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  第 6回春季全国高等学校演劇研究大会 上演作品 

 

   「いただきますと言ってくれ」 
 

    作  北見北斗高校演劇部・新井繁 

 

 

 小野ナツキ（ラブリーオニオンちゃん） 

 林リナ 

 黒田サトル（朝寝坊大王） 

 田代シュウヤ（レッド） 

 堺ケント（グリーン） 

 金村ノゾミ（部長・イエロー） 

 阿部先生（顧問） 

 前田美代子（公民館職員） 

 アイ（小学２年生） 

 アイの母親 

 

 

 

       北海道北見北斗高等学校演劇

部 

 

 

 おどろおどろしい音楽。赤と青を基調とした薄暗い照明。サスの中にレッドと

朝寝坊大王。 

 

シュウヤ ついに追い詰めたぞ！朝寝坊大王！ 

黒田 ふっふっふ。いかにもワシは朝寝坊大王。よくぞここまでたどり着いたと褒め

てやろう。（サスの外に）二人を連れてこい！ 

 

 ケント・ノゾミ、後ろ手で縛られて部下に連れられてくるようなマイム。サス

の中に入ってくる。 
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シュウヤ グリーン！イエロー！ 

ケント・ノゾミ レッド！ 

黒田 アサメシンジャーもついに最期だな。 

シュウヤ 黙れ！世界征服の野望など、アサメシンジャーが打ち砕いてやる！ 

黒田 世界征服。なんと美しい響きだ。子どもたちが朝寝坊をすれば朝ご飯を食べな

くなる。朝ご飯を食べない子どもは元気が出なくなる。世界中の子どもたちの

元気がなくなれば、やがて世界中から元気がなくなる。そうなれば世界征服も

たやすいこと。その時こそ、世界はこの朝寝坊大王のものになるのだ！ 

シュウヤ ずいぶん気の長い計画ですね。 

黒田 まあね。 

シュウヤ そんなこと許すものか！俺は毎朝ちゃんと食べているから、パワーに満ちあふ

れている！行くぞ！ 

 

 レッド、朝寝坊大王、戦う。レッド、朝寝坊大王にキックを決める。 

 

シュウヤ 今だ！必殺！ブレックファースト・アタック！ 

黒田 待てぃ！今、ブレックファースト・アタックを撃てば、グリーンとイエローは

どうなる？ 

シュウヤ しまった！二人に当たってしまう！ 

黒田 最初から気づきなよぉ。 

シュウヤ くそう！どうすればいいんだ！ 

黒田 ふっふっふ。素直に「ママ～、まだ眠いよ。朝ご飯いらない。」と言ってしまえ！ 

シュウヤ 何！？ 

ノゾミ レッド！それだけは言っちゃダメ！ 

ケント 俺たちは食育戦隊アサメシンジャーなんだ！ 

黒田 うるさい二人だ。お前達にはこのペンダントをやろう。（おもりみたいなものが

ついたひもを二人の首にかける）これは重さが変化するペンダントだ。 

ノゾミ こんなの、全然重くないわ。平気よ！ 

黒田 果たしてそうかな？（なにやら呪文）…朝からステーキ三百グラム食べてね…

はあっ！！ 

ケント・ノゾミ （ペンダントが急に重くなる）重いー！ 

シュウヤ グリーン！イエロー！ 

黒田 二人を助けたければ言うのだ！「朝ご飯いらない」。 

シュウヤ ……。 

ケント・ノゾミ …ぐうう、胃が、もたれる… 
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黒田 どうした。言えないか。言わなければ、この二人から、朝ご飯はおろか、お昼

ご飯まで抜いてしまうぞ。 

シュウヤ ぐおおっ！……あ、あ、朝ご飯…… 

ケント レッド！ブレックファースト・アタックを撃て！ 

シュウヤ 何！？ 

ノゾミ そうよ、レッド！撃って！ 

シュウヤ そんなことしたら、お前達まで！ 

ケント バカヤロウ！ 

 

 ケント・ノゾミ、黒田を押さえつける。 

 

黒田 おお、何をする。 

ノゾミ 私たちごと撃つのよ！ 

ケント 俺たちはどうなってもいいんだ！ 

ノゾミ 子どもたちの朝ご飯を守って！レッド！ 

シュウヤ ……ど、どうすれば、良いんだ！うおおー！ 

黒田 追い詰められたアサメシンジャー！レッドはブレックファースト・アタックを

撃てるのか！？次回、「食育戦隊アサメシンジャー」最終回！「レッドよ、『い

ただきます』と言ってくれ！」 

 

 爆発音。照明、変わる。公民館の一室。こどもの日のイベントで、ヒーローシ

ョーなどをやる高校演劇部。上演直前である。 

 

ノゾミ ちょっと黒田！ 

黒田 ちょっと止めて良い？ 

ケント 何？ 

黒田 トイレ。 

ナツキ またですか。 

黒田 ごめん。（黒田、退場） 

ノゾミ 黒田、ホントに本番弱いよね。 

ケント ヒーローショーの最終回って何だよ。 

ナツキ ここまでどうだった？ 

リナ すごいねー。１週間くらいの稽古なんでしょ？ 

ナツキ うん。どっかダメ出しある？ 

リナ 全然。すごい面白かった。 
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ナツキ やった！やっぱリナに見てもらって良かった。全然自信なかったんだよ。 

リナ えっと、あの１年生の、 

ナツキ ああ、シュウヤ？ 

リナ あ、うん、シュウヤ君。中学で演劇やってたの？ 

シュウヤ いえ、全く。 

リナ えー、すごいねえ。 

ナツキ 去年の私らよりずっと上手いよね。 

リナ うん、上手い。 

シュウヤ マジっすか！？ 

ナツキ 良かったね。 

シュウヤ はい！ 

 

 ナツキ、アメの準備をする。 

 

ナツキ あ！メッセージカード忘れた！ 

リナ 何？ 

ナツキ 舞台に上がってもらった子供に配るアメにつけるカード。部室だ～。 

ノゾミ ちょっと、どうするの？ 

ナツキ 今から書きます。 

 

 ナツキ、紙と筆記用具を取りに行く。 

 

ノゾミ 練習で上手くいっても、本番でどうなるかわからないよ。 

ケント いきなりセリフ忘れるとか。 

シュウヤ えー、そうなったらどうするんすか？ 

ノゾミ 気合いで続ける。 

シュウヤ 気合いでどうするんすか？ 

ケント 何とかしろ。 

シュウヤ 俺、アドリブとか無理なんすよ。 

ノゾミ 一度舞台に上がったら、何があってもやり遂げること。 

ケント それが演劇部の掟。 

シュウヤ あー、どうしよう。 

 

 ナツキ、戻ってくる。 
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リナ 手伝うよ。 

ナツキ ありがと。 

ノゾミ あ、いいよ。久しぶりなんだから。 

リナ ああ、でも、なんて書くの？ 

ナツキ えっとね… 

ケント これ暑いな。 

ノゾミ 暑い。 

ケント 本番って何時からだっけ？ 

ナツキ あ、えっと、ちょっと待ってください。えーっと、 

ノゾミ １０時半から。 

ナツキ あ、そうでした。 

ケント もう練習しないよな？脱いでていい？ 

ナツキ えーと、ちょっと待って下さいね、 

ノゾミ ナツキ。 

ナツキ はい。 

ノゾミ もうちょっとビシッとしてよ。 

ナツキ すいません。えっと、じゃあ、１０時１５分までにはまた着てください。 

ケント 了解。 

ノゾミ 私も着替えるわ。 

ナツキ はい。 

ケント シュウヤは？ 

シュウヤ このままでいいっす。 

ケント おう。 

 

 ケント、ノゾミ、退場。 

 

ナツキ はあー。性格的に舞監とか無理なんだよね。ね、シュウヤ。私、いつもテンパ

ってたよね。 

シュウヤ 俺なんか、今もテンパってます。 

ナツキ （シュウヤを指して）初主演～。 

シュウヤ この前入部したばっかなのに。 

リナ 頑張ってね。 

シュウヤ ありがとうございます。でも先輩はなんで休んでたんですか？病気ですか？ 

リナ え。ああ、まあ、うん、そう。こんな感じで良い？（メッセージカードを渡す） 

ナツキ うん、バッチリ。 
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 黒田、戻ってくる。 

 

ナツキ あ、大丈夫ですか？ 

黒田 ああ、うん。 

ナツキ 去年の地区大会もお腹壊しましたよね。 

黒田 まあねー。あれ、部長とかは？ 

ナツキ 着替えです。 

黒田 え、本番前なのに。 

ナツキ まだ時間あるので。 

黒田 ああ。二人は着替えないの？ 

シュウヤ めんどくさいんで。（台本を開いて眺める） 

ナツキ これ着るの、結構大変なんですよ。 

リナ ラブリーオニオンちゃんだっけ？ 

ナツキ そうそう。 

黒田 今年は２本立てなんだよね。 

リナ はい。ナツキから聞きました。 

ナツキ 「ラブリーオニオンちゃん体操」。ラブリーな、タマネギの、体操。 

黒田 略してラブ玉体操。朝ご飯ちゃんと食べて、体操して、元気になろう！ってメ

ッセージ。 

ナツキ ラブリーでしょ？ 

リナ ラブリーオニオンちゃんもヘルメットかぶるんだ。 

ナツキ いやー、間違えて１個多く買って来ちゃってさあ。もったいないから、これも

作っちゃえ、みたいな。 

リナ 返品すればよかったのに。 

ナツキ あっ、そうか。リナ、頭いいね。もうね、こういう計画性のなさが舞監には向

かないんだなあ。 

リナ そうかなあ。 

ナツキ 台本もね、部長に書けって言われてさあ。 

リナ うん。 

ナツキ 相談に乗ってもらって助かったよ。 

リナ ああ、電話しただけじゃん。 

ナツキ いや、めっちゃ助かった。 

黒田 大変だよね。裏方全部だから。 

ナツキ 何かすみません。（リナに）もうホントダメダメなんだよー。 
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黒田 そんなことないって。 

ナツキ あー、もっと出来る女になりたい。 

リナ 何それ。 

ナツキ 細かいところまで気がついて、計画的に物事進められて、もう舞監とか楽勝、

みたいな。そんな女になりてー。 

リナ ああ、 

ナツキ 生まれ変われ、自分。 

黒田 ヒーローだけに変身するとか。 

ナツキ クロ先輩、うまい！へんし～ん！（ヘルメットをかぶる）…どう？変わった？ 

リナ ん～……若干？ 

ナツキ よっしゃ。まあ、でもねえ。変わりたくてもなかなか変われないもんだよねえ、

人間は。 

黒田 だよね。僕もテストの度に、次はちゃんと勉強しようって。 

ナツキ そうそう。 

黒田 でも… 

ナツキ・黒田 やらないんだ。 

ナツキ わかります。 

黒田 でもナツキちゃんは頑張ってるよ。僕らは７月で引退だからさ。 

ナツキ その前に２年を鍛える、ってことですよね。 

黒田 うん。部長もね、いつもより厳しく言ってるけど、別に嫌いとかそういうのじ

ゃないから。 

ナツキ わかってます。でもちょっときついんだよなあー。 

黒田 今年はナツキちゃんだけだったから大変だよね。 

ナツキ そーなんですよ。 

リナ ……（アメを袋に詰め始める） 

黒田 あー、ごめんね！そういうつもりじゃなくて、 

リナ あ、いえ、別に、 

ナツキ ごめん、リナ。 

黒田 えーと、ホント、ごめん。 

リナ 全然、大丈夫ですから。 

黒田 ……。 

 

 微妙な間。ノゾミ、ケント、戻ってくる。 

 

ケント おー、クロ。腹、大丈夫か？ 
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黒田 平気平気。 

 

 阿部、前田も登場。 

 

阿部 ちょっといいか。みんな、良く聞け。こちらの公民館職員の前田さんだ。 

前田 前田です。春に転勤してきたので、去年までのことはよくわからないんですが、

よろしくお願いします。 

部員たち よろしくお願いします。 

前田 えーっと、一応確認させてください。あ、その前に、町のこどもの日フェステ

ィバルにご協力いただき、ありがとうございます。 

ノゾミ 毎年、ゴールデンウィークはこのイベントの練習なんです。 

阿部 おかげさまで良い経験をさせてもらってます。 

前田 ありがとうございます。それじゃあ、確認していきますね。えーと、このあと

１０時半から３０分間のステージということですね。 

ノゾミ はい。 

前田 えー、「食育戦隊…アサシメンジャー」 

ノゾミ 「アサメシンジャー」です。 

前田 あ、ごめんなさい。「食育戦隊アサメシンジャー」。なんか楽しそうねえ。 

ナツキ ありがとうございます。 

前田 毎年、こういうのやるんですか？ 

ノゾミ いえ、台本は毎年作ります。今年は、彼女が書きました。 

前田 わー、すごい。大変だったでしょ？ 

ナツキ はい。 

前田 私も若い頃は女優さんになるのが夢だったんですよ。 

ノゾミ そうなんですか。 

前田 今からダイエットして、デビューしようかしら。 

阿部 ああー…… 

前田 あ、この部屋は楽屋として自由に使ってください。会場は多目的ホールです。

後でご案内します。お昼にはお弁当が出ますので、食べていってくださいね。 

シュウヤ やっほー！  

ケント やった！ 

シュウヤ 俺、朝食べてないんで、超腹減ったっす。 

ノゾミ 食べてないの？ 

シュウヤ 寝坊したんすよ。 

阿部 なんだシュウヤ。アサメシンジャーのくせに朝寝坊大王か。…うまいっ。 
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前田 外会場で縁日もやってるからね。焼きそばとかありますよ。 

シュウヤ はい。 

前田 近所のお母さん達がボランティアでやってくれてるんですよ。 

ノゾミ ああ、そうですね。 

阿部 他に朝食べてきてない奴いるか？ 

ケント 朝は絶対食べますよ。 

阿部 いいか、良く聞け。アサメシンジャーが朝飯抜いたら、ただのジャーになっち

ゃうぞ。食育戦隊・ジャー。意味わかんねえ。ジャー。（一人でウケる） 

全員 ………。 

阿部 リナは朝ご飯たべたのか？ 

リナ え、あ、いえ。 

阿部 何だー。食べてないのか。腹減ったろ？焼きそば買ってきてやるか？ 

リナ あ、いえ、大丈夫です。 

シュウヤ あ、お願いします。 

阿部 お前は自分で買いにいけ。 

シュウヤ えー。 

前田 それじゃ、ホールに行きましょうか。 

部員 はい。 

 

 前田、部員達を先導して会場に移動する。阿部、ナツキを呼び止める。 

 

阿部 ナツキ、ちょっといいか。 

ナツキ はい。 

阿部 どうだ、初めての演出は。 

ナツキ あー、演出も舞監も、全然わからなくて。 

阿部 そうだよなあ。でもな、７月からはお前とリナで部を引っ張っていくんだぞ。 

ナツキ はい。 

阿部 リナも、来てくれて良かった。 

ナツキ はい。昨日電話で、来るって。 

阿部 あいつも頑張ってるんだよな。よく連絡とってるのか？。 

ナツキ はい。メールが多いですけど。 

阿部 電話すると長そうだもんな。 

ナツキ はい。でも、くだらないことで長くなることが多くて。 

阿部 ああ。 

ナツキ なんか、ちっちゃい子が相手の言ったことマネしたりするじゃないですか。「マ
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ネするなよー」「マネするなよー」みたいな。 

阿部 あー、あるある。 

ナツキ そういうこと、よくやるんですよ。電話代かかるんだからやめてって。 

阿部 意外と子供っぽいところもあるんだなあ。 

ナツキ はい。意外と。 

阿部 でも良いことじゃないか。今日、来れたんだから、だいぶ良くなってきてるん

じゃないかな。 

ナツキ そう思います。 

阿部 ただ、急に動けなくなったり、原因がわからないことも多いから楽観はできな

いが、３週間くらいの欠席はすぐに取り戻せる。変に気を遣わないで、いつも

どおりにな。 

ナツキ はい。 

阿部 ただ、あまり強く部活に来いとは言わないでくれ。プレッシャーになるといけ

ないし、今も無理してるところがあるかもしれないからな。 

ナツキ そうですね。 

阿部 よろしく頼むな。 

ナツキ はい。 

阿部 行くか。 

 

 ２人、ホールに移動。場面は多目的ホールの舞台。 

 

シュウヤ ここでやるんすねー。 

黒田 結構お客さんで一杯になるんだよ。 

シュウヤ うわー、緊張してきた。 

ケント 初舞台は、やらかすぞー。セリフ飛んだり、声が裏返ったり。 

シュウヤ ひえー。 

ノゾミ どう、シュウヤ。初舞台の会場は。 

シュウヤ ヤバいっす。 

ノゾミ そんなに広くないから大丈夫だよ。 

 

 ナツキ、阿部、舞台に上がる。 

 

シュウヤ 部長。決めポーズやってみていいっすか？ 

ノゾミ いいよ。 

ナツキ あの、ちょっと思いついたんですけど。 
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ノゾミ うん。 

ナツキ ラストの「アサメシンジャー！」の後に、「いただきます！」って入れたいです。 

ノゾミ え、今から？ 

ナツキ レッドの「いただきます」の後に、イエローとグリーンが「いただきます！」

って。決めポーズに追加する感じで。 

ノゾミ うん、そのくらいなら良いかな。 

シュウヤ ここでセリフ追加っすか？ 

ノゾミ 演劇部じゃ当たり前だよ。 

シュウヤ 無理っすよ～。 

黒田 「直前のセリフ追加に、レッドは対応できるのか！？次回『食育戦隊アサメシ

ンジャー』最終回！『レッドよ、いただきますと言ってくれ！』」 

ケント またかよ。 

黒田 あ…、また…。 

 

 黒田、腹をおさえる。 

 

ケント そっちもか。 

前田 あらら、大丈夫？トイレの場所、わかる？ 

黒田 はい。 

 

 黒田、退場。 

 

ケント あいつ、ぜってー役者向いてねーよ。 

ナツキ 去年の地区大会もやばかったですよねー。 

ケント クロが一番緊張してるだろ。 

ノゾミ それじゃ、ラストやろう。 

シュウヤ はい。 

ノゾミ じゃあ、最後は、こんな感じ。「いただきます！」って。かっこよくね。 

シュウヤ はい。 

ノゾミ ナツキ、緞帳のタイミングもお願い。 

ナツキ はい。２回目の「いただきます！」で緞帳ダウンです。 

ケント 了解。 

ナツキ じゃあ、行きます。はい！（手を入れる） 

シュウヤ 「カリカリに焼いた情熱の赤！ベーコンレッド！」 

ケント 「緑の繊維質は大地の恵み！サラダグリーン！」 
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ノゾミ 「トロトロ半熟あなたのハートも溶かしてみせる！オムレツイエロー！」 

シュウヤ 朝ご飯は大切だ！ 

３人 食育戦隊！アサメシンジャー！ 

シュウヤ いただきます！ 

ケント・ノゾミ いただきます！ 

ナツキ 緞帳ダウン。……オッケーです。 

前田 わー、すごい。やっぱり朝ご飯は大切よねえ。でも私、食べないこと結構ある

のよ。 

阿部 そうなんですか。 

前田 ダイエットしないと。 

ナツキ 朝食抜くのは良くないんですよ。 

前田 あら、そうなの？ 

シュウヤ ダイエットも朝ご飯の敵なんですね。 

ノゾミ 間違ったダイエットはね。 

前田 （下腹の辺りを気にしながら）でもちょっと気になってきちゃってねえ。 

阿部 朝ご飯を題材にするとは、ナイスアイデアだ。 

ナツキ ただの思いつきですけど。 

阿部 人間にとってエネルギー補給が一番必要なのが朝らしいぞ。 

ノゾミ そうですね。 

阿部 朝ご飯は食事界のヒーローだな。 

ケント え？ 

阿部 良いか、よく聞け。強い者がヒーローになるのではない。誰かに必要とされる

者は皆ヒーローなのだ。だから人間にとって最も必要な朝ご飯は、食事界のヒ

ーローと言えよう。 

全員 ……。 

阿部 わかるか、シュウヤ。 

シュウヤ …はあ。 

阿部 あ、待てよ。ベーコンとサラダとオムレツだろ。主食は何だ。 

ナツキ え？ 

阿部 主食だよ。朝飯の主役だろ。 

ナツキ あー、すいません。思いつかなくて。 

阿部 俺に良いアイデアがある。ふっふー。「米ホワイト」。 

ナツキ 語呂悪っ！ 

阿部 じゃあ何か考えろよぉ。 

ナツキ えー。リナ、なんかない？ 
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リナ うーん…せめて白米ホワイトの方が…。 

阿部 じゃあ、「白米ホワイト」だ。良いか、みんな良く聞け。リナ、ちょっと来い。 

リナ はい。 

阿部 今からお前が白米ホワイトだ。 

リナ え！？ 

阿部 なぜなら、お前が白いからだ。ナツキ、今から台本直せ。 

ナツキ えー！？ 

阿部 で、俺も出せ。 

ノゾミ・ケント はあ！？ 

阿部 聞いて驚け。我は！茶色い戦士、「茶レンジャー」！ 

部員 ……。 

阿部 なぜだかわかるか、シュウヤ。 

シュウヤ 茶色いからですか。 

阿部 食後のお茶だ。戦隊モノといったら５人だろ。今の３人に、白米ホワイトと茶

レンジャーで５人。ほらー。 

部員 えー… 

前田 なんか面白そうね。私も出たくなって来ちゃった。あ、ごめんなさいね。それ

じゃ、私は外にいますから。あと１５分くらいで開場ですので、よろしくお願

いします。 

部員 よろしくお願いします。 

 

 前田、退場。 

 

阿部 まあ、茶レンジャーは冗談にしても、リナはホワイトだ。いいな。それじゃ、

俺はカメラの準備を……うおぉ！ビデオカメラを忘れた！ 

ノゾミ えー！？ 

阿部 今から…なんとか間に合うな。ちょっと家から取ってくる。 

ノゾミ お願いします。 

阿部 いいか、ホワイトも出すんだぞ。 

ナツキ ああ…はい… 

 

 阿部、退場。 

 

ケント うわー、マジかよ、阿部っち。 

ノゾミ 直前に何言ってんのよ。 
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ケント ナツキ、気にするなよ。 

シュウヤ 今から変わるんですか？ 

ノゾミ そんなわけないじゃん。大丈夫だって。 

シュウヤ 良かった～。 

ノゾミ 阿部っち、たまに訳わかんないこといいだすからなー。 

ケント いつもじゃん。 

ノゾミ 確かに。 

ケント （リナに）一度も稽古してないんだから無理だよなあ。 

ノゾミ スルーしていいからね。久しぶりなんだから、今日は袖からゆっくり見てて。

あ、客席からでもいいよ。 

リナ ああ、はい。 

シュウヤ あの～、もう一回ラストシーンやりたいんですけど、いいっすか？ 

ノゾミ うん、いいよ。じゃあ、黒田が戻ってきたら、 

ナツキ そうだ！ 

ノゾミ どした？ 

ナツキ さっきの「いただきます」、あれ、リナのセリフにしましょう。 

シュウヤ え！？ 

ケント マジで言ってる？ 

ノゾミ 阿部っちにつきあうことないよ。 

ナツキ 最後に白米ホワイトが現れて、４人で朝寝坊大王を倒すんです。で、決めポー

ズの後に、ホワイトが「いただきます！」緞帳！ 

ノゾミ ちょっとナツキ。 

シュウヤ 勘弁して下さーい。 

ノゾミ 本番前だよ。もっと周りのことも考えなきゃ。 

 

 黒田が戻ってくる。 

 

ノゾミ ああ、マジで大丈夫？ 

黒田 正露丸飲んだから。どしたの？ 

ケント 阿部っちがリナも舞台に上げろって。 

黒田 え？ 

ノゾミ 今からキャスト追加とかあり得ないでしょ。 

リナ ナツキ。みんな困るじゃん。 

ナツキ せっかく来たんだから出ようよ。 

リナ 私、練習出てないんだからさ。 
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ナツキ じゃあ、ラブ玉！私と一緒にラブ玉体操ならどうですか！？ 

ノゾミ うーん、 

ケント 今から覚えられる？ 

ナツキ リナならできます。 

ノゾミ リナは？出たい？ 

リナ え…えーと…あの…いいんですか？ 

ノゾミ まあ、ラブ玉なら。 

リナ あの…はい。出たいです。 

ノゾミ そっか。わかった。 

ナツキ やった！今から練習ね。 

ノゾミ あ、ラストシーンやりたいんだよね？ 

シュウヤ はい。 

ナツキ じゃあ、楽屋で練習します。 

ノゾミ オッケー。じゃあ、ブレックファースト・アタックを撃つ前から。すぐ行こう。 

 

 ナツキとリナが楽屋に移動。 

 

シュウヤ はい。行きます！うおおおー！体中に力がみなぎる！頭が冴える！ 

黒田 おお、何と言うことだ。朝ご飯で血糖値が上がり、脳の活動が活発になってい

く！ 

シュウヤ うおおりゃあー！行くぞ！必殺！ブレックファースト・アタック！！ 

黒田 ぐわああああー！！ 

 

 場面転換。 

 

ナツキ 衣装どうするかな。 

リナ ああ、そうか。 

ナツキ まあ、そのままでいっか。 

リナ えー。…ま、しょうがないか。 

ナツキ 子供たちも一緒にやるから、普通の格好の方が良いかも。 

リナ ああ。…なんか、ごめん。 

ナツキ え？ 

リナ いや、なんか、気を遣わせてるのかなあって。 

ナツキ 全然。気にすんなって。まあ、そんな風に考えちゃうのもわかるけどさ。あ、

このヘルメットかぶるのは？白米ホワイトってことで。 
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リナ これ？……ないわ。 

ナツキ えー。えっとね、音楽は特になくて、リズムだけって感じ。 

リナ うん。 

ナツキ １，２，３，４，１，２，３，４、 

 ラブ・ラブ・ラブリー・オニオンちゃん 

 見た目は茶色いタマネギだけど 

 悲しいときは一皮むいて 

 つるつるお肌が顔をだす  後はこれの繰り返し。簡単でしょ？ 

リナ 中３の劇でやった踊りと同じじゃん。 

ナツキ ああ、うん。アレンジした。 

リナ パクリか。 

ナツキ いいじゃん。じゃあ、もう一回マネしてみて。 

リナ うん、わかった。 

ナツキ ラブ・ラブ・ラブリーオニオンちゃん 

 見た目は茶色いタマネギだけど 

 悲しいときは一皮むいて 

 つるつるお肌が顔をだす うまいじゃん。 

リナ うまいじゃん。 

ナツキ え、何？ 

リナ え、何？ 

ナツキ あー、またかよ。 

リナ あー、またかよ。 

ナツキ マネすんなよー。 

リナ マネすんなよー。 

ナツキ リナのバーカ。 

リナ ナツキのバーカ。 

ナツキ マネしないのかよ。 

リナ ナツキがマネしろって言ったんだからね。 

ナツキ やってて空しくならない？意味なさ過ぎて。 

リナ （阿部のマネ）良いか、よく聞け。マネするのは演技の基本だ。マネすること

によって、相手の気持ちがわかるような気がするのだ！ 

ナツキ え。何それ。阿部っち？ 

リナ その通りだ。 

ナツキ 阿部っちの気持ち、わかった？ 

リナ ……わかんない。 
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ナツキ ダメじゃん！ 

リナ あー、もう一回踊ろ。 

ナツキ じゃあ、今度はリナだけでやってみて。はい、 

 ラブ・ラブ・ラブリーオニオンちゃん（手拍子） 

 

 リナ、歌詞を小声で口ずさみながら、体操を繰り返す。 

 

ナツキ 中３の文化祭でさあ、 

リナ うん？ 

ナツキ 続けて。 

リナ ああ、 

ナツキ キャスト決めるとき、誰も立候補しなかったじゃん。 

リナ うん。 

ナツキ 私も絶対イヤだって思ってて。そしたら突然リナが立候補したでしょ。 

リナ 何、昔話？ 

ナツキ いやー、正直おとなしいイメージしかなかったからびっくりしてさ。それまで

そんなに仲良いわけでもなかったじゃん？ 

リナ ああ、 

ナツキ なんで立候補したの？ 

リナ んー、よく覚えてないけど……変わりたいっていう願望？違うか。 

ナツキ あー、わかる。そういうのってあるよね。 

リナ ま、何も変わらなかったけどね。 

ナツキ そんなことないよ。……私、役者に小道具渡す係でさ、 

リナ そうだったね。 

ナツキ 袖から見たリナが……かっこよくてさ。 

リナ え？ 

ナツキ で、高校で演劇部に入ろうって決めたんだ。 

リナ ……。 

ナツキ こら、やめるな。 

リナ ああ、ごめん。 

ナツキ もう。最初から。はい、ラブ・ラブ・ラブリー 

 

 ナツキも隣で体操を始める。 

 

リナ ねえ、帰り、ドムシャバ寄ってかない？ 
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ナツキ あ！私も今同じこと考えてた。 

リナ やっぱり？同じ動きしてるから同じ気持ちになったんだって。 

ナツキ なるほど。でも、部活帰りはカフェ・ドムシャバール。 

リナ 決まってるよね。 

ナツキ 毎日食ってりゃ、太るわなあ。 

リナ 久しぶりだな。ドムシャバの抹茶アイス。 

ナツキ 私も。一人だと行かないんだよ。 

リナ そうなんだ。 

 

 リナの携帯にメールが入る。 

 

リナ （携帯を確認して）お母さんから。 

ナツキ ああ。 

リナ （返信を打ちながら）心配すんなって。（返信する） 

ナツキ ねえ、今年の地区大会、どうする？ 

リナ ああ、スタッフもいるから、 

ナツキ 女の二人芝居。 

リナ シュウヤ君は？ 

ナツキ １年は修行しろ、と。 

リナ うわー。台本は？ 

ナツキ リナ、書いて。 

リナ えー。 

ナツキ で、主演＆演出。 

リナ 無理だって。 

ナツキ できるー。 

リナ ……だって…学校行けるかわからないよ。 

ナツキ 今日来れたんだから楽勝だって。 

リナ ……今日だって、わからないよ。 

ナツキ あー、久しぶりだからちょっと不安なんだよね。わかるよ。私だって心配だも

ん。子供たちにウケるかなーって。 

 

 ノゾミ、ケント、黒田、シュウヤ戻ってくる。 

 

ノゾミ ナツキ、そろそろ時間。 

ナツキ え？あ、はい！ 
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ノゾミ ラブ玉は大丈夫？ 

ナツキ ばっちりです。 

ノゾミ オッケー。指示出して。 

ナツキ あ、えーと、それじゃ、もうすぐ開場ですので、準備お願いします。 

部員 はい。 

 

 ノゾミ、ケント、着替えに行く。 

 

シュウヤ ああ、ヤバイ。また緊張してきたっす。 

黒田 練習の通りやれば大丈夫。 

ナツキ 何があっても最後までやり通してね。 

黒田 幕が上がったらもう後戻りできないから。 

ナツキ ヒーローがセリフ忘れたら子どもたちガッカリじゃん。 

シュウヤ そうっすよね。 

黒田 子どもの夢、壊しちゃいけない。 

シュウヤ はい。 

 

 アイ、楽屋をのぞき込む。 

 

アイ ここはどこだー。 

ナツキ あ！あのね、ここは入っちゃダメなの。 

アイ あー！レッドだー！ 

シュウヤ やべっ！（ヘルメットをかぶる） 

アイ レッドでしょー？ 

ナツキ あのね、もうちょっとしたら、 

アイ ねえねえ、何レッド？ 

シュウヤ （おもいっきり格好つけて）ベーコンレッド！ 

アイ 変な名前～。 

ナツキ だからね、あのね、 

アイ お兄ちゃん、悪い人？ 

黒田 そうだぞー。とっても怖い、朝寝坊大王様だあー。 

アイ わー！…あれ？何でレッドと悪い人が同じ所にいるの？ 

黒田 え！……ふはははは。さらばだ、アサメシンジャー！１０時半にまた会おう！ 

 

 黒田、退場。 
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シュウヤ クロ先輩～。 

ナツキ 逃げた。 

リナ あなた、お名前、なんて言うの？ 

アイ アイ。 

リナ アイちゃん、お父さんとお母さんは？ 

アイ わかんない。 

リナ え？ 

 

 ケント、戻ってくる。 

 

ケント え、子ども？ 

ナツキ なんか迷子みたいで。 

ケント マジで？ 

アイ あ、緑！ 

リナ そう、グリーンだよ。 

アイ グリーン、どこ行ってたの？ 

ケント ああ、着替えて 

シュウヤ パトロールだよお！ 

アイ パトロール？ 

リナ そうなの。悪い奴がいないか、パトロールしてたの。 

シュウヤ ケント先輩、パトロールしてください！ 

ケント （周りをさらっと見回し）異常なし。 

シュウヤ 先輩～。 

リナ アイちゃん、今日は誰と来たの？ 

アイ えーとねえ……。 

リナ 誰と来たのかな？ 

アイ ……お父さん。 

リナ お父さん、どこにいるのかなあ？ 

アイ わかんない。 

リナ そうなんだ。 

ナツキ 迷子の放送入れてもらおうか。 

リナ そうだねー。 

アイ …あのね、レッドにお願いがあるの。 

シュウヤ な、なにかなー。 
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アイ …お父さん捜して欲しいの。 

リナ お家はどの辺かな？ 

アイ ねえ、レッド。お父さん、連れてきて。ヒーローでしょ？ 

シュウヤ あー、どうしよう… 

リナ お姉ちゃんと一緒に探しに行こうか？ 

アイ お姉ちゃんは、変身できるの？ 

リナ え？ 

アイ ヒーローじゃないとダメなの。 

リナ どうして？ 

アイ お父さん連れてきて。ヒーローでしょ？ 

ケント んなこと言っても、俺たち偽物だしなあ。 

シュウヤ ケント先輩！ 

ケント え？あ、ああ。悪い。 

 

 アイ、泣き出す。 

 

リナ ああ、ごめんね。大丈夫だよ。ヒーローだから、お父さん、すぐに見つかるよ。 

アイ （泣きやみ）……偽物なんて知ってたよー。 

リナ え？ 

アイ やーい、だまされてんのー。迷子になんかなるわけないじゃん。バカじゃない

のー。 

高校生 えー…。 

アイ べーっ。 

 

 ノゾミ、戻ってくる。 

 

ノゾミ ごめんごめん、このチャックすごく固くてさあ、 

アイ あ、ノゾミ姉ちゃん！ 

ノゾミ あー、アイちゃん。 

高校生 えー！？ 

ナツキ 部長の妹ですか？ 

ノゾミ ううん、いとこ。 

シュウヤ マジっすかー。 

アイ もう始まるの？ 

ノゾミ うん。始まるよ。一人で行ける？ 
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アイ うん。アイ、大人だもん。バイバーイ。 

ノゾミ バイバーイ。 

 

 アイ、退場。ノゾミ以外、あっけにとられている。 

 

ナツキ …何、あのガキ。 

ノゾミ え？ 

ナツキ あ、いえ。なんか、すごい子ですね、アイちゃんって。 

ノゾミ そう？ 

シュウヤ いきなり入ってきて、お父さん捜してーって。 

ノゾミ え、そうなんだ。 

 

 黒田、戻ってくる。 

 

黒田 いやー、危なかったー。トイレに隠れて、難を逃れた。 

シュウヤ クロ先輩、逃げないでくださいよ。 

ナツキ 何が「子どもの夢を壊しちゃいけない」ですか。 

黒田 いやー、子どもって怖いねー。 

ケント そうだなー。 

ナツキ リナ、ちっちゃい子と話すのうまいんだね。 

リナ そう？ 

ナツキ 私、子供って苦手なんだよね。 

リナ えー。 

 

 前田とアイの母親、登場。 

 

前田 失礼します。西村さんのご親戚なんですってね。 

ノゾミ はい。 

母 こんにちは。 

ノゾミ ああ、おばちゃん。あれ、アイちゃんは？ 

母 外にいるんだけど、入ってこなくて。恥ずかしいのかしら。あ、これ、焼きそ

ばなんだけど、みんなで食べて。 

ノゾミ ありがとー。差し入れ！ 

部員たち ありがとうございます。 

前田 西村さんが作ったんですよ。 
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部員たち おおー。 

前田 じゃあ、先に行ってますね。 

母 はい。 

前田 頑張ってね！ 

部員 ありがとうございます。 

 

 前田、退場。 

 

母 なんか、アイがお世話になったみたいで。どこいったんだろう、って思ってた

ら、そこの廊下にいてね。 

ノゾミ ああ、うん。 

母 迷惑じゃなかった？ 

ノゾミ ああ、別に。 

シュウヤ あれ、お父さんと来てるって言ってましたよね。 

母 え？ 

ノゾミ なんか、さっき「お父さん捜して」とか言ってたらしいよ。 

母 そうなんだ。この春から単身赴任なんです。連休で帰ってきてたんだけど、昨

日向こうに戻っちゃって。もう泣いて泣いて、大変だったんだから。 

ノゾミ ああ。 

母 あ、あの子、去年の劇がすごく面白かったみたいで、今年も楽しみにしてたん

ですよ。 

アイ （入り口から顔を出して）早く～。 

母 ああ、ゴメンね。それじゃ、頑張ってね。 

ノゾミ ありがと。 

リナ アイちゃん、バイバイ。 

アイ バイバイ。 

 

 アイと母、退場。 

 

シュウヤ 焼きそば、焼きそば～。 

黒田 レッドよ、「いただきます」と言ってくれ！ 

ノゾミ シュウヤ、終わってからにして。衣装、汚したらどうするの。 

シュウヤ …はーい。 

ノゾミ なんか、ごめんね、いとこが。 

ナツキ いえいえ。楽しみにしてるって。レッド。 
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シュウヤ なんかプレッシャーっすね。 

リナ 本当はお父さんと来たかったんでしょうね、アイちゃん。 

ノゾミ ああ。やっぱり寂しいんだろうね。 

ナツキ だからお父さん連れてきて、なのか。 

シュウヤ ヒーローなら何とかしてくれるって思ったんすかね。 

ケント 俺たちに言ってもどうにもならんだろ。 

ナツキ まあ、そうですけど。 

リナ それでも、誰かに聞いて欲しかったのかな。 

全員 ……。 

リナ あ、すいません。 

ナツキ …そうだね。アイちゃんのためにも、頑張りましょう！ね、クロ先輩。 

黒田 え。よ、よーし、任せとけ！（ケントに）なあ！ 

ケント よし、やるか。な、シュウヤ。 

シュウヤ はい！子どもたちに元気を与えるからヒーローなんすよ！ 

ノゾミ そのためにも、まず私たちが元気出さないと。 

シュウヤ はい！腹が減っても、気合いで乗り切ります。 

ノゾミ ああ、朝食べてないんだっけ。 

シュウヤ 起きたらギリギリで、やべっ、遅刻だ！って。 

ケント 俺は何があっても絶対朝飯は食べるね。 

ナツキ 私も。 

シュウヤ 遅刻しそうでもですか？ 

ケント 朝食わないと、学校行く気しねえもん。 

ノゾミ しないわー。 

ケント なあ。 

黒田 朝ご飯を食べない子供は元気が出なくなる。 

ケント おー、朝寝坊大王、正しいじゃん。 

黒田 さすがナツキちゃん！ 

ナツキ ありがとうございます。 

ノゾミ あ！もう開場してるよね？ 

ナツキ やばい、開演５分前です！最終チェックしてください！ 

 

 それぞれ、最終準備に入る。シュウヤ、一気に緊張する。 

 

ケント （シュウヤに）ガチガチだな。 

シュウヤ だ、大丈夫です。 
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ナツキ （リナに）頑張ろうね！ 

リナ え、あ、うん。 

ナツキ 袖見てきます。あ、部長。ヘルメット！ 

ノゾミ （ヘルメットを更衣室に忘れたことに気づき）私も緊張してるかも。 

 

 ナツキ、舞台袖へ。ノゾミ、ヘルメットを取りに行く。 

 

黒田 シュウヤ、ラストやっとく？ 

シュウヤ はい。お願いします。うおおおー！体中に力がみなぎる！頭が冴える！ 

黒田 おお、何と言うことだ。朝ご飯で血糖値が上がり、脳の活動が活発になってい

く！ 

シュウヤ うおおりゃあー！行くぞ！必殺！ブレックファースト・アタック！！ 

黒田 ぐわああああー…ＯＫ！ 

シュウヤ 行けますかねえ？ 

黒田 大丈夫。絶対行けるって。 

シュウヤ めっちゃ怖いっす。 

ケント 何ビビッてんだよ。行ける、行ける。 

黒田 行ける！ 

シュウヤ よーし… 

 

 阿部、ビデオカメラを持って走りこんでくる。 

 

阿部 間に合ったー。 

ノゾミ （戻ってきて）あ、先生！ 

阿部 いやー、良かった。 

ノゾミ ちょっとホール見てくる。 

ケント 行ってらっしゃい。 

 

 ノゾミ、黒田、退場。ナツキ、袖から戻ってくる。 

 

シュウヤ 阿部先生！ 

阿部 ん？ 

シュウヤ 俺、ヒーローになりたいっす。 

阿部 お、おお。そうか。 

シュウヤ 必要とされれば、誰でもヒーローなんすよね？ 
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阿部 そうだぞ。 

シュウヤ 子どもたちが、アサメシンジャーを待ってるんですよ。 

阿部 わかってくれたか、シュウヤ。 

シュウヤ はい！よしっ！ベーコンレッド！（ヘルメットをかぶる） 

ケント シュウヤはヘルメットをかぶって、ベーコンレッドに変身するのだ！ 

シュウヤ はい！違う自分に生まれ変わりました。 

阿部 それは違うぞ。変身とは違う自分に変わることではない。 

シュウヤ え？ 

阿部 いいか、良く聞け。変身とは、自分の新たなる可能性を切り開くことなのだ！ 

ケント はい？ 

阿部 つまりだな。変身しても中身は変わらないってことだ。仮面ライダーに変身し

ても、中身は藤岡弘、のままだろ。 

シュウヤ 誰ですか？ 

阿部 いいか、良く聞け。変身とは中身を覆い隠すことではない。自分自身をしっか

り見つめ、その上で変身することで、新たなる力、否、自分の中にある本当の

力を引き出すのだ。わかるか、シュウヤ。 

シュウヤ わかりません。 

阿部 わかるだろ。なあ。 

ケント 俺もわかりません。 

阿部 …いや、だからね、 

 

 ノゾミ、黒田、戻ってくる。 

 

ノゾミ お客さんで一杯だよ。 

黒田 ヤバイ。アレ見たら緊張してきた。（お腹を気にする） 

シュウヤ え～。 

阿部 よし、ちゃんとビデオ撮ってやるから。みんな頑張れよ！ 

部員 はい。 

 

 阿部、ビデオカメラ・三脚を持って退場。 

 

ナツキ 衣裳その他のチェック、大丈夫ですか？ 

部員 （それぞれ、「オッケー」「大丈夫」など） 

ノゾミ よし、気合い！ 

部員 よっしゃ！ 
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 部員達、輪になる。ナツキに促され、リナも輪にはいる。気合いを入れる。 

 

ノゾミ 行こう！ 

部員たち はい！ 

 

 部員たち、楽屋を出て行く。リナだけ動けない。ナツキが気づいて戻ってくる。 

 

ナツキ 行くよ。 

リナ ……。 

ナツキ リナ？ 

リナ ……。 

ナツキ どしたの？ 

リナ ……。 

 

 ノゾミ、戻ってきて 

 

ノゾミ ナツキ、早く来て。 

ナツキ えっと、あの、ちょっと、 

ノゾミ え、何？…どうしたの？ 

リナ ……。 

ノゾミ ほら、リナ。始まるよ。行くよ。（リナの腕を引くが動かない）え、ちょっと、

どうしたの？ 

ナツキ すぐ連れて行きますから、先に始めててください。 

ノゾミ 舞監は袖にいてよ。 

ナツキ でも、 

ノゾミ 連れて行こう。 

 

 二人で連れて行こうとするが、動けないリナ。ケントが戻ってくる。 

 

ケント 何やってるんだよ。急げ！ 

ノゾミ 今行く。リナ、ごめんね。無理させちゃったよね。ちょっと休んでてね。ナツ

キ、行くよ。 

ナツキ えと、でも、 

ノゾミ あんた舞監でしょ！ 
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 ノゾミ、出て行く。ナツキも後を追う。廊下で、 

 

ノゾミ 始まってちょっと経ったら、リナについててあげて。 

ナツキ いいんですか？ 

ノゾミ うん。でも、幕が開くまでは袖にいて。シュウヤは初舞台なんだから、いつも

と同じように始めなきゃ。 

ナツキ はい。 

 

 二人、袖に移動。 

 

ケント 遅えよ。 

ノゾミ ごめん。 

ナツキ すぐ行きます。準備いいですか？（役者、うなづく）シュウヤ、頑張ってね！ 

シュウヤ は、はい！ 

ナツキ 行きます。緞帳アップ！ 

 

 ホールにテーマ曲が流れる（音楽。ＳＰ：上手奥）。ホール袖で、「食育戦隊！

アサメシンジャー！」と叫び、アサメシンジャーの３人がステージに飛び出し

ていく。ショーが始まる。ナツキ、舞台が気になりつつも楽屋に戻ってくる。（音

楽ＦＯ） 

 

ナツキ 始まったよ。シュウヤ、ガチガチだよ。うちらも去年、そうだったよね。 

リナ ……。 

ナツキ 大丈夫？急にバタバタしたからね。落ち着いたら、袖に行こうよ。 

リナ ……やっぱり、行けない。 

ナツキ 出来てたじゃん、ラブ玉。 

リナ …ごめん。 

ナツキ 大丈夫だって。……ね、行こう。 

リナ ……怖い。 

ナツキ え…。みんないるから大丈夫だよ。……ね。袖から見てようよ。 

リナ ……行って。 

ナツキ ……えーと…（舞台も気になる）……。やっぱ一緒に行こう。 

リナ （首を振る） 

ナツキ ……あー、朝ご飯食べてないんだよね。だから元気出ないんだ。朝ご飯食べな
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いと、アサメシンジャーに怒られるぞ。焼きそば食べる？（リナの前に割り箸

を置く） 

リナ （首を振る） 

ナツキ お腹すいたでしょ。食べて元気出そうよ。 

リナ …食べられないんだ。 

ナツキ え？ 

リナ ……朝ご飯食べたら…きっと…学校行けるのに。……食べようとしたら気持ち

悪くなって……体が震えて…動けなくて… 

ナツキ …… 

リナ 変だよね、こんなの。 

ナツキ そんなことないよ。……わかるよ。 

リナ ……どうしてなのか全然わかんなくてさあ………ごめんね。わかんないよね。 

ナツキ ……。 

リナ ……。 

ナツキ ごめん…たぶん、わかんない。わかってあげられなくて、ごめん。でも……わ

からないけど、一緒に出て欲しい。だってさあ……リナと一緒に演劇やりたい

んだもん。 

 

 間。 

 

ナツキ ごめん。プレッシャーだよね、こんなの。ごめん。 

リナ ……。 

 

 リナ、机の上にあった割り箸で、ご飯を食べる演技を始める。困惑するナツキ。 

 

リナ ……このベーコン、カリカリだね。 

ナツキ え？ 

リナ ……オムレツもトロトロ。 

ナツキ リナ？ 

リナ ……朝はやっぱりサラダだね。 

ナツキ ……。 

 

 ナツキ、リナの隣に座り、朝ご飯を食べる演技を始める。 

 

ナツキ このベーコン、カリカリだね。オムレツもトロトロ。朝はやっぱりサラダだね。 



30 

 

リナ …オニオンサラダ。 

ナツキ オニオンサラダ。 

リナ …マネしないでよ。 

ナツキ マネしないでよ。 

リナ …ご飯、おかわり。 

ナツキ （ご飯を渡すマイム）はい。たくさん食べてね。 

リナ ……美味しい。 

 

 ナツキ、リナを抱きしめる。 

 

リナ ……時間。ナツキ、時間。 

 

 リナ、ナツキを促す。 

 

ナツキ …行くね。 

 

 ナツキ、出て行こうとする。 

 

リナ やっぱさ…朝ご飯は、大切だよね。 

ナツキ アサメシンジャーだからね。 

リナ オニオンだけどね。…私らは。 

ナツキ ……。 

 

 二人、泣きながら笑顔を作る。そこへ、黒田が駆け込んでくる。 

 

ナツキ クロ先輩！？どうしたんですか？ 

黒田 せ、正露丸…。 

ナツキ 本番中じゃないんですか！？ 

黒田 そ、そうだけど…無理…。 

ナツキ 大丈夫ですか？ 

黒田 ト、トイレ…。 

 

 黒田、弱々しく出て行く。 

 

リナ 本番中だよね！？ 
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ナツキ 行こう！ 

 

 リナ、ナツキ、ホール袖へ。舞台上でうろたえる３人。 

 

ノゾミ えーと、あの……どうしよう。 

シュウヤ どーするんすか～！？ 

ケント 続けるしかねえよ。 

シュウヤ あ～～……。 

ケント 落ち着くんだ、レッド！ 

ノゾミ えーと、朝寝坊大王は……えっと……さらに強いボスに呼び出されたのだ！ 

ケント 実は朝寝坊大王は悪の組織の、係長に過ぎないのだ～。 

ノゾミ 中間管理職は、辛いのだ～。 

シュウヤ せんぱ～い… 

ケント 何だ、レッド！ 

シュウヤ あの、子どもたちが「今のうちに逃げちゃえ」って。俺もそれが良いと思うん

すけど。 

ケント な、何を言うんだ、レッド！ 

ノゾミ 正義の味方は、敵がいない隙に逃げるなんて卑怯なマネは出来ないのよ！ 

シュウヤ じゃあ、どうすれば良いんすか～。 

 

 ホール袖に前田がやってくる。 

 

前田 どうしたの？子どもたち、騒ぎ始めてるけど。 

ナツキ あたし、代わりに入る！ 

リナ 大丈夫！？ 

ナツキ セリフ覚えてるから。 

前田 頑張ってね！ 

ナツキ はい！ 

 

 ナツキ、舞台に飛び込んでいく。 

 

ナツキ そこまでだ、アサメシンジャー！ 

シュウヤ ナツキ先輩～！ 

ノゾミ 誰だお前は！？ 

ナツキ 私はラブリーオニオン！ 
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ケント ラブリーオニオン！？ 

ナツキ 朝寝坊大王はお前達ごときに苦戦しているからクビにしてやった。 

ノゾミ ま、まさかお前が朝寝坊大王の上司！？ 

ナツキ その通り。奴はただの係長。私の命令ひとつでクビだ。今頃トイレで泣いてい

るだろう。さあ、どうする、レッド。 

シュウヤ え、え、えっと、えっと……どうすれば良いんすか～ 

ナツキ （小声で）ブレックファースト。 

シュウヤ え？ 

ナツキ （小声で）ブレックファースト・アタック。 

シュウヤ え？ 

ナツキ ブレックファースト・アタックを撃てるか！？ 

シュウヤ あ、そこからですね！ぶ、ブレックファースト・アタ～… 

ナツキ 待てぃ！今ブレックファースト・アタックを撃てば、二人はどうなる？ 

シュウヤ え、あの、えっと、どうなるでしょう？ 

ナツキ 二人に当たるだろう。 

シュウヤ あ、そうだ。しまった。二人に当たってしまう～。 

ナツキ 最初から気づきなよぉ。 

シュウヤ く、くそ～。どうすればいいんだ～。 

ナツキ ふっふっふ。素直に「ママ、まだ眠いよ。朝ご飯いらない。」と言ってしまえ！ 

ノゾミ レッド！それだけは言っちゃダメ！ 

ケント 俺たちは食育戦隊アサメシンジャーなんだ！ 

ナツキ うるさい二人だ。これは重さが変化するペンダント…は朝寝坊大王が持って行

ってしまった。えーい、必殺、タマネギみじん切りアタック！ 

シュウヤ そんなの台本にないですよ～。 

ノゾミ うわああー！目にしみるぅ～！ 

ケント さすがラブリーオニオン！強い～！ 

シュウヤ せんぱ～い… 

ナツキ さあ、どうする、レッド？ 

シュウヤ あうう… 

ノゾミ どうしたの、レッド！ 

ケント レッド！俺たちごと、撃て！ 

ノゾミ そうよ！（ふたりでラブリーオニオンをおさえる） 

ナツキ おお、何をする。 

ケント レッド！ブレックファースト・アタックを撃て！ 

ノゾミ 子どもたちの朝ご飯を守って、レッド！ 
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シュウヤ 僕…僕…セリフ、出てきません……無理です～！うわあ～ん！ 

 

 シュウヤ、走って退場。 

 

ケント レッド！ 

ノゾミ どこに行ってしまうの、レッド！ 

前田 あ、ねえ、ちょっと待って。  

ケント マジかよ～。 

ナツキ えー…。わ、わはははは。見たか、我が力を。レッドは逃げ出した！ 

 

 前田、シュウヤを無理矢理舞台に押し出す。その時、思わず一緒に飛び出して

しまう。 

 

ノゾミ レッド！ 

ケント 戻ってきてくれたのか！ 

シュウヤ だって、このおばさんがどうしても出ろって～。 

前田 （舞台上に立っている状況を理解して舞い上がる）あらららら、どうしましょ

う～。 

ノゾミ 前田さん、出て下さい。出て下さい。 

前田 ええっ！？出て下さいって、えっと、えっと、わかりました。で、出ます。て、

て、て、天呼ぶ、地呼ぶ、人が呼ぶ！子どもの日フェスティバルに私を呼ぶ！ 

ケント 出るの意味が違うー！ 

前田 我こそは、クイーンダイエットなり～！ 

ノゾミ え、あ、えーっと、一緒にラブリーオニオンを倒しましょう！ 

ケント そうだ！一緒に戦おう！クイーンダイエット！ 

シュウヤ ダイエットは朝ご飯の敵だって言ったじゃないですかー。 

前田 え？ 

シュウヤ やせるために朝ご飯抜くってー。 

ナツキ あー、そうだった！クイーンダイエットこそ全ての朝ご飯の敵なのだ！ 

前田 え、私、悪役！？どうしよう。えっと、えっと、（お腹を叩く）おっしゃあ！よ

くぞ見破った！その通り！私こそ悪の女王、クイーンダイエット！ 

ナツキ 手錠を解くぞ。むん！  

 

 グリーンとイエローの手錠が外れる。 
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ナツキ 奴こそ共通の敵！共に戦おう！ 

ノゾミ いきなり仲間？ 

ケント 少年ジャンプみたいだな。 

ナツキ いいから！ 

ノゾミ よし、わかった！ 

ケント 行くぞ！ 

 

 クイーンダイエットに飛びかかるグリーン。 

 

前田 えー、私、アクションとか無理！ 

 

 わたわたする前田の周りで、勝手に戦っているグリーン。 

 

前田 えい。 

ケント うわあー！ 

 

 派手にふっとぶグリーン。 

 

ノゾミ グリーン！ 

ナツキ 行くぞ！ 

前田 うわわわわ、えい。 

ノゾミ・ナツキ ぐわあー！ 

 

 やたら派手にぶっ飛ぶイエローとラブリーオニオン。 

 

前田 あらやだ。私ったら、強い。うは、うは、うはははは。 

 

 阿部、飛び込んでくる。 

 

阿部 茶色い戦士、茶レンジャー登場！ 

前田 うるさいっ！（阿部をぶん投げる） 

阿部 あ痛！！ 

 

 阿部、腰を押さえて立ち上がり、何か言いかけるが、走り去る。 
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ケント 何しに出てきたんだ…。 

ノゾミ や、やせるために朝ご飯を抜くなんて間違ってるわ！ 

前田 そうかな？お前は体重が気にならないか？ 

ナツキ え！？ 

前田 年頃の女子高生だもんねー。気になるよねー。体重。 

ノゾミ・ナツキ ……。 

前田 身体測定の朝、朝食を抜いて学校に行かなかった？ 

ノゾミ・ナツキ ……ぐ、ぐわああああ！ 

ケント ま、まさか、イエロー！ 

ノゾミ ごめんなさい、グリーン！ 

ナツキ 怖かったのよ、体重計が！ 

ケント 実は…俺もなんだ！ 

前田 ふははははは。 

ノゾミ 強い、強すぎるわ、クイーンダイエット… 

ケント やばいって。収拾つかねえよ。 

ノゾミ これもう、ちょっと無理かも…。 

 

 客席の子供から声援が飛ぶ。 

 

アイ （客席から）アサメシンジャー、頑張れー！ 

ノゾミ え、アイちゃん？ 

アイ アサメシンジャー、頑張れー！ 

ナツキ アイちゃん。 

アイ 頑張れー！ 

ナツキ …そうだ。最後の希望があります。 

ノゾミ 最後の、希望？ 

ナツキ ホワイトを呼びましょう。 

ケント ホワイト？ 

ナツキ そう、ホワイト！ 

ノゾミ え、でも、 

ナツキ ホワイトー！ 

ノゾミ ナツキ。 

ケント マジでどうする？ 

ナツキ ホワイトはきっと来ます。 

アイ ホワイトー！ 
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ノゾミ わかった。一緒に呼ぼう。ホワイトー！ 

ナツキ ホワイトー！ 

ケント ホワイトー！ 

アイ ホワイトー！ 

ノゾミ ホワイトー！ 

シュウヤ 助けて下さい、ホワイトー！ 

ナツキ 彼らの声はホワイトに届くのか？次回、「食育戦隊アサメシンジャー」最終回、

「ホワイトよ、『いただきます』と言ってくれ！」 

 

 リナ、手足が震えている。 

 

ナツキ リナ、お願い。 

前田 どうした？誰も来ないではないか？ホワイトなど来ないわ。これで世界は私の

ものだ！ 

 

 リナ、意を決してステージに飛び出す。 

 

前田 誰だ！？ 

ナツキ リナ！ 

リナ ……。 

前田 誰だ、と聞いている！ 

リナ 私は……アサメシンジャー最後の戦士…白米ホワイト。 

前田 何！？主食の登場か！ 

 

 ナツキ、自分のヘルメットをリナに渡す。 

 

ナツキ 私のヒーロー。 

リナ ……変身。 

 

 リナはヘルメットをかぶり、白米ホワイトに変身するのだった！カッコイイ音

楽。照明変化。激闘の末、アサメシンジャーたちは、クイーンダイエットを打

ち破る。 

 

シュウヤ 「必殺！」 

５人 「ブレックファースト・アターック！！」 
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 音楽Ｃ・Ｉ。 

 

シュウヤ 「カリカリに焼いた情熱の赤！ベーコンレッド！」 

ケント 「緑の繊維質は大地の恵み！サラダグリーン！」 

ノゾミ 「トロトロ半熟あなたのハートも溶かしてみせる！オムレツイエロー！」 

ナツキ 「一皮むけばつるつるお肌！ラブリーオニオン！」 

リナ 「炭水化物でエネルギーチャージ！白米ホワイト！」 

シュウヤ 朝ご飯は大切だ！ 

５人 食育戦隊！アサメシンジャー！ 

シュウヤ いただき… 

 

 ノゾミがシュウヤを止める（音楽ＣＯ）。ノゾミ、リナを見る。全員がリナを見

る。リナ、ナツキと目が合う。ナツキ、リナに微笑む。 

 

リナ いただきます！ 

リナ以外 いただきます！ 

 

 音楽ＣＩ。幕。 

 

 

 ※セリフの一部に、平田オリザ演劇ワークショップ in帯広（１９９６年）での

発表作品「思い出せない英雄のいくつか」からの引用があります。 

 

 


