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登場人物一覧 

 

プレシデント：アメリカの。  

シルバーガール：スーパーパワーを持つ宇宙人。 

女性：多人数のスポークスマン。 

DASTADON：下品なエイリアン。 

 

 

 

 

 



まずはこのリンクを再生してみてください。そのオーディオコンテンツが気分を盛り上げて

くれます。   

 

(217) Save Our Ice!- YouTube 

 

女の子の声：Hello, Mr.プレシデント. 

 

プレシデント: 誰だい?私に話しかけているのは誰？私は誰も見ることができません。私はそ

れを聞いて想像したと思います。 

 

女の子の声：Hello, Mr.プレシデント. 

 

プレシデント: あれは誰？私に話しかけているのは誰ですか？「透明な女」ですか？透明な女

性が私に話しかけているのですか?あなたは透明人間の女性ですか? 

 

女の子のギョロ目  

 

プレシデント: じゃあ、あなたはゴーストだね。あなたは幽霊ですよね？墓場の向こうから私

を悩ますために来たのかい？幽霊はどこから来るのか知っていますか？つまり君は幽霊なん

だよね？ 

 

女の子の声：いいえ、私も幽霊ではありません。私は別の惑星から来ていて、自由に現れた

り消えたりする力を持っています。 

 

プレシデント：すごい!マジシャンのようですね。すごいですねー。他の惑星から来たマジシ

ャンに会ったことはないよ。 

 

少女：さて、これからですね。これから登場します。  

 

プレシデント：わぁ!見て見て!あなたはすべて銀色で覆われていますね!ブーツ、髪の毛、ド

レス...目も銀色ですね!輝く銀貨に描かれた美しい女性のようですね。 

 

女の子：私の星では、人はこんな風に見えています。 

 

プレシデント：名前はありますか？ 

 

少女：もちろんです。でも、発音できないです。  

 

プレシデント: OK、ではシルバーガールと呼ぶのはどうだろう？  

https://www.youtube.com/watch?v=uHdSm-OhbcQ&t=25s


 

女の子:いいわ. 

 

プレシデント:では、何でここに来たのかな、シルバーガール？ 

 

シルバーガール：あなたに見せたいものがあります。見てみたいと思いませんか？ 

 

プレシデント：もちろんです。  

 

シルバーガール：では、私の手に触れてください、そうすれば私たちはこの場所から消えま

す。 

 

プレシデント：（怖）でも、どこに行くの？ 

 

シルバーガール：人類の夜明け前から世界に隠されてきた偉大な秘密を見るために! 

 

ナレーション：シルバーガールとプレシデントは執務室から消え、見渡す限りすべてが氷に

覆われた広大な北極圏の荒野の空高くに現れた。 

 

プレシデント: わぁー!これはすごい!見てください、私たちはこの空にぶら下がっていて、落

ちてくることもなく、死んでしまうこともありません!(拍手) おい、あれは何だ？氷から突き

出ているのは何だ？潜水艦の上部か何かのようだ。 

 

シルバーガール：そうですね。もちろん、もっともっと大きいですけどね。宇宙船の上です

からね。 

 

プレシデント：宇宙船の上部？ 

 

シルバーガール：そうなんです。残りは氷の下に埋まっています。 

 

プレシデント：しかし、この上では何をしているのだろう？ 

 

シルバーガール：サーベルタイガーや巨大なウーリーマンモスが地球を闊歩していた数千年

前にこの地に到着しました。しかし、最後の氷河期が到来したときにこの地で立ち往生し、

最後は雪に埋もれてしまいました。 

 

プレシデント：ワオ!本物の生きたエイリアンがずっとここにいて、私たちは知らなかったん

ですよ。彼らは友好的でしたか？ 

 



シルバーガール：いやいや、そんなことはないですよ。彼らは宇宙を旅して、みんなを食い

散らかしていました。 

 

プレシデント：それならば、彼らがここに閉じ込められて死んでしまったのは幸運だったと

言えるでしょう。 

 

シルバーガール: ああ、彼らは死んでいない。彼らはまだ生きています。 

 

プレシデント: まだ生きている？でも、この凍てつく氷の中にずっと埋もれていたのに、どう

やってまだ生きているのでしょう？ 

 

シルバーガール：冬になると熊が冬眠するという話は聞いたことがありますよね？ 

 

プレシデント：もちろんです。冬の間は眠っていて、春になるとまた出てきます。 

 

シルバーガール：それでは、どうぞ。宇宙人も船の中で冬眠している。氷が十分に溶けて船

が自由になると、彼らは飛び立って、ここに来た目的を果たすために、みんなを食べるん

だ。 

 

プレシデント: あらら。人々はそれを好まないでしょう。少しも好まれないでしょうね 

 

シルバーガール：そのためにあなたをここに連れてきたのよ、プレシデントさん。あなたは

戻って、地球上のすべての人に、どうすれば自分を救えるかを伝えることができます。 

 

プレシデント: それは本当にクールなアイデアですね。どうやったらそんなことができるのか

教えてくれれば、私が彼らに伝えに行きます。 

 

シルバーガール：もちろん、氷を守るためです。氷が溶けなければ、宇宙船は自由になれな

い。だから、氷を守れば、氷が彼らを救ってくれるのです。 

 

プレシデント：（警戒しながら）おい！ な、なんだそれは？宇宙船の上部にあるあの開口部

は何ですか？それはドアですか？  

 

シルバーガール：もちろんです。   

 

プレシデント: でも、何が出てくるんだろう？それは...のように見えます...？それはエイリア

ンの一つですか？ 

 

シルバーガール：そうなんです。 



 

大統領：しかし、見てください。その大きな怪物のような頭を見てください。みんな冬眠し

ているんじゃないの？ 

 

シルバーガール：そうです。一人を除いてね。彼は船を守るために起きていた。毎日、食べ

物を探しに出てくる。 

 

プレシデント：（怯えながら）ここまで来ることはできませんよね。 

 

シルバーガール：やばい。私たちはあまりにも高いところにいます。もちろん彼は私たちを

見るでしょうが、彼は私たちに近づくことはできないでしょう。 

 

プレシデント: 本当ですか？私はあの男の外見が好きではないからです。少しもね。何人いる

んだ？  

 

シルバーガール：おそらく 4 万人くらいでしょうか。  

 

プレシデント：4 万人！？それは大きな船に違いない。 

 

シルバーガール：フロリダ州くらいの大きさです。 

 

プレシデント：フロリダ州の大きさ？えっ？州全体の大きさですか？ 

 

シルバーガール：州全体です。 

 

プレシデント：あの大きさを見てください。彼らは何と呼ばれていますか？ 

 

シルバーガール：ダスタドン。 

 

プレシデント：ダスタ 何? 

 

シルバーガール：ドン。ダスタドン。全宇宙で最も恐れられている生物です。 

 

プレシデント: 見てください、私たちを睨みつけています。私たち二人を食べてしまおうとし

ています。 

 

シルバーガール：お腹が空いているんでしょう。 

 

大統領：私は空軍に命じて、あの男に大きな爆弾を落としたほうがいいと思うんだ。 

 



シルバーガール：それは無理です。へこみもしないでしょう。他の星の人が他の惑星であな

たより強力な爆弾を使って試しているのを見たことがあります。世界を救う唯一の方法は氷

を救うことだと思います氷が溶けるのを止めなければならない 

 

しかし、氷が溶けるのを止めてほしいと思っているのは、子供たちだけです。彼ら次第で

は、そもそも氷は溶けていないでしょう。しかし、大人たちは違います。彼らは何年も前か

ら氷が溶けていることを知っていますが、気にしません。ほとんどの人がそうだ。 

 

シルバーガール：あなたは戻って、世界に向けてテレビの生放送をする必要があります。私

のことや、ここで目撃したことを伝えてください。今すぐ携帯電話でダスタドンを録画し

て、みんなが見られるようにライブ配信してください。時間がないことを警告してくださ

い。彼らは行動しなければならない、今すぐに。 

 

音楽 1.  レッツ・セーブ・ザ・アイス・フォー・ザ・チルドレン   

(217) 子供たちのために氷を守ろう - YouTube 

 

 

ナレーション: 大統領執務室に戻り、人類がかつて直面したことのない最大の脅威を世界に警

告した後、プレシデントは疲れてソファでぐっすり眠ってしまった。しかし、ホワイトハウ

スに夜明けが訪れると、シルバーガールが彼を起こし、何かとても奇妙なことが起こったこ

とを伝えました。そこで、プレスデントは急いでフランス窓に行き、外を見てみました。  

 

プレシデント：（驚いて）ワオ!あなたは正しい!すべての人々を見てください!何百万人もいる

よ。そして、テレビカメラがここにあって、すべてが揃っています。 

 

女の子：アメリカ中から集まっていますよ、プレシデントさん。そしてみんな大人です。 

 

プレシデント：大人ばかり？ 

 

シルバーガール: 彼らは心配でたまらないんでしょう。世界の終わりが来ることを恐れていま

す。彼らは代表を選びました。彼女を連れてきましょうか？ 

 

プレシデント: もちろん、もちろん、すぐに彼女を連れてきてください。 

 

映し出される女性の声。 

 

女性: こんにちは。プレシデントさん。お会いできてとても嬉しいです。 

 

プレシデント: お会いできてとても嬉しいです。皆さんが私に話してほしいことは何ですか？  

https://www.youtube.com/watch?v=x_lcFuipddQ


 

女性：プレシデントさん、そしてあなたも、シルバーガール、今日ここにいる皆さんの気持

ちを代弁しているだけでなく、世界中の人々の気持ちを代弁していると思いますが、私たち

は心の底からあなたにお願いしています、私たちの氷を救ってください。氷が溶けるのを止

めてください、プレシデントさん。お願いです。溶けないようにしてください。 

 

プレシデント：でも、大人は溶けても気にしないものだと思っていました。 

 

女性：でも、それはダスタドンが来る前の話。でも、今はみんな気にしているでしょう？ 

 

外にいる大勢の人たち。(全能の咆哮) YES!YES!イエス！イエス！はい、プレシデントさん。

はい、シルバーガール。 

 

プレシデント：正直言って、これを聞いて本当に驚いています。 

 

女性：あのね、プレシデントさん、今までは氷が溶けても大人は影響を受けなかったのよ、

氷が溶ける頃にはみんな死んでるからね。でも、ダスタドンが来たことで、すべてが変わっ

てしまったのです。あなたに氷を救ってもらいたいのです。 

 

プレシデント: それはできません。方法がわかりません。  

 

シルバーガール：私はある方法を知っています。皆さん、聞いてみませんか？ 

 

MULTITUDE:はーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ーーーーーーーーい!はい、お願いします、シルバーガール。方法を教えてください。 

 

シルバーガール：了解!OK です。これが私の計画です。宇宙船の上に氷の山を設置するよう

にします。大きな氷の山です。それは再び船を埋め、ダスタドンが冬眠から覚めるのを止め

るでしょう。でも、太陽がそれを溶かし、私たちは最初の場所に戻ってきてしまいますけど

ね。 

 

女性：そんなことはありません。今回は、氷が溶けるのを防ぐために、みんなでどんなこと

でもやりましょう。私たちは氷を救い、氷は私たちを救います。皆さん、そうでしょう？ 

 

MULTITUDE:そうだーーーーーーーー!!!!!!そうだ!そうだ!イエス！イエス！イエス！イエ

ス！イエスはい！はい！はい！はい、イエス! 

 

シルバーガール：OK、OK。では、何が起こるのか教えましょう。私は今から行って、言っ

た通りのことをします。ビデオに撮って戻ってきますので、皆さんの目で確かめてくださ



い。世界は安全になります。ただし、大きな氷山が溶けるのを止めればの話ですが。つま

り、皆さんは自分の生き方を変えなければなりません。 

 

女性：ああ、そうね。私たちは必ずそうします。私たちは生き方を変えて、氷を救い、氷が

私たちを救ってくれるでしょう。 

 

MULTITUDE:いいぞーーーーーーーーー!!!!!!  

 

VOICEOVER：そして、シルバーガールは姿を消し、後にビデオを持って戻ってきました。

そして、そのビデオは地球上のテレビやコンピュータに映し出されました。そして人々は、

ダスタドン船が大きな氷山の下に埋もれてしまったことを見たのです。しかし、子供たちは

大人たちが約束を守るとは思えなかった。そこで、子どもたちは大人たちに訴えました。 

 

Music No 2 です。 

(217) The Help The Little Children Song - YouTube 

 

 

VOICEOVER：そして、大人たちは子どもたちの願いを聞き入れ、約束を守りました。彼ら

は生活様式を変え、気候は回復し始め、皆が幸せになりました。デイビッド・アッテンボロ

ー卿でさえも。そしてその時、シルバーガールが再びプレシデントの前に現れたのです。  

 

シルバーガール：うまくいきましたね、プレシデントさん。 

 

確かにそうだね、シルバーガール!あのね、ずっと聞きたかったことがあるの。他のスーパー

ヒーローは、 異なる超能力を持っていることを知っていますか？大きな氷山を動かすこと

や、現れたり消えたりすること以外に、あなたには他の力があるのかと思っていました。 

 

プレスディエントさん、私は大きな氷山を動かしたわけではありません。 

 

プレシデント: しかし、私たちは皆、あなたを見ました。私たちは皆、ビデオであなたがそれ

をするのを見ました。あなたは姿を消し、大きな氷山をダスタドン船の上に置き、戻ってき

てビデオで私たちに見せてくれました。だろ？ 

 

シルバーガール：はい。でも、私はそれを動かしていません。ただ北極に戻って、最初に見

た大きな氷山をビデオに撮って、みんなに「動かしたよ」と言ったら信じてもらえました。 

 

しかし、もしあなたがダスタドン船を それで覆わなかったならば、世界はまだ彼らからの 危

険にさらされていることになる。私たちは、絶望的だ。シルバーガール。絶望的！彼らの船

https://www.youtube.com/watch?v=_CsW5t86XIo


の周りの氷は、私たちが溶けるのを 止めるよりも早く溶けてしまう。 そして、彼らは冬眠を

やめて、 私たちを捕まえるために出てくる。 

 

プレスディエントさん、ダスタドンはありません。あったことはありません。 

 

プレシデント: ダスタドンがない？でも私は見ましたよ。みんな見たよ 

 

シルバーガール：私に他の力があるかどうか尋ねましたね。まあ、たまたまあるんですけど

ね。私には目を欺く力があります。私の地球上の誰もがそうです。私たちはみんなイリュー

ジョニストです。だから、私はみんなが信じるようなイリュージョンを作った。でも、それ

は現実ではなかった。 

 

プレシデント：リアルじゃない？ 

 

いいですか、プレシデントさん、私はある映像を見て地球に来たんです。何百万人もの人々

がホームレスになり、行き場を失って移動する未来です。考えてみてください、プレッサイ

デントさん。家がないことを想像してみてください。みんなが家を持てるだけのスペースが

地球上にないことを想像してみてください。大人たちは未来の子供たちのために氷を守ろう

としませんでした。そこで私は、ダスタドンと呼ばれる卑劣な生き物に食べられてしまうこ

とを恐れさせ、自分たちを守るために氷を守り、それによって子供たちも守るようにしまし

た。  

 

プレシデント: おやおや!こんなことになるとは思わなかったよ、シルバーガール。全く予想

できませんでした 

 

シルバーガール：大人の人には言わないよね？ 

 

プレシデント：私？いや、誰にも言わないよ。あなたがやってくれて嬉しいです。本当に、

本当に嬉しいです。 

 

シルバーガール：私もです。  

 

ナレーション: そして、シルバーガールとプレシデントは、 私たち全員のために、この素晴

らしいことを するようになったのです。その中にはあなたも含まれていますよ。しかし、時

が経つにつれ、子供たちはグループで集まり、大人がしたことを議論し始めました。そし

て、彼らは親のところへ行き、こう言いました。「なぜ、あなたたちは自分たちを救うために

氷を救ったのに、子供たちの未来を救うために氷を救おうとしなかったのですか？世界中の

大人たちがそうした。世界中の大人たちに質問した。しかし、大人たちは何も答えてくれま

せんでした。そして、子どもたちはとても、とても悲しかった。とても、とても悲しい......!  



 

 

音楽 3.素晴らしきかな、美しきかな、青き友よ  

(217) ブルーフレンド with オーケストラ - YouTube 

 

 

終了です。 

 

歌詞 

 

子供たちのために氷を守ろう  

Seamus Smyth 

 

節 1  

氷を守ることができたらいいと思いませんか？  

そして、子供たちもすべて救った？  

きっと、彼らにとって正しいことができるはずです。  

きっと私たちは、彼らのためにこの戦いを戦うことができるでしょう。  

節 2  

小さな男の子たちがみんな 

そして、すべての少女たちは救われなかった  

彼らの笑顔を見ることはできません。 

彼らのような存在は二度と現れないだろう。  

コーラス  

氷は子供たちのためにとっておこう 

そして、彼らの、彼らの、彼らの、彼らの、彼らの、彼らの 

私たちが時間切れになると、彼らには後継者がいないからです。 

氷は子供たちの命を意味する 

そして、彼らの、彼らの、彼らの、彼らの、彼らの、彼らの 

世話をしている人を救う心の強さを見つけなければなりません。 

節 3 

私のアドバイスを受けて、すべての氷を保存してください。 

そして、すべての子供たちも救ってください。 

生意気な小生意気さんも 

言われたことを絶対にやらない人 

節 4 

子どもたちは、半額でも安いくらい素敵です 

抱き心地も最高です。  

https://www.youtube.com/watch?v=MZDwfgEY9DY


ちょっとやんちゃな女の子や男の子も 

騒いで走り回る人 

コーラス 

氷は子供たちのためにとっておこう 

そして、彼らの、彼らの、彼らの、彼らの、彼らの、彼らの 

私たちが時間切れになると、彼らには後継者がいないからです。 

氷は子供たちの命を意味する 

そして、彼らの、彼らの、彼らの、彼らの、彼らの、彼らの 

世話をしている人を救う心の強さを見つけなければなりません。  

 

子供たちの嘆願 

Seamus Smyth 

 

 

小さな子供たちが大人の大人に求めるものはすべて 

私たちの夢を叶えてくれること。 

 

子どもたちは、氷を救い、地球を救いたいと思っています。  

子どもたちは、自分と同じくらい長生きしたいと思っています。 

 

すべての大人が行動を起こす必要がある   

時間がないことを知らないのか？              

 

氷は私たちの未来に不可欠なものであることを知らないのでしょうか。 

氷は全人類の命を意味する 

 

コーラス 

 

大人の皆さんにお願いです。  

コールを聞く  

小さな子供たちを助ける 

みんなのために氷を守る  

そして、絶対に投票してはいけません。  

挑戦する人のために  

私たちの愛すべき地球を言うために   

私たちのケアを必要としない 

 

 

 



小さな子供が大人に求めるものはすべて、大人が 

私たちの夢を叶えてくれること。 

 

子どもたちは、成長して未来を手に入れることしか考えていない 

子供は自分のように成長したいと思っている 

  

なぜ大人たちは私たちを見習わないのか？   

世界の子どもたちが喜ぶ      

 

このような心配を常にさせられるのは公平ではない。 

このような嘆願をさせるのは公平なのでしょうか？ 

 

コーラス 

 

大人の皆さんにお願いです。  

コールを聞く  

小さな子供たちを助ける 

みんなのために氷を守る  

そして、絶対に投票してはいけません。  

挑戦する人のために  

私たちの愛すべき惑星と言ってもいいでしょう（少し間を置いてから）。   

私たちのケアを必要としない 

 

コーラス繰り返し 

 

 

  

私たちの素晴らしい、美しい青い友人 

Seamus Smyth 

 

節 1 

世界は私たちの友人であり、私たちに生命を与え、私たちのすべてである。 

それは私たちに希望を与え、それは私たちに愛を与え、私たちの世界はそのような星です。 

私たちは、固定しなければ存在できないし、常に守らなければならない。 

私たちの素晴らしい、美しい青い友人 

節 2 

困っているときに助けられるのは、私たち以外にいません。 

みんなのために行動しなければならない、きっと私たちは 

子供たちを救う唯一の方法は、常に守ることです。 



私たちの素晴らしい、美しい青い友人 

コーラス 

私たちの素晴らしい、美しい青い友人 

私たちの素晴らしい、美しい青い友人 

私たちの素晴らしい、美しい 

私たちの素晴らしい、美しい 

私たちの素晴らしい、美しい青い友人 

節 3 

世界をこんな風に扱ってはいけない、今こそ世界を愛する時だ 

今こそお詫びの言葉を述べ、軌道に乗せるべきである 

世界は我々のものだが、我々が常に理解していなければならない。  

私たちの素晴らしい、美しい青い友人 

節 4 

償いのためにはセカンドチャンスがあればいい 

青くて可愛い友人を傷つけてしまったことを終わらせるために 

ここで失敗したら終わりだ。  

私たちの素晴らしい、美しい青い友人のために 

リピートコーラス。 

 

 

 

 


