
１０月１０日１１時 「ファンファーレ」シーン進行表

time page no scene 内容 音楽隊 早替えなど stage　Q

0 開場中 客入れ曲（既成）ながす サイド台上スタンバイ 全員本衣装 ・鳥（低タッパ）／・階段は奥

・オペラclose／・箱x２幕前にset

・引き割りclose／・1Fドラムセット配置

５分前に録音アナウンス 客席inの介錯

0' 定時に開演アナウンス

１一１ ラオチャイヤー 客席から＆オペラ幕の脇からin（全員） 無音 客席側に開演Q

オペラ幕前で踊ったり歌ったり オペラ開閉少々

3' オペラ幕のスキマからハケ 箱うけとり、しまう。

１一２ 音屋 幕前おしばい（全員） 単音つきあう オペラのサイドではけ介錯

幕のスキマからデハケ。

さいごにファーレ１以外は幕の裏にS.B.「はー♪」

１一３ 「はじまり」♪ 幕前ファーレ１ひとり、「はじまり」ていう 演奏「はじまり」

最初のところでオペラ幕open キャストも１Fドラムたたく 「はじまり、はじまり」オペラopen

ダンス＆歌

最後のところでオペラ幕close 「はー」オペラclose

10' 幕前で１列の状態 いちど無音

１一４ １列紹介 １列でセリフ、さいご「でたらめだ」

ファンファーレでみんなハケ、オペラ幕open ファンファーレ ファンファーレおわりでオペラopen

１一５ レッサーレッスン パンダと２人芝居、レッスン ー（パンダのピアノ） bable鳥きがえ

１一６ ポリオ ポリオと２人芝居会話、５ドル通り過ぎる 無音

16' １一７ カレーレディオ カレーラジオ入る、 ゆーじピアノ

ファーレ１はカレーの話をする みうさんバルコニー、柳瀬さん早移動

１一８ 「寝ても覚めても」♪ バルコニーにファーレ３登場 演奏「ねてもさめても」 「イントロ」鳥いちどとばしきる

カレーもバルコニーに移動してデュエット みんな鼻つける「アウトロ」鳥もどす中タッパ

20' １一９ 人生のおたけび♪ 人生登場、 演奏「おたけび」

ダンス、セリフ、音楽ありで、ぐちゃぐちゃシーン 最後に５ドルが食器だす

24' １一１０ レッサーソロ パンダと２人芝居、 無音

パンダアカペラで歌う、ファーレ走ってでていく なごや早移動、バルコニー

28' １一１１ ファーレとポリオ ファーレ１バルコニーうえで泣く 無音 ５ドルが食器かたす

ポリオでてきて会話、動物たちでてくる 動物

ファーレ１ハケて移動、動物たちハケ ー（５ドルのピアノ） なごや早移動ヘルメット介錯

32' １一１２ おみおくり ５ドルのピアノ音に合わせてファーレ出てくる ー（５ドルのピアノ）

パンダでてきて会話、てぬぐい渡す （てぬぐい）

動物たちフェードイン、ファーレ割り幕からでていく 「いきなさい」引き割り通過

１一１３ ring of tales♪ 曲と一緒に、歌、おどり、 演奏「リング」 途中まで動物 イントロで象の準備

間奏でぞうがでる ゆーじさんおりてくる 象でる「曲中」引き割りopen/close

さいご象と一緒にファーレと５ドルがはける bable着替え ２番おわりで鳥とばしきる

36' →ブルー転換 ういか着替え 象帰ってくる、引き割りopen/close

time page no scene 内容 音楽隊 早替えなど stage　Q

２一１ 音どろぼう♪ ゆうじさん太鼓たたく、ファーレが盗むくだり。 ゆーじさん出演 なごやが象おりる、幕おさえる

bableとみょうがも来てぬすむ 録音おっかけ

人生と御用だチームくる、たたかう 演奏「音どろぼう」 「いよー」引き割りopen/close

さいごファーレにげる ういか太鼓もちかえ（上手）

２一２ 地引き網ダンス ダンス５秒間 ５秒の「AMIイズ」 「イントロ」引き割りopen/close

43' ２一３ 劇場裏 逃げて来た３人の会話 （AMIisきこえる）

ラップで盛り上がる ー（ういか太鼓） （たいやき）

２一４ レディオでみうソロ♪ ホルンなる、ファーレはける みうさんバルコニー

カレーのラジオはいる

48' みうソロ「雨がうたえば」♪ 演奏「あめがうたえば」 （ゼッケンくばる）

２一５ （つなぎ） ファーレひとりで歌う（実際はピアノをひく音で表現） ーファーレがピアノ

53' ２一６ 人生くる 人生きて話をする 無音

bableとみょうが飛び出て、人生をつかまえる

おかっぴき５ドルくる、ファーレ２つかまって去る

人生とbableたち仲間になる

57' ２一７ オーディション１ ５ドル出て来て指揮、音楽はじめる ファンファーレ（５ドルきっかけ）

会場：５ドル司会、アロハ挨拶、 オーディション曲

救出：人生とbablほふく前進で会話

59' オーディション２ 会場：雑魚おわり、５ドルがうたう、地引き網がアップ 「山よ」

救出：人生とbable、水飴まち、おかっぴき誘い出す、あほれ



time page no scene 内容 音楽隊 早替えなど stage　Q

オーディション３ 会場：地引き網の番、歌う前にカレーが登場、きゃー オーディション曲

救出：檻からファーレをだす、bableミエをきる （ういかスプーン）

　 ５ドルバルコニー

64' オーディション４ 会場：カレーがリクエストする

　　地引き網が歌いだす「AMI　is　デンジャー」 演奏「AMIイズ」

　　（うた中に、みょうが撃たれる） （５ドルが銃声） みょうがバルコニー

救出：ファーレとみょうがの会話

67' オーディション５ 地引き網歌い終わり、カレーと会話 オーディション曲

カレー去る、アロハが挨拶しようとする ５ドル上手早移動

ファーレ２飛び込んでくる いちど無音

ファーレうたう前に、オペラ幕close 三浦ピアノ、イントロだけ 「きいてください」オペラ幕close

70' 幕前で５ドルが休憩アナウンス

time page no scene 内容 音楽隊 早替えなど stage　Q

休憩 １５分間 転換 階段の移動,飾り、柵と固定チェック

チェック 結婚式おめかし

time page no scene 内容 音楽隊 早替えなど stage　Q

1.15' ３一１ １列雑踏 SE鐘の音で再開 音楽隊も出演

オペラのサイドからでて、幕前で１列（楽器隊も一緒に） オペラサイドIN介錯

うたえばテキストをバラバラにやる

３一２ 開幕♪ ファンファーレが鳴って、オペラ幕open ファンファーレのみ ファンファーレの頭で、オペラ幕open

ファーレがアカペラですこし歌う

1.29' ５ドルでてきて説明セリフ（たまに「うたえば」） 三浦ピアノ みうさん、西尾、早替え

新郎新婦の入場から、曲の流れで進む 「入場でーす」引き割りopen/close

オーディション再現

５ドル説明つづき（たまに「うたえば」）

３一３ レヂオショー 地引き網との会話、カレーラジオはいる

ラジオでファーレ３が歌う、カレーかけつけなければ いちど無音 カレー早移動

ありがとうございましたー 演奏IN

３一４ カレーのソロ♪ カレー独白、そのまま「カレーソロ」 演奏「カレーソロ」 （たいやき）

みょうがとbableと会話たいやき

３一５ ファンタジー♪ そのままアロハの歌「ファンタジー」 アロハギターのみ みうさんピアノ下もぐり介錯

曲おわりで、アロハすこしセリフ

拍手、みんな結婚式にもどってくる 演奏IN 拍手中に象の準備

３一６ （つなぎ） ５ドルでてくる「まだちょっとある」 いちど無音

1.45' みんな持ち場にもどらせる。

３一７ まち♪ ５ドルひとりで象をかわいがる 「ホルン音」引き割りopen、象でる

カレーのラジオ（録音）すこしはさんで

ファーレ３が一人でうたう 演奏フェードイン 引き割り開いたまま

町の人が増える、だんだん「うたえば」に 演奏「まちver,うたえば」

みんなはけてく、最後５ドルと象もはける。 象はけてくる、引き割りclose、幕おさえる

1.50' ３一８ 真実 カレーライスとファーレ３の会話 無音

1.57' ３一９ ファーレとポリオ ファーレ３泣く、ポリオがバルコニー。

ファーレ３ひとりで歌う 音楽フェードイン

ファーレ１・２でてくる、ちょっとずつ音ふえてく

３一１０ 集合 しっとりと、みんなでてくる。５ドルがエスタス書よむ、 いちど無音

ボリウッド、ちゃんちゃんら、一列になってオペラしまる ボリウッド演奏はいる オペラclose

３一１１ １列自己紹介 １列になってセリフ いちど無音

ファーレの最後のセリフ「でたらめだ」でファンファーレ ファンファーレ

３一１２ ラスト「うたえば」♪ そのまま曲、フル「うたえば」 演奏「ラストうたえば」 歌中カレーセリフ中でオペラopen

一列から動き出す、／ワルツ／象でる／ 歌中で象だす。引き割りopen／close

サンバになる／花をまく、まわる 「サンバホイッスル」鳥がおりてくる

さいごオペラclose 演奏終了 曲おわり「ジャx３」でオペラclose

カーテンコール キャスト並んだらオペラOPEN、

おじぎして一歩下がる、オペラCLOSE

音楽隊もおりてきて一列になったらオペラOPEN １Fおりて、おじぎ。

2.13' そのまま全員ハケ。（もしダブルきたら出る）

終演アナウンス


