたばた ドラえもん

7月8日 57 フヤン！ 魔美 問題はカニ缶！？ コンポコ

7月9日 56 そう……。信らいをうらぎることは、よくないことだ。 新オバQ なぜか家出をする 正ちゃん

7月10日 55 なにかしようと思ったら、そのことだけに夢中にならなくちゃだめだ。 ドラえもん 夢中機を探せ ドラえもん

7月11日 54 自分でいいふらすからだめなんだ。いいことはひとしれずやらなきゃ。 新オバQ Qちゃんは口が固い ハカセ

7月12日 53 きみがいじめられたとしたら、どんな気がする。自分がいやなことは人にもするな。 ドラえもん ふきかえ糸電話 ネコ（ドラえもん）

7月13日 52 男はさっぱりしないとだめナリ。 キテレツ さらば大百科 コロ助



7月14日 51 なんでもいいなりになるから悪いんだよ。いやなことはハッキリいやといわなきゃだめじゃないか！ ドラえもん 筋肉コントローラー ドラえもん

7月15日 50 たよれるのは自分だけだ　世の中とは結局そういうものなんだ モジャ公 ナイナイ星のかたきうち 空夫

7月16日 49 ものもらったらお礼をいう、これジャングルの常識。 ジャン黒 タイガーからのプレゼント 黒べえ

7月17日 48 死ぬ…。早くすずしい部屋に入って…、ひらべったくなって昼寝しよう。 ドラえもん サンタイン のび太

7月18日 47 こんなに早く仕事が終わるはずないぞ。さぼっちゃだめだい。 新オバQ オバケ会社が引きうけた Q太郎

7月19日 46 その決心は毎年してるでしょ。これまでつづいたためしがあって？ みきお みきおの日記 ポンチ

7月20日 45 いちばんいけないのはじぶんなんかだめだと思いこむことだよ。 ドラえもん 好きでたまらニャい のび太

7月21日 44 地球の夏は暑いなあ チンプイ チンプイつかれはてる チンプイ

7月22日 43 ほんとうに強い者はけっしていばらない。弱い者いじめなどとんでもない！ ドラえもん ジャイアン反省・のび太はめいわく ジャイおじ

7月23日 42 こっちが追えば逃げていく。こっちが逃げると、追ってくる。 新オバQ むっつりU子 伸一

7月24日 41 そうやって待ってるのも、楽しみのうちじゃないか。 ドラえもん タイムワープリール ドラえもん

7月25日 40 だいたい、ちかごろの日本人は、遊びすぎる！－自分だって、そのひとりのくせに。 ドラえもん うちのプールは太平洋 スネ夫・のび太

7月26日 39 みそこなわないでよ、あたしゃ、ひとのひみつをかぎまわるみたいなことだいっきらいなんだ！ 新オバQ 秘密日記 U子

7月27日 38 友だちが出世したんだから、すなおによろこぶべきだった。 21エモン 大富豪ゴンスケ 21エモン

7月28日 37 なんにもしないでつっ立ってたほうがチャンスがあるんじゃない？ T．P．ぼん シンドバット最後の航海 リーム

7月29日 36 夏休みともなれば、人なみに泳ぎたいナリ。 キテレツ 海底の五億円 コロ助

7月30日 35 子どもだろうが大人だろうが、悪いことは悪いと思うんだ。 ドラえもん 大人をしかる腕章 のび太

7月31日 34 ひとりでなんて…、生きていけないよ…。 ドラえもん どくさいスイッチ のび太

8月1日 33 いきあたりばったりの旅なんて、ロマンチックじゃない？ パーマン パー子の羽衣伝説 星野スミレ

8月2日 32 友だちにたすけをもとめられて、知らん顔していられるか!! ドラえもん 大長編「のび太とアニマル惑星」 ジャイアン

8月3日 31 つまり、なんの「はたらき」もないのにお金だけほしがるのは、人の「はたらき」を横取りするのとおなじことなんや。パーマン お金の始まり パーやん

8月4日 30 みんなものをそまつにしすぎる!!－ほう…、めずらしくいいこというなあ。 ドラえもん ざぶとんにもたましいがある のび・ドラ

8月5日 29 いがいににあうぞよ。－ごりっぱなおすがた。 デンカ ウメ星記念日 王・きさき

8月6日 28 いや、スランプはだれにでもあるんだよ。たとえば長嶋や王だって……。 バケルくん ユメ代さんけっこんして 須方カワル

8月7日 27 いいんだ、ぼくは一生かなづちでとおすんだ。人間が魚のまねするなんてくだらないよ。 ドラえもん ドンブラ粉 のび太

8月8日 26 （前略）うそ悪い！これジャングルの常識。 ジャン黒 二本足のゾウ 黒べえ

8月9日 25 ひとにたよってばかりいては、いつまでたっても一人前になれんぞ。男らしくあきらめろ。 ドラえもん さようなら、ドラえもん のび助

8月10日 24 なにしろ一生いっしょに暮らすんだ。もしも二人の気があわなかったらたいへんだよ。 キテレツ ままごとハウス キテレツ

8月11日 23 あの青年は人のしあわせを願い、人の不幸を悲しむことのできる人だ。それがいちばん人間にとってだいじなことなんだからね。ドラえもん のび太の結婚前夜 源義雄

8月12日 22 それほどでもないよ。少しはわるいやつもいるけど。でも、地球はいい星だよ。 ミラ・クル・１正義のみかた、ミラ・クル・１ 未来

8月13日 21 ああ、ぼくはどうすればいいのだ。なやんでるひまに、一つでもやりなよ。 ドラえもん 人間プログラミングほくろ のび・ドラ

8月14日 20 けしからん！いやがるのに無理やり見ようとするのはスカートめくりとおなじことだ！ パーマン 見た！パー子の正体 バードマン



8月15日 19 人間てよくばりだから、なにかいいことないと買わないよ。やはりねえ。 デンカ ウメ星株式王国 太郎・デンカ

8月16日 18 そうね！いやなことわすれてパーッと明るくいこう！！ チンプイ 神界先生のお告げは？ エリ

8月17日 17 ポンポコニャン ポコニャン ぼくたちだけの家 ポコニャン

8月18日 16 子どものころできなくても、おとなになってりっぱなしごとをしたひとは大ぜいいるんだぞ。 新オバQ ビリから二番を守る 正ちゃん

8月19日 15 なやみや苦しみをわけあってこそ、友だちじゃないか。 ドラえもん はこ庭スキー場 スネ夫

8月20日 14 そういうケチな考えはいかんぞよ。 デンカ 夜警だぞよ 王さま

8月21日 13 スイカのシーズンもそろそろおしまいナリ。 キテレツ うらみキャンデー コロ助

8月22日 12 お金をかけずにやれることをくふうしたら？ 21エモン ギャラクシーにまけるな ルナちゃん

8月23日 11 自分のことは自分できめるよ。 ドラえもん ミチビキエンゼル のび太

8月24日 10 だからさ、たとえ自分にわからなくても、他人の価値観は尊重しなくちゃね。 魔美 問題はカニ缶！？ 高畑和夫

8月25日 9 （ジーン）心の友よ！ ドラえもん 驚音波発振機 ジャイアン

8月26日 8 なに、いっしょに戦え？だめ!!決とうは一対一、これジャングルの常識。 ジャン黒 タイガーに決とう状 黒べえ

8月27日 7 人間のねうちは中みだぞ。 ドラえもん 好きでたまらニャい のび太

8月28日 6 くよくよしないのが、ぼくのいいとこさ。 新オバQ 木佐くんは自殺するのだ Q太郎

8月29日 5 人間は働かんとあきまへん。ブラブラしとると体も具合悪くなるしろくなことを考えんようになるもんや。 パーマン わたしの命はねらわれている？ パーやん

8月30日 4 きょう一日はあそんじゃいけません。ずっと宿題やりなさい！ ドラえもん のび太ののび太 玉子

8月31日 3 ぼくは宿題やるために生まれてきたんじゃない！ ドラえもん 人間リモコン のび太

9月1日 2 だらしがないなあ。決心したらやり通さなくちゃだめだい。 パーマン 無人島で暮らそう パーマン1号

9月2日 1 夜ねる前にはおしっこを。 新オバQ 家族大サービス Q太郎

9月3日 OPEN！きょうは、ほんとに気もちのいい日だね。 ドラえもん ペロ！生きかえって のび・ドラ（２人？）

 

※表に収まらなかった「Fことば」は以下。 

6月 25日分：そりゃね、うちは貧しいよ。だがね、家計簿の帳尻ばかり気にしてちゃ、人間のスケールまで小さくなってしまう。 

8月 3日分：つまり、なんの「はたらき」もないのにお金だけほしがるのは、人の「はたらき」を横取りするのとおなじことなんや。 

8月 11日分：あの青年は人のしあわせを願い、人の不幸を悲しむことのできる人だ。それがいちばん人間にとってだいじなことなんだか

らね。 

※作品註：『新オバ Q』…『新オバケの Q太郎』、『魔美』…『エスパー魔美』、『キテレツ』…『キテレツ大百科』 

     『ジャン黒』…『ジャングル黒べえ』、『デンカ』…『ウメ星デンカ』、『みきお』…『みきおとミキオ』 



 どうだったでしょうか。原作をほとんど読んだことがない人でも聞いたことがあるというような名（迷）言から、クスっと笑わせてく

れることばまで様々です。F先生の描くマンガはギャグ作品でありながらも、F先生の心がいかに温かいのかと感じさせることばがストー

リー中に随所に、しかも自然に入れ込まれています。我々藤子ファンはそういったところに惹かれるのだと思います。ページ数の関係も

ありますので、以下にランキングを二つだけ掲載しました。 

☆出典作品ランキング 

1位（48つ）：ドラえもん（内１つ『大長編ドラえもん』を含む） 

2位（15つ）：新オバケの Q太郎 

3位（11つ）：パーマン 

4位（7つ）：21エモン、キテレツ大百科 

6位（5つ）：ジャングル黒べえ、エスパー魔美 

8位（4つ）：チンプイ 

9位（3つ）：ウメ星デンカ 

10位（2つ）：ポコニャン 

11位（1つ）：ドビンソン漂流記、宙犬トッピ、モジャ公、みきおとミキオ、 

       T.P.ぼん、バケルくん、ミラ・クル・１ 

『ドラえもん』がランキング 1位なのはしごく当然のことではないでしょうか。『新オバケの Q太郎』が 2位にランクインしたのは、原

作数や名言の多さはもちろんのこと、近年は古本で入手するしかなかった作品から多く採用することで、大全集の意義をアピールするこ

とがその背景にあったのでしょう。ただ、A氏との共著作品が全く採用されなかった点はただただ残念な限りです。 

 

☆発言者ランキング（※上表と表記が違うキャラあり） 

1位（22つ）：のび太 

2位（16つ）：ドラえもん 

3位（7つ）：Q太郎 



4位（5つ）：コロ助、黒べえ 

6位（4つ）：パーマン 1号（うち 1つ須羽ミツ夫含む）、21エモン 

8位（3つ）：ジャイアン、大原正太、パーマン 4号（パーやん）、チンプイ 

12位（2つ）：スネ夫、野比玉子、野比のび助、U子、ハカセ、バードマン、パー子（うち 1つ星野スミレ含む）、キテレツ（木手英一）、 

       高畑和夫、ポコニャン、ウメ星の王さま 

23位（1つ）：しずか、ジャイアン父、ジャイアンおじ、ドラミ、しずか父、大原伸一、モンガー、ルナ、21エモン母、佐倉魔美、 

佐倉十朗、コンポコ、春日エリ、ドビンソン、デンカ、中村太郎、ウメ星のお妃さま、トッピ、ポンチ、未来、リーム、 

天野空夫、須方カワル 

ドラえもんではなくのび太が 1位の栄冠に輝きました。作品としては数が少なくても、セリフの多いキャラが上位に食い込むことも。

例として、黒べえが 4位と健闘していることは注目です。主人公ではないキャラがランクインという例も見られ、高畑さん＞魔美、王さ

ま＞デンカなど面白いです。 

 

ぐうたら感謝の日の 6月 2日には、のび太の「いっしょうけんめいのんびりしよう」、ミュージアム開館 100日前というメモリアルデー

には何が来るかと楽しみにしていたところ、ポコニャンの「ポコニャン」であるなど、遊び心も感じられます。9 月 3 日の開館日はこれ

以外にないと言っても考えられないくらいの Fことばです。また、『のび太の結婚前夜』でおなじみのしずちゃんのパパの名言（3人の娘

の父親でもあった F先生だからこそ生まれたことばと言われます）もしっかり採用されていて感服です。 

 

 前述しましたが、F ことばについての記事は同好会のブログにすでに掲載しておりますので、そちらも合わせてご覧いただければ幸い

です。このような藤子ファンの心をくすぐるお楽しみが今後またあることに期待しましょう。 

 


