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ラップ国会 

大河内健詞 

 [配役] 

OSM（オーシマ）（市民党→総理） 

TAKA（タカシ）（民進党代表） 

TODY（トディ）（民進党→市民党へ移籍） 

KOBA（コバ）（市民党） 

KWG（クワジー）（市民党） 

MNR（ミノリ）（民進党） 

KJ（ケージェー）（民進党） 

 

 

 

 

字幕 西暦 201X年 第二次世界恐慌が発生 

字幕 大型倒産 リストラが相次ぎ 

字幕 失業率は 20%を突破した 

 

（字幕ごとに「ドーン」という効果音が入る） 

 

OSM ついに俺もリストラか、、、明日からどうすれば、、 

KWG 大島先輩？ 大島先輩ですよね？ 

OSM え？ く、桑島か！？ 

KWG どうしたんすか、そんなしけたツラして 

OSM いや、会社クビになってな。 

KWG リストラっすか！？ やばいっすね。 

OSM お前こそ、今どうしてんだ？ 

KWG 俺は相変わらずっすよ。 

OSM まだラップやってんのか。いい加減にカタギの 

KWG あ、先輩！ どうせ暇んなったなら、また一緒にラップやりましょうよ！ 昔みたいに！ 

OSM 何言ってんだ、もう無理だよ。 

KWG 何弱気になってんすか！ MC O-SHIMAの熱いラップは俺たちの憧れだったんすよ。 

OSM やめてくれ。今の俺は負け犬なんだ。ポンコツクズのゴクツブシだ。 

KWG 大島先輩がこんな自虐的に… 

OSM もう、ラップで叫びたいことなんてないんだ。 

KWG いいじゃないですか、今のこの気持ちを、ソウルを、 

 そのまま吐き出せばいいじゃないですか！ 

OSM この気持ちをラップに、か… 
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＜RAP1「俺は O-SHIMA」16小節＞ 

OSM 俺は大島 伊豆大島 奄美大島 それがどうした 

 俺は大島 大島優子 俺の妹 だったらいいな 

 俺は大島 社会人です 敬語使える ローンも組める 

 なのに大島 なんだこのざま 希望なくした 変な靴下 

 だけど大島 勝負ここから 強い魂 持っているから 

 やるぜ大島 今にみてろよ 腐った社会 変えてみせるぜ 

 まさに大島 ビッグなアイラン 俺にまかせろ 日本を改革 

 俺が大島 ヤバすぎるスキル ジャパンナンバワンヒップォキング！！ 

（つぶやくように始めるが、徐々に激しくなる） 

 

＜間奏 8小節＞ 

KWG 先輩！できるじゃないっすか！ 

KOBA いやーすごい！ これが即興とは！ 

KWG やっぱそうっすよね！ てかあんた誰？ 

KOBA 私は市民党幹事長代理の小林と申します。あなたは天性のカリスマです！ 

 次の選挙、わが党から立候補しませんか？ 

OSM え！ 選挙？ 

字幕 第４７回衆議院議員総選挙 

字幕 政見放送 

 市民党公認 大島けんご 

 

＜Rap2「政権放送」8小節＞ 

 有権者！ 俺は賢者 その名 O-SHIMA 耳を澄ませな 

 経済は停滞 悲惨な状態 やるしかないぜ 政権交代 

 ジャパンをレスキュー 理想を追及 俺は英検準１級 

 政治をチェンジ！ ヤバすぎるスキル！ ジャパンナンバワンヒップォキング！！ 

 

＜間奏 8小節＞ 

字幕 何が言いたいかまったくわからなかったが 

字幕 現状に不満を持つ国民の支持を受け、当選。 

字幕 ラッパー政治家として注目を集めた。 

※委員会の形式で、与野党が対面で構える（下手が市民党、上手が民進党） 

※OSMはマイクを用意 

 

＜Rap3「与党に問う」8小節＞ 

OSM 俺は O-SHIMA与党に問う 荒唐無稽なマニフェスト 

 膨らみ続ける社会保障 裏付けないまま財政出動 

 混乱招いた政治主導 着いていけない永田町 

 弱腰外交高い代償 内閣不信任イエスセッショウ！ 
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＜間奏 8小節＞ 

字幕 市民党の韻を踏んだ DISに、与党、民進党は困惑するのみ 

字幕 マスコミも面白おかしく取り上げ、市民党の支持率は上昇していった 

※支持率のグラフを表示 

 

MNR えー！？ 

TAKA 大丈夫、一時的なブームに過ぎない。 

TODY マスコミもじきに飽きるでしょう。 

KJ 我々はこれまで通りにやればよい。 

字幕 しかし、市民党の攻勢は続いた 

※この間に市民党は B系になり、マイクを用意 

 

＜Rap4「与党を DIS」8小節＞ 

OSM 許しがたいぜ無駄遣い 政権交代早くしたい 

KWG 不透明な献金 結構大金 暴力団と接近 マジ厳禁 

KOBA ヨウチェキラ 失業率 国民の我慢はもう限界 

市民党 弁解なんてもういらない 今すぐ解散総選挙 

※支持率のグラフを表示 

 

＜間奏 16小節＞ 

TAKA げっ！ 支持率が逆転した！ 

MNR 大変です！ 離党者が続出しています！ 

TODY 実は私も 離党を検討（韻を踏む） 

民進党 裏切り者！！ 

 

字幕 内閣は解散に追い込まれ、総選挙で市民党が圧勝 

※カミシモ交代する 

※TODYはどさくさにまぎれてマイクを準備 

 

市民党 ばんざーい！ ばんざーい！ ばんざーい！ 

※TAKA、KJは一瞬でハケに行き、３人分の B系小道具を持ってくる 

MNR 国民がここまで政治に娯楽を求めているとは。。。 

TAKA やむを得ない、、、我々もラップだ。（シルバーアクセサリーを取り出す） 

KJ 私もそう思ってました。（キャップを斜めにかぶる） 

MNR 何準備してんですか、、、って私にもください（サングラスをかける） 

TAKA こう見えても私、悪そなやつは大体友達だったんだよ。MC MINORI 、MC KJ。 

K.M MC TAKASHI !! 

 

字幕 O-SHIMAは内閣総理 DJ（大臣）に就任 
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＜Rap5「所信表明１」8小節＞ 

OSM 俺が内閣 総理 DJ O-SHIMA 所信表明聞くべきだ 

 政治に責任 選んだ国民 実行する約束 守るべき法則 

 我が国の財政 借金だらけの体制 待った無し再生 時間はもうねえぜ 

 だから今宣言 消費税増税 未来の日本 生き抜くために 

 

＜Rap6 「野次」４小節＞ 

TAKA YO！DJ O-SHIMA ニセモノのラッパー 官僚の言いなり ポンコツラッパー！ 

KJ まじでやべえぜ フェイクのライム マネーが大好き インテリラッパー！ 

 

＜Rap7 「所信表明２」8小節＞ 

OSM つまんねえ野次 言うなよオヤジ インテリラッパーてお前らだって同じだろ！（そうだ！） 

 増税だけでは 終わらない 国民の生活 救われない（よし！） 

 財政再建 実行する政権 国会議員削減 無駄を CUT極限（そうだ！） 

 ねじれた国会 言いたい放題 こじれた問題 チェケラッチョー！  

 

「チェケラッチョ！」言いながら与党議員は拍手 

 

＜間奏 4小節＞ 

字幕 「チェケラッチョ」が何を意味するのかは不明だが 

字幕 与野党の論戦（ラップバトル）は続く 

字幕 衆議院予算委員会 

 

＜Rap8「野党の主張」8小節＞ 

TAKA デフレ下の増税 無謀な挑戦 止まんねえスパイラル 傷さらに深くなる 

KJ まずは景気の 回復が先だろ 慌てて増税 することないぜ 

MNR 俺たちぜってえ 協力しねえ 消費税増税 断固阻止 

民進党 消費税 ちょうひでえ よわいものいじめ まちがいねえ 

 消費税 ちょうひでえ よわいものいじめ 許されねえ 

 

＜Rap９ 「与党の反論」8小節＞ 

KOBA こんな時代に幼稚な反対 現実チェックしなヤバいよ国債 

KWG ますます悪化する 破綻寸前国家 DJO-SHIMA 言ってやれ！ 

OSM 高齢化 ただ時間だけが経過 変化のないまま 劣化する国家 

 そんなの嫌か 回避したいなら 消費税増税 プッチョヘッザップ（よし！） 

TODY hu～～…Ye～～…ありがとう～ 

 hu～～…Ye～～…こくみん～ 

 

＜間奏 16小節＞※ラップする 
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TAKA 無駄に感動 国民を煽動！  

KJ チープなライムだ ポピュリズム！ 

MNR ヤバい政治感覚 お友達内閣！ 

民進党 スキルもねえのに目立ちすぎる！ 

OSM DISしか脳がねえワック MC！ ファッキンビッチマザファッカー！ 

TAKA 問題発言！ 

KJ 差別的発言！ 

MNR 不信任動議！ 

民進党 内閣総辞職！ 

OSM 与党か野党か 国民に信を問う！ 憲法に基づき 衆議院を解散！ 

 

字幕 後に言う 「マザー○ッカー解散」 である 

みんな チェケラッチョ！チェケラッチョ！チェケラッチョ！ 

 

字幕 総選挙 

 

＜Rap10 総選挙 8小節＞ 

KWG 俺がクワジー 腕は確かだ 高いとこから サンキューメーン 

KOBA 調子はどうよ レディース＆ジェントルマン 私はエブリシングビーオーケー！ 

TAKA 言いたいことならオンリーワン！ ピーポーのライフがナンバーワン！ 

MNR このままで いいのでしょうか このままで いいのでしょうか 

 

＜間奏 24小節＞ 

字幕 開票速報（開票率 1%） 

（市民党が過半数獲得を予想する図） 

 

KOBA 過半数の 獲得は 確実です！ 

KWG 国民の声 届いたここ（心）へ！ 

TODY MC O-SHIMAがいない！ どこにいったの？ 

 

OSM 選挙には勝ったものの、これからが大変だ… 

 ん、何だね、確かに私が O-SHIMAだが、、、君、やめなさい！…NO!!! 

 

字幕 DJ O-SHIMA 東京駅にて遭難 

みんな DJ O-SHIMA！大丈夫ですか？ 

OSM みんな来てくれたのか、、民進党の方まで、、 

KWG 東京駅で遭難なんて相当な方向音痴ですね 

OSM そういう意味じゃない！ 

 俺としたことが ファッキン野郎にファッキンされるなんて 

TAKA え！ちょっとケツを見せて頂けますか 
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OSM ちげーよ！ナイフで刺されたんだ！ 

TAKA え！ナイフで！（やっぱりケツを見ようとする） 

 だからちがう！胸を刺されんだ！ 

みんな ああっ！ 

OSM ごほっ はあはあはあ… 

みんな O-SHIMA！… 

 

＜Rap11 レクイエム 16小節＞ 

OSM 賢い国民 未来を確認 こんなタイミング 私は永眠 

TODY お願い O-SHIMA死なないで パーリーピーポーあなたが必要 

OSM 栄光の日々この心に響く 親・仲間・国民励ましの言葉 

 君たちにひとつ残したい言葉 O-SHIMA死すとも 自由は死せず 

KWG O-SHIMA死すとも 自由は死せず…（呆然と） 

TODY O-SHIMA死すとも 自由は死せず…（涙ながらに） 

TK/KJ O-SHIMA死すとも 自由は死せず。（言葉を噛み締めるように） 

KO/MN O-SHIMA死すとも 自由は死せず？（顔を見合わせる） 

みんな O-SHIMA死すとも 自由は死せず（カモン！） O-SHIMA死すとも 自由は死せず （よし！） 

 O-SHIMA死すとも 自由は死せず（そうだ！） O-SHIMA死すとも 自由は死せず！！ 

 hu～～…Ye～～…ありがとう～ 

 hu～～…Ye～～…おおしま～ 

 hu～～…Ye～～・…ジャパンナンバワンヒップォキング… 

 

字幕 30日後 O-SHIMAは驚異的な回復力を見せ政界復帰 

字幕 第二次 O-SHIMA内閣が誕生したのであった 

字幕 続く 


