
☆スチューデント・オブ・ザ・イヤー 狙え! NO.1!!マサラ・マニュアル  --Version.3  改訂 2014.05.07 

 あなたの恋愛ポイントはどこ？ ノーマル萌え視点か、ゲイ萌え視点かっ！ｗｗ 

 クラッカーよりダンス中心の映画ですので楽しんでみてね。 時々、空耳日本語っぽく聞こえるセリフの空耳セリフ歌追加 

 出来るだけストーリーには触れないように、作製してみました。全編、語り系ドラマなんでクラッカーどころが難しいかも？ 

(ク)クラッカー (黄)黄色い声援 (笛)指笛ヒューヒュー (ダ)ダンス、ディスコ・タイム (拍)拍手 (掛)掛け声（手）手拍子 

(ブ)残念ブザー（紙）紙吹雪 (空耳) アイテム：ボンボン、本、太鼓、残念ブザー、メガフォン、インド服、ゲイ服も可ｗ 

 シーン ノーマル視線 ver. ゲイ視線 ver. 

0 映画配給タイトル (掛)あーああああーあああ (ク)「レッドチリーー！」お好きなツボでご声援を。 

1 

 OP/タイトル 

(ク) お気に入りの俳優名でクラッカー 

(ク)(掛)カラン・ジョハル リシー・カプール のところで 

 

2 

 

映画のタイトル「Student of the year」で (ク)  

みなさま (ク) ゴール瞬間に！一斉に！ 

3 

 

ローハン登場 (ク)(手)(黄)(掛)Rockコン

サート気分で。エアーギターものマネ可ｗ 

(ク)  (黄) (掛) 

彼の上半身とっくり舐め見！ 

4 

 

(ダ)ちょっとだけダンス 

 (ダ)(手)(ク) 

スナヤ登場 

(ダ)何よ、このダサイ女！！あたしの方が

絶対いい男よ！ってお思いの方は遠慮な

くダンス・アピール！ 

5 開門や校長登場で(ク) 

 (ク)開門 (空耳)さがーすー！ 

6 ＃1学園内ダンス振付４頁 参照 

アビー登場 

学園内に入りダンスタイム 

 (ク) (黄) (掛) 

(ダ) (黄) 

アイテム：本やボンボン 

シュートを決めたらクラッカー、脱

いだら遠慮なく声援を！ 

 

（ク）シュート 

 

(ク) (黄)キャーー！(掛) 

7 

校長引き出し 

引き出しを開けたその時！ 

(ク)パーン！(掛)ジョーン！ 

 

(ク) (掛)ジョーン！ 

(ク)その後のコーチ＆校長も ヒューヒ

ュー指笛やひやかしで 

8 

 

サッカー練習シーン 

(ク) アビー、ゴールサッカーシーンなの

で、ゴール、クラッカー シーンは短い。 

BGMもビートの聞いた Rockなので拍手で手

拍子もいいですね 

 (ク) 

  

(ク)二人飛び出す  (ク)ひじ打ち 



9 

  

  

(ダ)ディスコタイム 

(拍)手拍子  

(空耳)シュナヤ、シュナヤ 

(ダ)ディスコタイム 

(笛) 

10 サッカー練習 校長の話 

 

シュートで(ク)  

(ク)ボーマン登場 

(ク)校長の手が伸びる  (ク)傘 

11 サッカー試合シーン 

 

(ク) ボーマン再登場 

(掛)クチュクチュホタヘイ 

 (ク)シュート 

アイテム：ボンボンなどで応援 

12 ローハンの家へ しばらくドラマをみてください 

(ダ)ダンス クラブでダンス 
 

(掛)ラブラブ！ よ、御両人！ 

二人の友情が深まっていくのをダ

ンスと共にお楽しみ～ 

(ク)ゲイ？の後肩肌

で 

(ク)お姫様ダッコ 

13 

タイに到着  (黄)(ク)(掛) (笛) 

(空耳)ココで、ココで 

(ク)(笛) 

 (空耳)ココで、ココで 

ビーチでお好みの殿方に、好きなだ

け黄色い声援なり、紙吹雪なり、ク

ラッカーなりを好きなだけ～ 
  (黄)(ク)(掛) (笛)  (ク) (黄) (笛) 

(掛)ちょいケツー！ 

14 

 

ダンスタイム 

(ダ) アイテムに太鼓可 

あわせて貴方もダンス 

 

(ク)ベールを脱いだ時 (笛) 

ダンスタイム (ダ)  

(掛)ムッキーー！彼と踊るのは私よっ！ 

校長妄想シーン（ク） 

(ダ) ダンスタイム中 

 

(ダ)ディスコ・タイム続き 太鼓もあり？  

 

15 

 

ビーチでシュナヤ 

シュナヤとアビーの仲の良さに 

(ク)(笛) 冷やかしヒューヒュ  

(掛)おお！カモン(悶え声で) (声)大人タイムｗ 

好きにあえいでくださいｗ   



(紙)もあり？ 

アビーの切ない表情をご堪能ください。  

16 

 

音楽に合わせて(手)手拍子 アイテム：本 

(拍)手拍子 (ダ)軽く  

(空耳)歌「あたま、あたま♪」 

音楽に合わせて(手)手拍子 

アイテム：本 

(拍)手拍子 

成績発表 (拍) 

Ｎｏ.1のジート(ク)  

 

17 トレジャーハント 

(ク)鳴らさず 

２回とも 

(ブ)残念ブザー、ブッブー  

 

(掛)「おぉぉ！」(残念風に) 

 

（ク） (ク)(掛)「バッチャン！」「アミタブジー！」 

 

 (拍) (ク) (掛)ヤッター！（ク）鐘の鳴る瞬間に、みなさま一斉に、クラッカーを！ 

18 食事後  

 友情は熱い(笛) 

19 

 

(ダ)チークダンスタイム！ 

 雪(紙)紙吹雪  

(ダ)隣合わせた二人でロマンチックに 

もちろんゲイカップルも！ 

(ダ)片手を繋いで片手を互いの腰に手を

まわしてゆらゆらと 

(空耳)歌「委縮バナナ～♪」 

20 

 

(笛) (ク)  (掛)ムッキー！あたしに変わりなさいよ

ー！と心の中だけで叫んでてくださいｗ 

 

 

しばらくドラマをお楽しみください。 

 

21 ＃2ディスコパーティ４頁 参照 

(ダ) 

 

（ク）(ダ)(掛)ファランと？ 

  

(ダ)ダンス、ノリノリで応援だー！ 

(ダ)踊りまくっちゃえ！ 

 

(ク)カジョル登場 

(掛)カジョール！ 

 

（ク）スド君一番の見せ場 

ダンスタイム、ここで踊っとかないと、エンディングまでないよ～♪ 



22 

 

トライアスロン練習訓練中 

 (手)(ク)(掛) (ク)ジートスード？ 

23 トライアスロン試合当日 

 

(ク）スタートのピストルで みなさまご一

緒に！水中にドボンで(ク) 

(掛) 好きな選手を応援！ 

(掛)お好きな人応援！ 

ボンボン、チアリーディングしてみる  

 

 

その後は、存分に競技映像をお楽しみくだされ♪ 

 (掛)二人のどちらかお好きな方、声援かけてみて！ 

 

 

(掛)フレフレー！ローハン 

(掛)アビーガンバレー 

 (拍)手拍子 

(掛)チアリーディング可 

 

(ク)ゴール瞬間 皆様ご一緒に！ 

(掛)ローハン！ローハン！ 

(ク) 

24 受賞式 ドラマじっくりご鑑賞を。 

25 喧嘩 

 

(ク)よかった、二人は仲直り！ 二人並んだシーンで(拍)(ク) 

(掛)サルちゃん、シャー様、仲直りして良かったわねｗｗ 

26 

 

エンディング・ロール 

(掛)(ク) カラン・ジョハル監督、カジョル、ボーマン・イラニのクレジットで 

(手) ダンスも OK （掛）（ク） 

(ダ）エンディングは拍手、手拍子、最後のダンスだよ～ 

(空耳）歌「さぬきっ！さぬきっ！」 

終 上映後、皆さんで「お片づけ」までが「マサラシステム」(＾＾)／ 

DL先：Web Site「OSOに恋をして」http://osolove.exblog.jp/19666400/  by AkaneChiba 

手は十字に

組んで

ひらひら

1.2.3. で

片足一歩ずつ

前に出す

片方の足は

軸足にして回る

1.2.3. で

身体を回転

One
Two

Three

1
＃１学園内ダンス

FourFive

Six

EightSeven

交互に上半身を揺らし

テンポに合わせて

右左の腕を

互い違いに上げ下ろし

2
横を向いて

両手を手を

交互に上下させる

にい

いち

前を向いて

両手を手を交互に

上下交差させる

しぃ

さん

4321
♪Ah Ha! ..x x x 

♪Ah Ha! ...x x x
5 6 7 8

腰を引き気味で

片手は一番ポーズ

もう片方腕はテンポにあわせて

ギターをかき鳴らすように振る

＃２ ディスコ

パーティー

1 2 43
 ♪Disco de　Party.. 

5 6 7 8
 ..x　x　x　x

手を腰のところで

振る時

指も鳴らしてみると

かっこいいかも？


