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ノベガクスタイル

ノベガク生活を楽しんでいる……つまり「楽en〜ガクエ

ン〜」を実践してる生徒のこと。【今月のガクスタ】で
は、そんな生徒をご紹介します。
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ただダンス教室の先生と
ソリが合わなくて︑小６ま
ではダンスが嫌いだったん
だとか︒でも中学生になっ
てスタジオを変えると︑よ
うやくダンスの面白さに気
づいたと︒
最初から上手だったわけ
じゃなかったんだね︒

と う こ う

﹁﹃蓮翔くんも努力すれば︑
マイケル・ジャクソンみた
いに上手くなれるよ﹄︒ダ
ンスの先生のその言葉で意
識が変わった感じですね﹂
それからダンスに夢中に
なって︑どんどん上達した
んだと︒中学２年のある日
ティックトックに何気なく
自分のダンスを投稿してた
ら︑みるみるフォロワーが
増え始めた︒多い時は１日
に３千人もフォロワーが増
えるほどに︒これメチャク
チャ凄いよね！︻小学生か
ら努力していたことが花開
いた瞬間︼って感じ︒

い っ そ う

﹁まぁ中３で何やってんだ
ろってバカバカしくなって
辞めちゃったんですけど﹂
ありゃりゃクール
でも︑ダンスに対する情
熱までが冷めたわけじゃな
かった︒より一層ダンスに
のめり込んだ結果︑その実
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﹁今ダンスと同じくらい夢中
になってるのが料理です
ね︒美味しい料理はそれだ
けで人を笑顔にするし︑感
動させるものだから﹂

じ い

い な か

この先行きが見えない時
代︑一番可能性を秘めてる
のって蓮翔くんみたいに目
の前のことに夢中になれる
人だと思うんだよね︒ダン
スも料理も基本が大切︒
それを身につけるまでに
は地道な努力が必要だし︑
時間もかかる︒それでも蓮
翔くんは既にダンスの分野
で基本を身につけ︑才能を
花開かせるところまで辿り
着けた！ 料理でも同じよ
うに︑夢中になりつつ才能
を花開かせるだろうと思
う︒一見クールに見えて
も︑情熱をもって目の前の
ことに取り組める人はこん
なに可能性を秘めてるんだ
な！ と︑改めて延学生が
秘める可能性にワクワクし
たインタビューでした︒
蓮翔くんありがとう！
これからも自分の情熱を
信じて頑張ってね！
応援してます！

さ き ゆ

そんな成長を実感できる
力が認められて今年７月の
環境が︑蓮翔くんが料理に
国民文化祭で︑天皇陛下の
ハマる原因なのかもね︒
御前でダンスを披露するこ
とが決定していたり︑オリ ﹁将来的には︑ちょっとした
田舎でインスタ映えするカ
ンピックの聖火リレー選手
フェを出したい﹂
がゴールする付近でダンス
蓮翔くんはそう将来の夢
パフォーマンスをする大分
を語ってくれた︒ダンスも
県代表に選ばれてるみた
そうだけど︑料理も自分の
い︒天皇陛下が宮崎県にお
創造性で人を笑顔にしたり
いでになるのは昭和天皇以
感動させたりできる分野︒
来︒そんな機会に踊れるな
この両方で情熱的に努力し
んて凄い栄誉！ めっちゃ
ている彼を見て︑凄い可能
凄いことだからもっと大々
性を秘めた人と話せたので
的に言いふらしたほうがよ
は⁝⁝と︑胸が高なった︒
くない って言ったら
ホントはもっと書きたい
﹁あれ⁝⁝結構言いふらして
ことがあるんだけど︑紙面
るつもりなんですけど ﹂
が足りない！
との答え︒
ヨッシャ！ それならこの
ガクスタで言いふらしま
しょうね〜︵笑︶

多い時は一日に3千人以上フォロワーが増えて……

そう︒蓮翔くんの魅力は
ダンスだけじゃなかった︒
蓮翔くんが料理好きに
なったのは元料理人だった
お祖父さんの姿がカッコ良
かったから︒
﹁めちゃめちゃ厳しい祖父で
すけど︑将来はそんな祖父
を笑顔にしたい︒コワいで
すけどね︵笑︶︒今は全然
まだまだですけど︑先輩た
ちが凄いので︑どんどん料
理の魅力にハマってる﹂
とのこと︒調理科は１年
↓ ２年 ↓ ３年と学年を重
ねるごとにみるみる実力を
伸ばしていく学科︒
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と

う ら は ら

今月のガクスタは︑調理
科に通う２年生の桑原 蓮
翔くん︒最初は﹁ティック
トックで有名なダンサーが
いる﹂って聞いてのインタ
ビューだったんだけど︑
思った以上に凄い生徒だっ
た！ クールな見た目とは
裏腹に︑高い表現力と熱い
情熱を持った彼の魅力をお
届けするよ︒

ひ

あれ⁝⁝そうなんだ そ
う語る蓮翔くんがダンスを
始めたのは小学２年生︒マ
イケル・ジャクソンのダン
スを見て﹁カラダひとつで
こんなに大衆の心を動かせ
るってスゴい！﹂と一気に
惹き込まれたんだそう
オッサンからするとマイケル・ジャ
クソンを知ってる高校生がいるって
だけでなぜか嬉しくなるんだけど︑
それはまた別の話︵笑︶︒
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延岡学園のスタイルを実践してる生徒のこと。どこか変

「延学 Style 〜ガクスタ〜」とは……？

卒業式をしました！

2月6日、第54回卒業証書授与式を行い
ました。いつもより少ない人数ではありま
したが、我が校から立派に巣立っていく生
徒達はとても頼もしく見えました。今月は

そんな卒業生たちの寄せ書きの一部を公
開！在校生へのエールや、延岡学園生活を
振り返ったメッセージなど、様々な想いが
綴られています。卒業おめでとう！

先生方へ
３年間ありがとうございま
した。授業では分かりやす
く教えてもらい、とてもた
のしい授業でした。卒業し
て会えなくなるのがさびし
いですが、いつか学園に遊
びに行きます。

充実した３年間で
した。先生方にめ
ぐまれました。自
転車通学もわるく
ねーな！

延岡 学園 に来 たか
ら
こそ でき た仲 間や
友
達に 出会 えて 本当
に
よか った 。み んな
に
感謝。ありがとう

人間に
なりました

出逢えて
良かった
ありがとう

全力でＪＫ
楽しんでね♡
みんな大好きー

沢山の
青春を
楽しめ!!!
自分の高校３年間はと
ても変化が多かったで
す。育った環境とは全
く違うとこに来て何も
しらない人と関わるの
はとてもいい経験にな
りました。

先生 方、 ご指 導あ
りが とう ござ いま
した 。こ れか らも
応援 よろ しく お願
いします。

何か ひと つ目 標や
信念 を持 って 一日
一日 を過 ごし てく
ださ い。 今ま であ
りがとう。

ありがとう!!

とても楽 しい学園 生
活でした 。みなさ ん
ありがと う。学園 祭
したかった……

第54期

いつも教えてくださったり気
軽に話しかけてくださ った
り、その中でイケメンの先生
方はいつも目の保養になりま
した。授業に全く集中できま
せんでした。料理を食べてお
いしいと言ってくれてとても
嬉しかったです。

残りの時間を大切
に!!悔いの残らない
ように楽しむ時は楽
しんで、勉強も頑
張ってください。

事な思い 出になる と思
います。 常にチャ レン
ジ精神で 挑んでく ださ
い。後悔 しない高 校生

三年 間は あっ とい うま
に過 ぎる もの です 。三
年の 後半 後悔 して も遅
いの で、 今を 精一 杯、
後悔 の無 いよ うに 過ご
していってください。

延岡学園高等学校

NOBEOKA GAKUEN HIGH SCHOOL
公式サイト https://nobeokagakuen-ed.jp/

大切に過ごそう

延岡学園でしか学べない
事を学校生活や、部活動

延学で過ごした３年間

を通して学ぶことがで

校生活でした。部活動で

き、自分にとってとても

も、全国で良い成績を残

いい経験になりました。

せて良かったです。

毎日が
ＨＡＰＰＹ

３年間の思い出
は、これからたく
さん役に立つと思
うので、全力で楽
しみましょう

延学でしか学ぶ
ことのできない
ことを多く学べ
ました。

活を送ってください。

一日一日を

３年 間と ても たの
しか っ
たで す。 いろ んな
事を 学
べて、友達にも
恵まれ
て、 とて もい い３
年間 を
過ご せま した 。延
学に き
てよかったです。

たくさんの人たちに会え
て良かったです。仲良く
なってくれた後輩。優し
くしてくれた先輩。遊ん
でくれたり一緒にバカし
た同級生。会えて良かっ
た！ありがとうございや
した！

人生でこ の３年間 が大

３年間、お世話になり
まし
た。充実した学校生活
を送
ることができて、とて
も楽
しかったです。一年生
・二
年生は悔いの残らな
いよ
う、頑張ってください
。

ご
３年間ありがとう
学
ざいました。延岡
と
園にきてよかった
っ
思います。楽しか
たです。

先生方、いつも質問に行くと
私ができるまで親身になって
教えてくださったり、廊下で
すれ違った時に、私の元気が
ないと「大丈夫か？」と声を
かけてくださりありがとうご
ざいました。先生たちのおか
げでたくさん救われました。

根拠のない自
信を持て。そ
して、それを
裏付ける努力
をしろ。

後輩へ
勉強や部活など、それぞ
れ頑張ってください。自
分の将来なりたい職業、
いきたい大学、専門学校
に行けるように頑張って
ください。

みんな大好き♡

３年間お世話にな
り
ました。延岡学園
に
入学して色んな経
験
をすることができ
ま
した。ありがとう
ご
ざいました。

今まで

延岡学園にきてこ
の仲間達に出会え
て本当によかった
です。ありがとう
ございました。

先生方へ

延学
サイコー

楽し いこ とも 、つ ら
いこ とも 、色 々あ っ
た３ 年間 でし た。 今
では それ が良 い想 い
出になりました。

は、とても内容が濃い学

はやり病のせいで行事が
最後とても少なくて寂し
かったけど、濃い３年間
でした！ありがとうござ
いました。

自分に厳しくできるや
つは、逆境に立たされ
た時に、真の強さを発
揮できる。古豪復活!!
期待しています。

勉強って
楽しいよな〜

nobegaku

Twitter

@nobeokagakuen
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