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Ｍ１オープニング（どうすればいい） 

 

王様（センター、もしくは下手から登場） 

セリフ：あ～・・困った・・どうすればいいんだ・・ 

（天に向かって）お父様！お母様！私に力をお貸しください！ 

（歌）遂にやって来たこの時が 50年というその節目が 

だけど、だけど、戦士達の気持ちがバラバラなのです 

パークスの力に頼りすぎてたのでしょうか 

（BRGWが上手から覗く） 

セリフ：どうすればいい・・どうすればいいんだ・・ 

（下手にハケル） 

 

BW リ   （下手を見つめながら）やはり絶対に何かある 

 

RW リ   何かを隠している 

 

GW リ   どこに？ 

 

BW リ   どこにじゃないでしょう 

 

RW リ   王様の様子がおかしいって言ってるの！ 

 

M2（守れよ王を） 

 

GW リ   はいはい、その位分かってますよ。あのお姿を見れば誰だって。 

        （二人を説得するように）（二人は納得する態度を示す） 

 

我らは最強の戦士 BLUE、RED、GREEN 

この国の平和を守るため この国の人を守るため 

そして王様を守るため 

毎日、毎日、仕事をしているのさ 

だから解決しなければ 我らが王の我らが王の悩みを 

 

BRGリ   王様～王様～ お越し下され～ 王様～ 

 

王様    何事じゃ～ 何を騒いどる（下手から） 
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BW リ   王様、折り入ってお聞きしたことがございます。 

 

王様    遠慮は要らない。言うてみなさい。 

 

RW リ   絶対に何かありましたよね 

 

GW リ   何か隠していませんか？ 

 

王様    どこに？ 

 

BW リ   どこにじゃありません！ 

 

RW リ      王様の様子がおかしいからです。 

 

GW リ   正直におっしゃってください！ 

 

王様    だから何も取っていないって 

                ↑（三人が王様に近づき顔を睨みつける） 

王様    わかった、わかった、分かりました。 

              （三人無言で離れる） 

王様    それでは話そう。良く聞いてくれ。 

 

BRGW リ  はい。 

 

BGM(in) 

 

王様    このパークスも 50 年が経ち、その力が間もなく無くなろうとしている。 

 

BW リ   では、新しいパークスに替えるのですね。 

 

王様    そうなんだが・・・・ 

 

RW リ   何か問題でもあるんですか？ 

 

王様    あると言えばある・・・・パークスの扉は・・・（やった！いい考えが浮かんだ 
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      という表情とポーズを取る） 

 

GW リ   パークスの扉がどうしたんですか。じらさないで教えてください。 

 

王様    扉は・・ちょっとやそっとの事では開かないのだ。この古文書にはこう書いて 

      ある。「三三七拍子をやって、扉に付いているランプを４つ点けよ。」 

 

BW リ   それだけですか？ 

 

RW リ   問題なんて何もないじゃないですか。 

 

GW リ   我々の得意とするリズム三三七拍～子（実際に行う）容易
た や す

いことです。 

 

王様    バカもーん！もっともっと難しい事をしなくてはならないのだ！（早口で）いい 

か、１つ目は全て表情を変える。２つ目は手拍子ではなく足拍子でやる。 

３つ目は鳴き声でやる。４つ目は強烈なリズミックパワーの波動を扉にぶつける 

事。わかったか！ 

BGM(out) 

BW リ   分かった？（RW リに聞く） 

 

RW リ   分かった？（GW リに聞く） 

 

GW リ   さっぱっり？（手を広げ） 

 

王様    （ずっこける）もう良い！戦隊毎にやってもらうので、先ずはBW を呼んで 

      来なさい。RED と GREEN は呼ばれるまで待機せよ。 

 

BRGW     かしこまりました王様！ 

 

BW リ   お前たちには絶対負けないからな！ 

 

RW リ      こっちのセリフだ！ 

 

GW リ   こっちのセリフだ！（BRGW は上手へ） 
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王様    やれやれ、先が思いやられるわ（下手にハケル） 

 

         （BW 登場）  

 

M3（BW） 

BLUE  BLUE   BLUE  WARRIORS 

リズムに乗って 声を合わせて 

エイヤー エイヤー 悪を倒す 

チームワークは 世界一 

行くぞ 我ら 平和の戦士 

 

BW リ   王様！全員揃いました！ 

 

王様    BW の諸君、君たちは三三七拍子をする時にそれぞれ表情を変えるのだ。 

      私がやるので見ていなさい。三（笑顔）三（泣き顔）七（六までは怖い顔七だけ 

変な顔×２）（戦士はそれぞれ違うものを行う）分かったか？ 

このメーターが 100 を超えた時にランプは点く。やってみなさい。 

 

BW リ   始めは私がやります！（実際にやる。100 まで届かない。）（他の戦士は応援する） 

ダメか～  SE 

 

BW１    次は私がやります！（同様）力不足でした！ SE 

 

BW2    今度は私がやります！（同様）悔しい～ SE 

 

BW3       私が成功させます！（同様）ダメでした！ SE 

   

BW4    王様！見ていてください。この私が成功させます！ 

 

王様    頼んだぞ！ 

 

BW4    はい！（同様）申し訳ありませんでした！ SE 

 

王様    困ったのう。パークスの力が・・・、平和な国が・・・ 

 

BW 全員  （スクラムを組んで相談をする） 



 

5 

 

 

BW リ      もう一度チャンスを下さい。今度は全員が一緒にやってみます。 

 

BW 全員  （エイエイオーをする。BRG それぞれオリジナルで）（三三七拍子をするが、メ 

ーターが上がらない）（上がらなかった時のリアクション） 

 

BW1       そうだ！ここにいる人たちに手伝ってもらったらどうでしょうか。 

 

BW2       人を頼っちゃダメだよ。 

 

BW3       そうだよ、我々の力で何とかしよう！ 

 

BW4       リーダー！どうします。 

 

BW リ   良く言った！早速お願いしよう（BW1 の肩に手を乗せる。BW2345 呆然） 

 

BW1    皆さん！一緒に三三七拍子をやって下さい。お願いします。 

       （BW リはBW234 にも促す） 

BW2       最初の三拍子は笑顔で！ 

 

BW3       次の三拍子は泣き顔で！ 

 

BW4       七拍子は怒った顔で！ 

 

BW リ    では行きますよ！さんはい！（3 回繰り返す、最後の拍手で盛り上げる） 

※ランプが点く SE 

BW 全員  やった～、ヨッシャー、王様（など口々に言い、抱き合って喜ぶ） 

 

王様    よくやった！（観客に挨拶するよう促す） 

 

BW リ   皆さん！ありがとうございました！ 

 

BW 全員  ありがとうございました！ 

 

王様    次はREDW を呼んできなさい。 
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BW リ   かしこまりました。さあ、行くぞ！ 

 

BW 全員  はい！（上手へハケル） 

 

王様    あと 3 つのランプが点けば、パークスの扉は開く。楽しみ楽しみ（下手へ） 

      （RW 登場） 

M4（RW） 

RED  RED   RED  WARRIORS 

リズムに乗って 声を合わせて 

エイヤー エイヤー 悪を倒す 

チームワークは 世界一 

行くぞ 我ら 平和の戦士 

 

RW リ   王様！全員揃いました！ 

 

王様    RW の諸君、君たちは三三七拍子をする時にそれぞれ表情を変えるのだ。 

  但し、手拍子ではなく足拍子でやるのだ。私がやるので見ていなさい。三（困 

り顔）三（怒り顔）七（六までは笑顔七だけ変な顔×２）（戦士はそれぞれ違う 

ものを行う）このメーターが 100 を超えた時にランプは点く。やってみなさ 

い。 

 

RW リ   始めは私がやります！（実際にやる。100 まで届かない。）（他の戦士は応援す 

る）ダメか～ SE 

 

RW1    次は私がやります！（同様）力不足でした！ SE 

 

RW2    今度は私がやります！（同様）悔しい～ SE 

 

RW3       私が成功させます！（同様）ダメでした！ SE 

   

RW4    王様！見ていてください。この私が成功させます！ 

 

王様    頼んだぞ！ 

 

RW4       はい！（同様）申し訳ありませんでした！ SE 
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王様    困ったのう。パークスの力が・・・、平和な国が・・・ 

 

RW 全員  （スクラムを組んで相談をする） 

 

RW リ      もう一度チャンスを下さい。今度は全員が一緒にやってみます。 

 

RW 全員  （エイエイオーをする。BRG それぞれオリジナルで）（三三七拍子をするが、 

メーターが上がらない）（上がらなかった時のリアクション） 

 

RW1       そうだ！ここにいる人たちに手伝ってもらったらどうでしょうか。 

 

RW2       人を頼っちゃダメだよ。 

 

RW3       そうだよ、我々の力で何とかしよう！ 

 

RW4       リーダー！どうします。 

 

RW リ   良く言った！早速お願いしよう（RW1 の肩に手を乗せる。RW234 呆然） 

 

RW1    皆さん！一緒に三三七拍子をやって下さい。お願いします。 

       （RW リはRW234 にも促す） 

RW2       最初の三拍子は変な顔で！ 

 

RW3       次の三拍子は酸っぱい顔で！ 

 

RW4       七拍子は笑顔で！ 

 

RW リ    では行きますよ！さんはい！（3 回繰り返す、最後の拍手で盛り上げる） 

 

※ランプが点く SE 

 

RW 全員  やった～、ヨッシャー、王様（など口々に言い、抱き合って喜ぶ） 

 

王様    よくやった！（観客に挨拶するよう促す） 

 

RW リ   皆さん！ありがとうございました！ 
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RBW 全員  ありがとうございました！ 

 

王様    次はGREENW を呼んできなさい。 

 

RW リ   かしこまりました。さあ、行くぞ！ 

 

RW 全員  はい！（上手へハケル） 

 

王様    あと 2 つのランプが点けば、パークスの扉は開く。楽しみ楽しみ（下手へ） 

（GW 登場） 

M5（GW） 

GREEN  GREEN  BLUE  WARRIORS 

リズムに乗って 声を合わせて 

エイヤー エイヤー 悪を倒す 

チームワークは 世界一 

行くぞ 我ら 平和の戦士 

 

GW リ   王様！全員揃いました！ 

 

王様    GW の諸君、君たちは三三七拍子をする時にそれぞれ動物の鳴き声等に変えて 

動作も付けるのだ。私がやるので見ていなさい。三（ガオガオガオ）三（コケ 

コッコ―）七（ウホウホウッホッホ）×２（戦士はそれぞれ違うものを行）こ 

のメーターが 100 を超えた時にランプは点く。やってみなさい。 

 

GW リ   始めは私がやります！（実際にやる）100 まで届かない。（他の戦士は応援す 

る）ダメか～ SE 

 

GW1    次は私がやります！（同様）力不足でした！ SE 

 

GW2    今度は私がやります！（同様）悔しい～ SE 

 

GW3       私が成功させます！（同様）ダメでした！ SE 

   

GW4    王様！見ていてください。この私が成功させます！ 
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王様    頼んだぞ！ 

 

GW4    はい！（同様）申し訳ありませんでした！ SE 

 

王様    困ったのう。パークスの力が・・・、平和な国が・・・ 

 

GW 全員  （スクラムを組んで相談をする） 

 

GW リ      もう一度チャンスを下さい。今度は全員が一緒にやってみます。 

 

GW 全員  （エイエイオーをする。BRG それぞれオリジナルで）（三三七拍子をするが、 

メーターが上がらない）（上がらなかった時のリアクション） 

 

GW1       そうだ！ここにいる人たちに手伝ってもらったらどうでしょうか。 

 

GW2       人を頼っちゃダメだよ。 

 

GW3       そうだよ、我々の力で何とかしよう！ 

 

GW4       リーダー！どうします。 

 

GW リ   良く言った！早速お願いしよう（GW1 の肩に手を乗せる。GW234 呆然） 

 

GW1    皆さん！一緒に三三七拍子をやって下さい。お願いします。 

       （GW リは GW234 にも促す） 

GW2       最初の三拍子は笑顔で！ 

 

GW3      次の三拍子は泣き顔で！ 

 

GW4       七拍子は怒った顔で！ 

 

GW リ    では行きますよ！さんはい！（3 回繰り返す、最後の拍手で盛り上げる） 

※ランプが点く SE 

GW 全員  やった～、ヨッシャー、王様（など口々に言い、抱き合って喜ぶ） 

 

王様    よくやった！（観客に挨拶するよう促す） 
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GW リ    皆さん！ありがとうございました！ 

 

RBW 全員  ありがとうございました！ 

 

王様    遂にランプは残すところ後 1 つになった。BLUEW~、REDW～、パークスの 

前に集合！ 

        （全員集合する） 

王様    皆の者よーく聞け！見ての通りランプは 3 つ点いた！最後はリズミックパワー 

          をパークスの扉にぶつけるのだ！私がやるので見ていなさい。リズミク（天を 

仰ぎ、手を開いて両腕を上げる）リズミック（徐々に手を下ろしながらお腹の 

前でカメハメハポーズを取る）リズミック・リズミック・リズミック・リズミ 

ック（手を後方に引いていく）パワー（手を前に突き出す）さあ力を合わせて 

やってみなさい。 

 

BW リ     BW 用意！ 

 

BW 全   はい！ 

 

RW リ      RW 用意！ 

 

RW 全      はい！ 

 

GW リ    GW 用意！ 

 

GW 全    はい！ 

 

王様    私が合図を出すので、みんな合わせてくれ！ 

 

全員    了解しました！ 

 

BGM(in) 

 

王様    リズミックパワー準備！５，４，３，２、１、０ 

 

全員    リズミック、リズミック、リズミックリズミックリズミックパワー！ 
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     （100 まで届かない）口々に落胆の声を出す。 SE 

 

王様    皆の者！諦めるでない！もう一度やってみるのだ！ 

 

BGM(out) 

 

BW リ   実は我々がランプを点けることができたのは・・この会場の皆さんの力を借り 

たからなんだ！ 

 

RW リ   え～！それは（ここまでは怒った感じで）我々も同じだ。（トーンダウン） 

 

GW リ   そりゃ～！（怒った感じで）無くないわ。BR と一緒さ（照れながら） 

 

王様    皆さま！また力を貸してもらえるでしょうか？貸して下さる方は拍手で応えて 

下され。（拍手が来てから）ありがとうございます。 

 

全員    ありがとうございます。 

 

      （リーダー達が歩み寄り手を重ねる） 

 

BW リ   ブルー！ 

 

RW リ   レッド！ 

 

GW リ   グリーン！ 

 

BW リ   力を （戦士たちも、それぞれ動作を付ける） 

 

RW リ   合わせて 

 

GW リ   頑張るぞ 

 

全員    エイエイオ―！ 

 

BRG1      一度、皆さんと練習します！立ってください。 
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BRG2      最初はリズミックで手を上げて 

 

BRG3      次のリズミックで力を溜めて 

 

BRG4      リズミック、リズミック、リズミックリズミックリズミックパワー！ 

 

BRGリ   扉めがけて力いっぱい前に出してください。 

 

BGM(in) 

 

王様    皆さん行きますよ！5，4，3，2，1，0（4 から全員で） 

 

全員    リズミック、リズミック、リズミックリズミックリズミックパワー！ 

              （1 回目は 100 を超えない） もう 1回！ 

リズミック、リズミック、リズミックリズミックリズミックパワー！   

       （メーターが 100 を超え、４つ目のランプが点く） SE 

 

全員    （大喜びをする。観客のところへ行き喜びを分かち合う） 

 

BGM(out) 

 

BRGリ   座ってください。 

 

BW リ   パークスの扉を開けよう。（RW リとGW リを促す） 

 

RGW リ  （扉の取手に片方ずつ手をかけ開けようとする）開きません！王様 

 

王様    そりゃあきまへんな（関西弁で）この鍵がなければ、あきまへんのや。 

      （鍵を鍵穴に入れ回す）開けてみなさい。 

 

RGW リ   開きました！（全員拍手喝采） 

 

BW リ   王様！もしや、その鍵で開くようになっていたのではありませんか？ 

 

王様    （しまった！という顔をして、そわそわする） 
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RW リ   三三七拍子は必要だったんですか？ 

 

GW リ   本当の事を教えてください。 

 

王様    実はパークスの扉はこの鍵で開くのじゃ・・・ 

 

全員    （それぞれが不満と疑念の声を出す） 

 

王様    済まんかった！この通りじゃ（頭を深く下げる） 

 

BW リ   王様頭を上げてください。 

 

RW リ   何があったんですか？ 

 

GW リ   話してくれますね？ 

 

BGM(in) 

 

王様    （うなずいて）お前たち皆に仲良くしてもらいたかった。いがみ合うのでは無く、 

協力し合う大切さを学んでほしかった。そうでなければこの国の平和は守れん！ 

そう思うだろう、みんな。 

 

全員    （口々に）王様！と言って王様の足元へ 跪
ひざまず

く 

 

王様    皆が分かってくれたのであれば、この上ない喜びよ。ありがとう戦士達よ！ 

      ありがとう、会場の皆さん！（全員立ち上がり、会場に向かって深々と礼をする） 

 

BGM(out) 

 

M6（魔法のリズム） 

（音楽と共に王様はパークスを交換する。全員万歳をする） 

 

一人の力でできること 沢山たくさんあるけれど 

それがなかなかできない事も いっぱいいっぱいあるんだ 

毎日笑顔で過ごすには 仲間に沢山声をかけること 

優しい言葉が 笑顔を作る 明るいことばが 勇気をくれる 
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平和な国を作ろうよ 争い何て無くそうよ 

いつしか心が一つになる 魔法の魔法のリズムに乗って 

チャチャチャ チャチャチャ チャチャチャチャチャチャチャ 

チャチャチャ チャチャチャ チャチャチャチャチャチャチャ 

 

優しい言葉が 笑顔を作る 明るいことばが 勇気をくれる 

平和な国を作ろうよ 争い何て無くそうよ 

いつしか心が一つになる 魔法の魔法のリズムに乗って 

おはよう 元気 大丈夫 素敵だね 

心を込めて 誰かに伝えよう 

優しい言葉が 笑顔を作る 明るいことばが 勇気をくれる 

平和な国を作ろうよ 争い何て無くそうよ 

いつしか心が一つになる 魔法の魔法のリズムに乗って 

魔法の魔法のリズムに乗って 

チャチャチャ チャチャチャ チャチャチャチャチャチャチャ 

チャチャチャ チャチャチャ チャチャチャチャチャチャチャ 


