シカイダーマン⑯話「歯科治療」
●歯科医院 昼
歯科医院、外観。
治療室で女の子の治療をしている歯科医。
歯科医 「
1はい、それじゃあ口を開けて」
少女 「
2……いや」
困った様子の歯科医と、大きく首を左右に振って拒否する女の子。
歯科医 「
3口を開けないと、治療できないよ」
少女 「
4だって嫌なんだもん！」
泣きそうな顔の子供。
少女 「
5怖い。怖いよ～」
少女 「
6お母さ～ん」
●口の中
閉じた暗い口の中。
口の中にテンション高く登場するタンとスー。
タン 「
7ケケケ」
スー 「
8ケケケ」
タン 「
9よーーし！」
スー 10
「よし、よし～」
はしゃいでるタンとスー。
タン 11
「口を開けるなよ、子供よ」
スー 12
「開けるな、開けるな～」
顔を見合わせて笑い合うタンとスー。
タン・スー 13/14
「イーヒヒヒヒ」
聞こえてくる（ミューの）声にビクッとするタンとスー。
ミュー声 15
「楽しそうだな」
タン 16
「おっ？」
スー 17
「お？お？」
タンとスーのすぐ目の前に登場するミュー。
ミュー 18
「なぁ、弟たちよ」
タン・スー 19/20
「兄貴！」
ミューを囲みつつ楽しそうなタンとスー。
「だってよ兄貴、この子供は口を開（あ）けないんだぞ」
21
タン

1

スー 22
「開けない、開けない～」
喜びでジャンプするタンとスーと、それを冷静に見ているミュー。
ミュー 23
「ということは、俺たちは安泰だ！」
タン・スー 24/25
「安泰、安泰」
黒背景。
シカイダーマン声 26
「ちょっと待った―！」
声に反応するミューとタンとスー。
ミュー 27
「むっ……」
タン・スー 28/29
「おっ」
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。
口の中に現れ、ミュー・タン・スーと対峙するシカイダーマン。
シカイダーマン 30
「とう！」
ヒーローポーズをするシカイダーマン。
シカイダーマン 31
「虫歯の予感が、僕を呼ぶ……」
自己紹介をするシカイダーマンと、それを見ているミュー・タン・スー。
シカイダーマン 32
「シカイダーマン参上！」
ミュー 32.5
「なに………………」
戸惑っているシカイダーマン。
シカイダーマン 33
「……って、今回はあの兄貴がいるのか……」
口の中を見て困り顔のシカイダーマンと、それを見ている
ミュー・タン・スー。
シカイダーマン 34
「しかもこの子供、口を開けないのか」
シカイダーマン 35
「厄介だな……」
●白背景（解説シーン）
歯の博士。
歯の博士 36
「よーく聞くんじゃ。」
「虫歯の治療は大切なことじゃ。口を開けるのは怖いかもしれない。
37
じゃが、がんばらなくてはいけないぞ。
君たちの勇気を信じているぞ」
歯の博士、フェードアウト。
歯の博士 38
「では、さらばじゃ」
●口の中
ミューの言葉にドキッとするシカイダーマン。
ミュー 39
「治療に協力しない子供を助ける必要なんてあるのか？」
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シカイダーマン 40
「ぐぐっ・・・それは」
タンとスーに呼びかけるミュー。
ミュー 41
「いくぞ、弟たちよ！」
タン・スー 42/43
「おう」
三人で並んでポーズを取るミューとタンとスー。
ミュー 44
「俺の名前はミュー」
タン 45
「俺の名前はタン」
スー 46
「俺の名前はスー」
三人で体を合わせるミューとタンとスー。
ミュー 47
「三人そろってミュー・タン・ス― 」
!!
光りを放ち、変形していくミューとタンとスー。
ミュー 48
「からの……」
ミュー・タン・スーが変形してデス・プラーク登場。
デス・プラーク 49
「史上最強の虫歯菌、デス・プラーク」
強そうなデス・プラークの迫力に圧倒されているシカイダーマン。
デス・プラーク「………………」
優しく語りかけてくるデス・プラークに戸惑うシカイダーマン。
デス・プラーク 50
「なぁ、シカイダーマン
お主は子供が喜ぶ姿が見たいのではないのか」
シカイダーマン 52
「あ、あぁ……。そうだ……」
（ 50
から 53
に飛ぶ）
語りに熱が入るデス・プラークと、押され気味なシカイダーマン。
デス・プラーク 53
「ならば嫌がる子供に無理やり治療をすべきではないので
はないのか！」
デス・プラーク 54
「子供の泣いている声が聞こえていない訳ではあるまい」
シカイダーマン 55
「く、それは……」
困っているシカイダーマン。
力強く言い放つデス・プラーク。
デス・プラーク 56
「本人が望まぬ以上、そっとしておくべきではないのか」
デス・プラーク 57
「立ち去れ、シカイダーマン」
固まり、黙るシカイダーマン。
シカイダーマン「………………」
力を溜めていくデス・プラーク。
デス・プラーク 58
「お前が立ち去らないならのなら、力ずくで追い出す
まで……」
巨大な光線を発射させるデス・プラーク。
デス・プラーク 59
「くらえ、ガルバニー・ショック！」
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シカイダーマン 60
「うわっ！」
後ろの歯が気になるシカイダーマン。
デス・プラーク 61
「よけたければよけよ！
そのまま後ろの歯が破壊されるだけだ 」
（
はありません）
! 62
シカイダーマン 63
「ぐぐっ」
叫ぶシカイダーマン。
シカイダーマン 64
「うわぁあああああああああ！」
デス・プラークの光線を両手で止めるシカイダーマン。
シカイダーマン 65
「だぁあああああああ！」
光線を発射し続けているデス・プラークと、受けて耐え続けている
シカイダーマン。
デス・プラーク 66
「無駄な努力を……」
デス・プラーク 67
「そうやって耐え、その先はどうなるというのだ 」
?!
シカイダーマン「………………」
光線を受け止め、耐えているシカイダーマン。
シカイダーマン 68
「確かに治療は怖いかもしれない」
シカイダーマン 「
嫌がる子供に無理やり治療を
69僕だって、できることなら ･･･
受けさせたくはない」
冷めた表情のデス・プラーク。
シカイダーマン声 70
「でも ･･･
本当に子供のことを思えば ･･･
治療は必要だ！」
デス・プラーク 71
「………………ふん」
必死なシカイダーマン。
シカイダーマン 「
72僕は信じる！子供に、恐怖を乗り越える勇気があることを！」
力を込めようとし、光が差し込んで動きを止めるデス・プラーク。
デス・プラーク 73
「おのれ、目障りな……」
デス・プラーク 74
「消し飛ばして……」
口が開いて光が差し込んでくる。驚くデス・プラーク。
デス・プラーク 75
「なっ…………そんなバカな！」
叫ぶシカイダーマン。
シカイダーマン 76
「見ろ！これが子供の勇気と、その結果だ！」
口の中に入ってくる歯のドリル。
ドリルによって吹き飛ばされるデス・プラーク。
デス・プラーク 77
「う、おおおおおおーーーっ」
吹き飛ばされて消えていくデス・プラーク。
デス・プラーク 78
「一度治療できたとて、油断するなよぉ～～～～～ 」
!!
口の中から引っ込んでいく歯のドリル。
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静かな口の中。
ナレーション「……………………」
誰もいなくなって静かな口の中。
ナレーション 79
「また一人、虫歯になる悲劇から救われた……」
●歯科医院 夕方
治療室で歯科医と治療が終わった少女。
歯科医 80
「治療、がんばったね」
少女 81
「うん……がんばったよ」
笑顔の二人

（完）

歯科医 82
「虫歯があったら、大好きなハンバーグも楽しめないしね」
少女 83
「うん……そんなの嫌だもん」
歯科医 84
「次回も頑張ろうね」
少女 85
「うん……」
ナレーション 86
「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」
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