UEN
K
A
G
N
GEKKA

各団の団長紹介
延岡学園の体育祭2021……今年の体育祭を盛り上げる
各団の団長をご紹介。今年の優勝旗は誰の手に!?
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体育祭２０２１ 団長紹介

今月のガクスタ！〜伊藤 舜くん編〜
同中あるある談話〜岡富中編〜

発行元：

イケメン度
肉体美

パワー

笑いの
センス

スピード

男気

青団
団長

むらかみ

村上 琢磨

かめなが

肉体美

パワー

笑いの
センス

スピード

3年2組

乃木オタ卒業生。今は彼女一筋の一途な男。「とにかく暴れます！」と
は本人談。特技は幼少期からやっていた相撲。たぶん相撲なら学校一の
強さ。ノリがよくテンションの高さは野球部一。将来は3代目社長とし
て会社を大きくする予定。団練習場所決定でじゃんけんで勝ちながらも
サッカー場を引き当て、団員から溜息が漏れる不運がどう災いするか。

体育祭2021

SPECIAL
学校法人
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延岡学園高等学校
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白

リア充

こうのすけ

亀長 光之介 173.0cm

165.0cm

乃木オタ（寺田蘭世推し！）カワイイいじられキャラ。野球部の
副主将として主将の言いにくいことをあえて口にする厳しさも兼
ね備えるが、可愛さのあまり、気持ちよく受け入れられている。
声質と大きさには自信あり。保健体育委員長としても信頼と実績
のある男。後輩は勿論女子人気も生かして優勝をかっさらうか。
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176.5cm
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脱いだら分かる細マッチョ。白団亀長と共に野球部の2大お笑い巨頭の
一翼。野球部一の強肩の持ち主。シャイな笑顔とは裏腹に女子にモテる
（いや、自分からモテに行ってるとの評判）。元気と個性の塊の赤団メ
ンバーを元気とテンションでまとめあげる。団練習で体育館を引き当て
る強運で優勝を狙う。
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変わってて、でも面白くて、物事に一生懸命で、アツ

今回で第三弾となる︻同中あるある
実にはそんな高校生は全然いな
﹂
いので悲しいです ……

かったです︒掃除の時にすのこ
髙橋﹁

玉田﹁陽キャwww﹂

なって︵笑︶﹂

暑かったから︑みんなに水
……
かけて涼しくなってもらおうか

上げたらウワ〜〜〜って﹂
髙橋﹁筆箱開けたらカニがいたり﹂

談話︼︒今回は延岡市立岡富中学校の
玉田﹁さすがにそれはないよ！﹂

西府﹁岡富中は︑体育館がすごくキレ

卒業生の皆さんにお集まりいただきま

一同﹁あ〜︑確かに﹂

快適な岡富中学校
部活とかどうでした？
――
常盤﹁私は美術部でした﹂

した！ 今回の卒業生たちからは︑ど

こうは

﹂

らいに稼働するようになったん

常盤﹁多分︑先輩方が卒業された後く

髙橋﹁えっ

おぉ︑それは良いですね︒冷暖房
――
完備とか？

常盤﹁絵しりとりとかしてました﹂

﹂

髙橋﹁なにィ〜っ

じゃないですかね﹂

ちの道に行った方が良いんじゃ
玉田﹁私たちの頃は︑あったのに動い

に︑落描きばっかしてたので︑

ないかっていうくらい上手いの

きで埋め尽くしてました︒そっ

西府﹁やたらとクォリティの高い落描

一同﹁︵笑︶﹂

西府﹁いや︑全然﹂

で︑ぼんやり知ってます﹂

イです﹂

西府﹁あ︑僕もです﹂

髙橋﹁いや︑ホントホント︵笑︶﹂

︵いつの間にか髙橋さんの︻好き
――
な異性の髪型紹介︼が必須に

んなお話が聞けるのでしょうか？ そ
れでは︑どうぞ！
まずは自己紹介から

たかはし

玉田﹁友達が美術部の部長だったん

自己紹介をお願いします！
――
髙橋﹁岡富中出身︑延岡学園高校普通
く

常盤 美孔です︒男性はセット

なってる ……
︑まいっか笑︶
常盤﹁岡富中出身︑調理科１年生の︑
み

科普通コース３年の髙橋 広羽

思ってます﹂

してない自然な髪型が良いと

ときわ

です︒好きな男性の髪型は︻短
上がって
……

玉田﹁いや︑それは ……
﹂
西府 ﹁教室とかは冷暖房つきましたよ﹂

へぇ〜︑岡中って美術部盛んなん
――
ですか？

る︑ヤツ︼です！﹂

髪で︑前髪がこう

あかり

玉田﹁同じく岡富中出身︑普通科普通
たまだ

常盤﹁イヤですね﹂
西府﹁楽しかったですよ︵笑︶﹂

才能の無駄遣いでしたね﹂

です︒好きな男性の髪型は︻野
玉田﹁それは私もイヤです﹂

なるほど︑ワックスべったりの髪
――
型はイヤなんですね︒

球部の坊主︼です︒よろしくお

早速ですが︑岡富中学校ってどん
――
なところですか？
けど︑私も楽しくて一緒に燥い

髙橋﹁仲の良い子が５・６人くらいい

でました﹂

はしゃ

一同﹁あ〜！﹂
ですよ﹂

常盤﹁すごくフレンドリーな先生なん
髙橋﹁家庭科の先生だっけ？﹂

西府 ﹁でも怒ったら一番こわい︵笑︶﹂

女性の先生でしたね﹂

西府﹁家庭科と社会を担当されてた︑

かけ合って遊んでるの見たこと

﹁自分が結構︑全体を見て人の心の
機微がわかるっていうか︑こんな
ふうに言えばこんなふうに反応し
てくれるだろう︑という空気が読

かしやすかったです﹂
るかも﹂

玉田﹁延学の門脇先生にちょっと似て
一同﹁分かる︵笑︶﹂

そんな伊藤くんは︑今回の体育祭を
どんなものにしていきたい？
﹁全員が楽しめて︑話したことがな
い人・仲良くなかった人とでも︑
仲良くなれるような大会になると
いいな︑って思いますね︒そうい
うのが一番楽しいし︑思い出にも
残ると思うんで﹂
と︑なんと即答！ かっこいいね︒
たしかにそうだよね︒
高校を出れば学生全員が揃って力
を合わせてイベントをする機会なん
てなくなってしまう︒
それを共有できる友達や仲間が生
まれれば︑それは掛け替えのないも
のになるのは間違いないよね！
ぜひこのイベントで友情を深めた
り︑新しい友情を掴んでほしい︒
もっと聞きたいけど紙面が足りな
い！ 最後に言いたいことは？
﹁ん〜だいたい話をしましたけど︑
強いて言うなら︵今月号の表紙

委員長だと思ったよ︒
今年のノベガク体育祭は友情・努
力・勝利︵これはどうでもいいか

おっと最後に笑いとともに恋愛も
絡めてくれた伊藤くん︒こんなの書
かないわけありません！笑
今回話を聞いて︑初対面の 過ぎ

の︶アミちゃんちょー可愛い︑で
すかね︵笑︶⁝⁝⁝あ︑やっぱこ
れは書かなくていいです！﹂

大事にしている
︻リーダーシップ像︼はある？
﹁自分も一緒になってやるリーダー
ですね︒チームのやる気を引き出
したり︑モチベーションを上げる
ことが大切なんで︑背中を見せて
﹃コイツが頑張ってるから自分も
頑張ろう﹄って思えるのがリー
ダーだと思います﹂
うん！
絶対そうだよね︒実際同席した先
生からもエピソードが飛び出た︒
入場行進の練習で︑みんな暑い中ヘ
バって︑ついダラダラしてしまいがち
なところで︑決して怒ることなく︑励

イベントになりそう！
ぜひこれを読んでる皆も一丸と
たくなる人こそリーダーだよね︒間
違いないと思う︒

いものにするために︑一緒に努力し

まして一緒に頑張ろうって声かけして
た様子は︑先生の目から見ても素晴ら
しいリーダーだったそう︒体育祭をい

めたり︑目配り・気配りできるか
ら︑そんな自分が体育祭を盛り上
げられれば︑楽しいものにできる
かなって思ってます﹂
お〜たしかにそれなら盛り上がり
そう！ それに素晴らしいリーダーと
して引っ張ってくれそう！

してくれるので︑すごく相談と

常盤﹁もう友達感覚みたいな感じで接

みたいってカンジだろうか︒

あります﹂

ルとかしてました﹂

西府﹁地神先生とか﹂

西府﹁ ……
カニがいます﹂
一同﹁あ〜〜めっちゃいます︵笑︶﹂
常盤﹁見たことあります︑ドッチボー

呼んで﹄って言ってくれます﹂

玉田﹁めっちゃ元気︒﹃お母さんって

今回の体育祭委員長ってどんな人？
野球部の３年生で︑お笑い大好き
の舜くん︒お笑いは主に漫才派で︑
自身もM 1に出てみるのが夢のひ
とつだそう︒人の前で漫才って緊張
しない？って訊いたら⁝⁝﹁人の前
に出るというよりも︑人を楽しませ
るのが楽しいので全然余裕です
ね！﹂とのこと︒たしかにインタ
ビューに同席した先生も彼の漫才武
勇伝を聞かせてくれた︒彼の漫才は
ドカンドカンウケるらしいね！ そん
な彼に聞いてみた⁝⁝︒
今回︑体育祭実行委員長に
なった理由は？
﹁ホントは団長をやりたいなって想
いもあったんですけど︑全体をま
とめるってのを１回やってみた
かったし︑リーダーシップを取れ
る自分が学校全体を盛り上げた
かったってのが大きいですね﹂
なるほど︒
野球部内でも︑キャプテンではな
いけどチーム内を引っ張って盛り上

て︑皆結構騒がしかったんです

カニですか︵笑︶
――
西府﹁︵笑︶川が近いんですよ︑五ヶ

めっちゃ水ブワーッで出して︑

かいっぱい落ちてます﹂

西府﹁水道があるところで︑なんか

じがみ

卒業した今でも印象に残ってる先
――
生とかいますか？

岡富中の名物先生

髙橋・玉田﹁羨ましい〜﹂

うらや

髙橋﹁扇風機とかだったよね﹂

てませんでしたよ﹂

!?

瀬川が ……
︒なんで校内にもた
くさんカニがいるんです﹂

みなさんの中学時代ってどんな感
――
じだったんですか？

髙橋さんの中学時代

髙橋﹁︵私は結構好きです ……
︶﹂

コースで︑２年生の玉田 朱莉

!?

常盤﹁いますね︒潰れちゃったカニと

岡富中あるある

願いします﹂
野球部限定なんですね︵笑︶
――
玉田﹁はい︑バスケ部でも柔道部でも
ダメです︒私自身︑女子ソフト

﹂

……

ボール部なので︑野球部がカッ
コいいです！﹂

１ 年 ︑ 調 理 科 の

なるほど︒
――

西府﹁
じゃあ今のこの時期なんてヤバい
――
んじゃない？

みらい

西府﹁そうですね︑今の時期スゴいと

さいふ

園１年︑調理科の西府 実来で

声小っちゃくない ︵笑︶
――
西府﹁あ︑すみません︵笑︶︒延岡学

玉田﹁今は改装されましたけど︑前は

思います︵笑︶﹂

てます︒女性の髪型はロングヘ
トイレのすのこの裏とかヤバ

す︒部活はダンス同好会に入っ
アが最高だと思ってますが︑現

♪トゥーーン ︵効果音︶
どうも︑企画・広報担当デザイ
ナーです︒
突然ですが︑今回の記事はテレビ
番組の﹃プロフェッショナル﹄を見
てるカンジで読んでほしい︒
な ん な ら 主 題 歌 の﹃ Progress﹄
を流しながら読んで欲しい︵笑︶そ
れくらい面白い話が今回聴けたガク
スタインタビュー︒
今回お話を聴いたのは︑今年の体
いとう しゅん
育祭実行委員長の伊藤 舜くん︒体育
祭といえば︑青春の代名詞﹃努力・
友情・勝利・恋愛﹄全ての要素が絡
んでくる学生生活の一大イベントの
ひとつだよね！ そんな体育祭の成功
のカギを握る実行委員長に話を聞い
てみた︒彼の言う﹃過去イチ楽しい
体育祭﹄とはどんなものだろう？

今年の体育祭は過去イ チ 楽 し い も の に します
体 育 祭 実 行
委 員 長 の 流儀
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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

〜岡富中学校編〜

延岡学園に来た同じ中学卒業の生徒たちが
中学校のローカル話で盛り上がる企画です！

N obegaku S tyle
〜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。

‑

げる役らしく︑その強みを活かして

でした！

なって今回のイベントを盛り上げて
欲しい︒企画・広報担当デザイナー

な？︶・恋愛の絡む過去イチ楽しい

のおっさんからみても︑素晴らしい
リーダーシップを持った体育祭実行
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ノベガクスタイル

くて、ノベガク生活を楽しんでいる……つまり「楽en

!?

ある
ある談話
伊藤 舜くん編
「延学 Style 〜ガクスタ〜」とは……？
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