シカイダーマン⑮話「残根」
●ビル 昼
ビル、外観。
トイレの洗面台で手を洗っているスーツ姿の後輩（男性Ｂ）のところに、
ほっぺたをおさえて痛がった様子でやって来るスーツ姿の先輩（男性Ａ）。
男性Ａ 「
1いてててっ」
心配そうにしている後輩と、落ち込んでいる先輩。
男性Ｂ 「
2どうしたんですか？」
先輩の口の中で、根っこだけになった歯。
男性Ａ 「
3歯が根っこだけになってしまった……」
男性Ａ 「
4歯医者さんで抜かないとダメかな」
先輩を慰めている後輩。
男性Ｂ 「
5先輩、落ち込まないでくださいよ」
●口の中
口の中の根っこだけになった歯の近くに登場するタンとスー。
タン 「
6ケケケ」
スー 「
7ケケケ」
根っこだけになった歯の近くではしゃいでいるタンとスー。
タン 「
8根っこだけ♪」
スー 「
9根っこだけ、根っこだけ～」
根っこだけになった歯の上に乗るタンとスー。
タン・スー 10/11
「ひゃっふー！」
タン 12
「この歯も残り少ないなぁ、弟よ」
スー 13
「少ない、少ない～」
口元を隠して笑っているタンとスー。
タン 14
「もー少しだなぁ」
スー 15
「もう少し、もう少し～」
シカイダーマンの声に反応し、笑うのをやめるタンとスー。
シカイダーマン声 16
「そんなことはない！」
タン・スー 17/18
「ええ？」
白背景の奥から効果音と共に手前に飛び出てくるシカイダーマン。
口の中のタンとスーの近くに現れるシカイダーマン。
シカイダーマン 19
「とう！」
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ヒーローポーズをしていくシカイダーマンと、それを見ているタンとスー。
シカイダーマン 20
「虫歯の予感が、僕を呼ぶ……」
決めポーズをバッチリ決めるシカイダーマンと、それを見ている
タンとスー。
シカイダーマン 21
「シカイダーマン、参上！」
つっこむタンとスーと、それにビクッとするシカイダーマン。
タン 22
「もう手遅れだろ、シカイダーマン」
シカイダーマン 23
「な、何だと……」
スー 24
「手遅れ、手遅れ～」
タンとスーの責めに圧倒されていくシカイダーマン。
タン 25
「抜くしかなくなった歯を、助ける意味などあるのかなー？」
スー 26
「あるのか、あるのか～」
シカイダーマン 27
「ぐぐっ……」
タン 28
「どうなんだよ！」
スー 29
「どうなんだ、どうなんだ～」
シカイダーマン「……………………」
●白背景（解説シーン）
歯の博士。
歯の博士 30
「よーく聞くんじゃ。」
「歯が根っこだけになったからと言って、あきらめてはだめじゃ。
31
根っこを利用して、また咬めるようにできる場合もあるんじゃよ。
もちろん虫歯や根っこだけにしない事が一番大事なんじゃな。
気になっている歯があれば、歯医者さんに相談してみてはどうじゃ」
歯の博士、フェードアウト。
歯の博士 32
「では、さらばじゃ」
●口の中
大声を出すシカイダーマンと、その声に圧倒されて根っこだけになった
歯の上から落ちるタンとスー。
シカイダーマン 33
「違ーーーーーーーーーう 」
!!
タン・スー 34/35
「うゎ」
戸惑っているタンとスーと、仁王立ちしているシカイダーマン。
タン 36
「何が違うのだ、シカイダーマン！」
スー 37
「何が何が～」
シカイダーマン 38
「どんなに傷ついても諦めてはだめだ」
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シカイダーマンの言葉に更に戸惑うタンとスー。
シカイダーマン 39
「お前ら、僕を攻撃してこい！」
タン・スー 40/41
「ええ？」
シカイダーマン 42
「さぁ、早く！」
シカイダーマンの挑発に怒るタンとスー。
シカイダーマン 43
「どうした怖いのか？臆病者が！」
タン 44
「くっ……バカにしやがって」
スー 45
「しやがって、しやがって～」
持っている銃から酸を発射させるタンと、それをもろにくらう
シカイダーマン。
タン 46
「くらえ、サン・シャワー！」
シカイダーマン 47
「ぐわっ」
持っている斧で攻撃するスーと、それをもろにくらうシカイダーマン。
スー 48
「エナメル・ブレーカーーーーーーー 」
!!
シカイダーマン 49
「ぐはぁ」
連続で攻撃していくタンとスーと、それをもろにくらい続ける
シカイダーマン。
シカイダーマン 50
「ぐぐっ……」
タンとスーと、ボロボロに傷ついているシカイダーマン。
テンションが上がるタンとスーと、ジッと動かないシカイダーマン。
タン 51
「もしかして、シカイダーマンを倒せるぞ！弟よ！」
スー 52
「倒せる倒せる～」
シカイダーマン 53
「傷ついても、傷ついても、立ち上がる事が大事！」
手からメタルボールを空中に向かって発射させるシカイダーマンと、
それに驚くタンとスー。
シカイダーマン 54
「メタルボーーール 」
!!
※ドラえもん風の効果音と演出
タン・スー 55/56
「あ～～～～～～～～～～～ 」
!!
空中に投げたメタルボール、一定の高さで止まって、破裂して銀色の
シャワーのようなものを放出する。
シャワーのようなものを浴びて変身していくシカイダーマンと、驚いて
戸惑っているタンとスー。
シカイダーマン・シルバーに変身して、姿勢よく立ち、深々と頭を下げる
シカイダーマン・シルバー。
シカイダーマン・シルバー 57
「シカイダーマン・シルバー、参上ばい」
怯えているタンとスーと、平然としているシカイダーマン・シルバー。
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タン 58
「メタルタイプのシカイダーマン」
スー 59
「メタルタイプ、メタルタイプ～」
タン 60
「しかも傷も治ってる」
スー 61
「治ってる、治ってる～」
シルバー「………………」
淡々と語るシルバーと、それに戸惑ってるタンとスー。
シルバー 62
「歯を抜いてしまうのは簡単ばい」
タン・スー 63/64
「ええ？」
シルバー 65
「でも根っこだけになったからといって、諦めてはダメばい 」
!!
タン 66
「何言ってんだ、こいつ？」
スー 67
「何の話、何の話～」
力を溜めているシルバーと、それに怯えているタンとスー。
シルバー 68
「傷ついても立ち直る。歯も同じばい！」
タン 69
「わわっ、何する気だ」
スー 70
「何する、何する～」
力を溜め終えたメタル。
シカイダーマン・シルバー 71
「………………行くばい」
画面いっぱいに横切る『軟像除去』の文字。虫歯の部分が取り除かれる。
シルバー 72
「軟像除去！（なんぞうじょきょ）」
残根上方から土台を発生させ、ガシャンと音とともに歯に土台を入れる
シルバーと、それを呆然と見ているタンとスー。
画面には横切る『支台築造』の文字。
シルバー 73
「支台築造！（しだいちくぞう）」
戸惑っているタンとスーと、また力を溜めているメタル。
タン 74
「は、早過ぎて何も手出しできない」
スー 75
「早い、早い～」
シルバー 76
「はぁあああああああああああ！」
力を溜め終えたメタル。
シルバー 77
「……最後の仕上げばい」
銀歯を発生させて支台築造された歯に被せるシルバーと、それに
悲鳴を上げるタンとスー。画面には『歯冠修復』の文字が横切る。
シルバー 78
「歯冠修復！（しかんしゅうふく）」
タン・スー 79/80
「ぎゃあーー」
銀歯をかぶせられた歯と、満足そうなシルバーとショックを受けている
タンとスー。
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タン 81
「歯が、歯が！元通りに治ってしまった」
スー 82
「元通り、元通り～」
タン 83
「何てこった、くそー」
スー 84
「くそー、くそー」
去っていくタンとスーと、それを見送るシルバー。
タン 85
「歯が治ったからって、油断するなよ」
スー 86
「油断するなよ～」
シルバー「………………」
シカイダーマン・シルバーから、傷を負っていたシカイダーマンの状態に
戻りガクリとヒザをつく。
シカイダーマン 87
「ふぅ……」
苦笑いをするシカイダーマン。
シカイダーマン 88
「治ったとしても、虫歯にしない事が一番大事
油断など、しないさ」
ふらふらになりながらも立ち上がるシカイダーマン。
ナレーション 89
「また一人、虫歯になる悲劇から救われた……」
●ビル 昼
ビル、外観。
通勤途中に遭遇する先輩と後輩。先輩は晴れ晴れとした表情。
男性Ａ 90
「よっ」
男性Ｂ 91
「あ、先輩。どうでした、歯は？」
ニッと銀歯をかぶせた歯を見せる先輩と、それを見て喜ぶ後輩。
男性Ａ 92
「お前の言った通り、歯を残せたよ」
男性Ｂ 93
「おぉ」
男性Ａ 94
「諦めなくて良かったわ、サンキューな」
ビルに入っていく先輩と後輩。
男性Ｂ 95
「でも本当は根っこだけの状態にしない方がいいんでよ」
男性Ａ 96
「うっ……。わかってる、気を付けるよ」
ナレーション 97
「虫歯菌から人類の歯を守るため、戦え、シカイダーマン！」
画面「つづく」
（完）
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