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＜１幕＞
1. 森の収穫祭

2.心の地図

さぁ実りを結ぶ日の始まりだ
みんなで 森の恵みを喜び

パイロ「まずは唱えることだ！ ‘俺は誰よりも強い’

感謝の気持ちを捧げよう

ってな！」

自然の恵みを讃え みんなで共に踊り歌おう

フレイム（少）
「誰よりも・・強い・・・。」
パイロ「そうだ！その信念を、一生貫け！」

（マーガレット）
春が来て夏が来る 秋が来て冬が来る

（パイロ）

当たり前の季節の移り変わりが

まずは念じる 自分自身の強さを

この先も無事に訪れるように

そして夢を抱き 想像するのさ

感謝の祈りを捧げよう

お前の夢はなんだ？

妖精Ａ「みんな準備はどう？」

パイロ「お前はまず仲間を見つけろ。心から繋がる

妖精Ｂ「早くしないと始まっちゃう！」

仲間だ。そうなる為には、自分がどう在ったらいいか

妖精Ｃ「あっカトレア様だ！」

探せ」

に何が見える？

妖精たち「カトレア様！」
カトレア「皆さんごきげんよう。今日は季節に１度の

（パイロ）

収穫祭の日です。こうして元気に暮らしているのは、

心の地図を開き 描いていくのさ 自分の未来を

森の恵みがあるからです。今生きていることに感謝の

本当の強さが何なのか いつかきっと教えてくれる

祈りを捧げ、祝いの儀式を始めましょう」

自分の旅を続けろ自分自身が何なのか

実りを分かち合う日の始まりだ

（パイロ＆フレイム）

一年の 森の恵みを喜び

心の地図を開き 描いていくのさ 自分の未来を

感謝の気持ちを届けよう

本当の強さが何なのか いつかきっと分かるはずさ
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3.This is HEAVEN LAKE

5.二人だけの兄弟

This is HEAVEN LAKE

（アイビー）

This is HEAVEN LAKE

二人だけの兄妹 どんな時でも傍にいるわ

The place a soul wanders

(魂が彷徨う場所）

苦しいときも いつも味方についてくれる

This is HEAVEN LAKE

喧嘩をしても 心で繋がっているの

This is HEAVEN LAKE

ティンラ（少）
「心で繋がる？」

The moment of die is in (the) side right now

アイビー「そうよ！モクレン、あなたに教えておくわ」

(死の瞬間はすぐ傍にある）

（アイビー）

H ・E・A・V・E・N HEAVEN LAKE

相⼿に幸せになって欲しいと願う心があるでしょう

H ・E・A・V・E・N HEAVEN LAKE

その心が人を優しくするの
アイビー「モクレン。あなたはとても勇敢だわ。あな
たの時の力は、偉大だわ。あなたは何を守るために、

4.ガラッパ・ラッパ・ッパ

鍛えているのかしら？」

ガラッパ・ラッパ・ッパ

オリーブ「ほら、モクレン！休憩は終わりだ！こっち

ガラッパ・ラッパ・ッパ

へ来い。」

楽しい私たち どうぞお見知りおきを！

モクレン（少）
「今いくよ、父さん！」
ティンラ（少）
「いいなわたしも剣を振ってみたい！」

ラッパ「どうも！俺はラッパ！好きなものは綺麗なお

アイビー「ティンラ。なんでモクレンが剣の腕を磨い

ねえさん。ねぇそこのキミ、良かったら今度ボクと・・」

ているか分かる？」

ガラッパダンサー「
（殴る）
」

ティンラ（少）
「どうして？」

ラッパ「痛ぇ！」

アイビー「あなたを守るためよ。
」

ッパ「そして俺様はッパ！だ。言っとくけどな、小さ

ティンラ（少）
「私を？」

な「ッ」が入るからよ、よろしくな」

アイビー「そう。だからあなたもお兄ちゃんをずっと

ガラッパ「そして私はガラッパ。管理能力があるのだ。
」

支えてあげてね。あなたにしか守れな

ガラッパ・ラッパ・ッパ

いの。たった１人の妹なんだから。
」

ガラッパ・ラッパ・ッパ

ティンラ（少）
「たった一人？」

楽しい私たち どうぞお見知りおきを！

アイビー「そう！世界で１人！ティンラだけよ！！」
ティンラ（少）
「わたしだけ？？本当に？やった！」
（ティンラ）
大好きなお兄ちゃん
しかめっ面でも おすまし顔でも
寂しいときは 私が元気を届けるの
わたしずっと笑うわ お兄ちゃんのために
少しでも笑顔になれるように
世界でたった一人の 大好きなお兄ちゃん
アイビー「あなたがいればモクレンは大丈夫ね。
」
ティンラ（少）
「任せて！約束する！
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6.新しい世界
7.分かち合う二人
フレイム「なんでそんな怖気づいてるか知らねぇけど
よ！外の世界を見てみようぜ！もっと楽しい世界が

（フレイム）自分だけだと思っていた

広がってる！」

（モクレン）心の痛みを持っているのは

モクレン「いや、でも・・・。
」
ハチ「そうでがんす！森の仲間たちはとっても愉快な

(フレイム・モクレン)

んでがんす！」

消えない心の痛みも

ナナ「がんす！」

分かち合える友がいるのかもしれない

じゅう「何事もやってみないとだめだと思いますよ！」
フレイム「さぁ行こう！」

（フレイム）
孤独で寒い夜 無数に輝く満天の星空の中

（フレイム）

心の痛みだけが 胸を締め付けた

さぁ見てごらん、この景色を 変なやつがいるのさ
ひげの長いねずみ とんがり帽さん

（モクレン）

翼あるクールガール

僕は疫病神のように周りにいるものが消えていった

みんな変わり者だ それでいいのさ

森を支えていた

何が悪いんだ？

剣を教えてくれた 敬愛なる父さん

大事なのは 自分を持ち 飛び立つことさ

愛を教えてくれた 親愛なる母さん

偉大なる女王

Wow wow wow…
（フレイム）零れていく信じる心
縮こまったって 何も始まらない

（モクレン）戻らない過ち

自分を解き放つのさ

（フレイム）失ってしまった愛しい思い出

今しかないこの瞬間を さぁ目に焼き付けろ！

（モクレン）消えていく儚い命

Wow wow wow…
(フレイム・モクレン)
ハチ「ナナを助けてくれて本当にありがとう。モクレ

過去はもう戻らない あの時の時間は二度と訪れない

ンとフレイムに森のご加護がありますように！」

自分の過ちは消えない

ナナ「二人は親友なんだね！」

後悔だらけの毎日 求めてもあるのは空っぽな心

フレイム「親友？」

絶望の果てに差し込む 一筋のあたたかな光

じゅう「いい響きっすね！」

色褪せた夢も いつかまた輝ける日が来るのだろうか

ナナ「じゃぁね！元気でね！父ちゃん！行こう！」
フレイム「あぁ！じゃーな！」

（フレイム）自分だけだと思っていた
（モクレン）心の痛みを持っているのは

（フレイム・モクレン）
時を忘れ 過ぎていく時間

(フレイム・モクレン)

今までにない 不思議な気持ち

消えない心の痛みも

これをなんと呼ぶのだろう

分かち合える友がいるのかもしれない
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ラン「でも、一番輝いているのは、みんなの笑顔さ！」

8.森の収穫祭 二日目

（ラン）

さぁ収穫祭も２日目だ

Smile smile smile どんなときも 笑って ほら笑って

みんなで 育てたものを見せあいっこ

笑顔は心を救うよ 弾ける笑顔が森を作るのさ

楽しく交換し 分かち合おう

Smile smile smile どんなときも 笑って ほら笑って

自然の恵みを讃え みんなで共に踊り歌おう

嫌な気持ちも 笑っていれば吹っ飛んでいくのさ！

妖精Ａ「さぁさぁわたしのところは極上のストロベリ

ラン「みんな！今日は思いっきり楽しむぞ～～!！」

ー！どこよりも美味しいよ！」

（モクレン）

妖精Ｂ「うちは枯れない花を育てたよ！これでどの季

初めてみる景色 初めての時間

節も花に囲まれていられるさ！」

心から踊る 踊る いつまでも

妖精Ｃ「わしらのとこより大きなかぼちゃを見たら教

いま 楽しんでいたい この瞬間を

えておくれ！」

初めて出会う 心交わす友と

フレイム「ラン！マーガレット！」

初めて聞く音色 初めてみる世界

ラン「フレイム！」

心から廻る廻る いつまでも

マーガレット「フレイム。まーたどっか行って・・。」

この幸せ噛み締め 初めて感じるこの気持ち

フレイム「ほらよ！ 」

今までにない時間 これは何だろう？

フレイム「モクレンだ！」
マーガレット「モクレン・・？」

9.いつか二人で

ラン「こんにちは、モクレン！」
モクレン「初めまして。これは・・？」

(ティンラ)

ラン「昨日から収穫祭が始まっているんだ！」

私にとっての宝の地図 この森を出た先には

モクレン「凄い・・。
」

きっと綺麗な湖が広がっているの

フレイム「言っただろ、外の世界は広がってる、って！」

その湖は私たちの心をきっと映してくれるわ

モクレン「初めてみるものばかりだ・・。あれ、これ
は・・？」

月に照らされる水面が きっと心を洗ってくれる

ラン「あれは空飛ぶ丸太だよ！あれに乗って、森中を

雲１つない空を 鳥が飛び 鳴いてくれるの

散歩出来るのさ！」

私たちの代わりに

モクレン「こちらは？」
マーガレット「これはキラキラ光る蝶よ！森を照らし

宝の地図に 足していきましょう 私たちの未来を

てくれるわ！」

いつか二人で 新たな世界へ羽ばたくの

モクレン「すごい・・・。
」
ラン「この森にいるとね、勇気が湧いてくるんだ！」

いつかこの真っ白の地図に

（ラン）

たくさんの宝石が足されて 宝の地図になるのよ

なんでも できるさ この森にいれば

一緒に描くの

夢は叶う気がするのさ！

私たちの大切な宝の地図

みなぎるパワー 大好きな仲間
キラキラ輝く森の世界
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＜２幕＞
10.この想い胸に閉まって

11.わっしょい俺はガマズミだ

（マーガレット）

ガマズミ「みなさんお待たせしました！」

あなたの背中を見てきたの

ラッパ「待ってない、待ってない、ぜ～んぜん待って

変わっていくあなたの背中

ない。
」

大切なものを⼿に入れたのね

ラッパ「待って待って！誰？！」

例えそこに私はいなくても

私は祈るのよ

ガマズミ「今宵は宴だ～～～！！」
ラッパ「だからなんの為？！なんの宴なんだよおぃ！」

無邪気な瞳も 愛しい笑顔も

（ガマズミ）

独り占めなんて出来ないの

今宵はみなさん 楽しい夜だ 「あ、それ！」

零れていく木々の光の筋が

眩しすぎても

寝てるあんたは損するよっ

「よっ」

私はあなたを見ているわ

目ん玉かっぴらいて良く見とけ

私にとっては どの光より眩しい あなたの眼差し

なんてったって俺様は
ガ～マガマガマガマズミだ～～

あなたの頭に私はいなくても

わっしょいわっしょい わっしょいわっしょい

私はあなたを守りたい

わっしょいわっしょい わっしょいわっしょい！

あなたの傍にいることが 私の幸せよ

そ～れそれそれガマズミだ～～！

いつの日か離れていく

ガマズミ

大きな背中あなたの心に触れられなくても

「だるん、だるん、だ、ランだ、ラ、だ、ぶん♪」

眠れない夜も あなたの傍にいられれば幸せなの
溢れる想いはこの胸の中に閉まって

（ガマズミ）

あなたを守っていくのよ

さぁさぁ元気でやってまっか？「あ、それ！」
そろそろ脳みそ起きたかな？ 「かな？」

静かに満ちていく満月の夜も

お尻も痛いよ痛いよねちょっと伸びしてもいいのよ

眩しい太陽の昼下がりも

隣の人に当たったら そんときゃ仲良く謝って

祈っているわいつまでも あなたの笑顔と強い心が

一緒に⼿拍子して頂戴 なんたって俺様は

永遠に（とわに）続くように

ガ～マガマガマガマズミだ～～
ラッパ「意味分かんねぇわっ！」
わっしょいわっしょい わっしょいわっしょい
わっしょいわっしょい わっしょいわっしょい！
そ～れそれそれガマズミだ～～！
ガマズミ
「だるん、だるん、だ、ランだ、ラ、だ、ぶん♪」
わっしょいわっしょい わっしょいわっしょい
わっしょいわっしょい わっしょいわっしょい！…
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12.いつか二人で(オルゴール ver.)

14.紡ぐ絆

（ティンラ）

（フレイム）

お兄ちゃんにとっての幸せは 私の幸せでもあるの

大切な絆を守る

だからどうか幸せに生きて

一人ではできないかけがえのない力

星になってお兄ちゃんを見守るわ いつまでも

例え姿は見えなくても 紡いでいくんだ
いつまでも

空っぽな心の溝は 天から私が埋めていくの

モクレン「フレイム。私も、あなたから学ばせても頂

嵐の夜だって 強く輝く星になって包むの

きました」

お兄ちゃんが寂しくないように

（モクレン）
私が返せたものの大きさは

宝の地図に 足していってね

君からもらったものと比べ

あまりに小さいけれど

お兄ちゃんの 未来を

君の笑顔 抱き締め

私がいなくても 輝く世界を作ってね

私は向かうよ 君のために どこまでも
（フレイム・モクレン）

いつまでも忘れない地図を

眩しい宝石が輝いて

後悔ばかりの思い出も 全てが

宝の地図を描いてね

俺を／私を 作っているんだ

ありがとう どうか どうか幸せで

もう一人じゃないと 気付けたから
歩もう 強い心 胸に
カトレア「フレイム、モクレン。その想いを忘れず、
歩みましょう。あなたたちの歩むべき道は、永く続い

13.覚悟

ていきます」

（パイロ）

（カトレア）

もう一人じゃない 強さの裏に

悩み つまずき 目を伏せるときも

隠されている

振り返ればほら 包んでくれる光がある

自分の意志

その両⼿の中にしっかりとある

優しさが勇気となり 勇気が未来を作る

真実だけを信じるんだ

開いていく 足跡残し 大きな長い道
（カトレア・モクレン・フレイム）

パイロ「歩き続けろ。お前の信念が、お前を作る。
」

赦し 認め 分かち合い 歩もう 絆噛み締め

フレイム「師匠！師匠・・！ 俺・・っ！」

癒えない傷は 胸にしまい 明るい未来を 誓って

（フレイム）

感じよう 仲間の環 守ろう 君の笑顔

強い覚悟決め 歩んでいくのさ

抱こう 大きな夢 照らしてくれる 道を信じて

守るべき絆 握りしめ
決してこの⼿から 離さないように

迷っても 立ち止まっても 前を向くのさ
振り返れば ほら たくさんの宝物が輝いている

フレイム「山火事・・・。止めてやる。火の妖精よ・・・。
我のところへ・・・！」

伝えよう 素直な気持ちを 届けよう 大切な君に
信じよう 輝く未来を
この想い胸に いつまでも
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