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平成１９年度 高文連網走支部演劇発表大会・上演作品 

 

 「ジンジャーエール！」  第６稿 

   原案・構成   北見北斗高校演劇部 

   作       平田おりえ、新井繁 

 

 

 

   佐藤 実咲（応援団長） 

   土屋亜希子（応援団） 

   高橋  司（応援団） 

   香織   （応援団） 

   梨紗   （生徒会長） 

   山崎   （生徒会役員） 

   関口   （演劇部） 

   河原   （演劇部） 

   校長先生 

 

 

 

北海道北見北斗高等学校演劇部 

 

 

 第１場 

 

 太鼓の音と共に幕が上がる。暗い中、実咲・亜希子・司・香織が浮かび上がる。

太鼓を叩いているのは亜希子である。 

 

実咲 押忍！北見南高等学校応援団長、佐藤実咲！僭越ながら選手諸君へエールを送

らせて頂きます！ 

実咲以外 押忍！ 

実咲 北見南高等学校、選手諸君の勝利と健闘を祈って、エール！フレー、フレー、

み・な・み！ 

実咲以外 そー！ 

全員 フレッ、フレッ、南！フレッ、フレッ、南！フレッ、フレッ、南！フレッ、フ

レッ、南！（かけ声にあわせて、亜希子が太鼓を叩く） 

実咲 三三七拍子！ 
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 太鼓の三三七拍子にあわせて体を動かす。 

 

実咲 押忍！ 

 

 照明がつくと、応援団の部室である。掲示板には「全校応援まであと１０日」

と書いた横断幕が貼ってある。 

 

実咲 オッケー。いいじゃん、だいぶ声出るようになってきたね。 

亜希子 これなら全校応援に間に合いそうだね。 

香織 （三三七拍子の動きをしつつ）うがー、違うー！ 

実咲 いつもそこ間違えるよね。 

香織 そうなのよ。 

亜希子 バスケは上手いのに。 

実咲 ま、まだ日にちあるから、大丈夫だよ。 

香織 なんか、あたしのプライドがゆるさん。 

実咲 でも、もうちょっと人数欲しいなあ。 

亜希子 生徒会でもう少し集めてくれるみたい。後で梨紗ちゃん来るって。 

実咲 あ、ホントに。司、ちょっと手伝って。 

司 あいよー。 

 

 実咲と司、団旗裁縫の準備をする。 

 

実咲 なんだ。最後の試合なのに、男子でやる奴いないのか。情けないのう、男子諸

君。 

司 何だよ。 

実咲 司だって、立候補したわけじゃないでしょ。 

司 お前が無理矢理メンバーに入れたんだろ。 

実咲 いいじゃん。応援団には男子が必要でしょ。たとえ老け顔でも、男子は男子。 

司 関係ないだろ。 

実咲 眉毛が八の字でも、男子は男子。 

司 八の字言うな。 

実咲 司、こことここ、縫い合わせて。 

司 え、俺に針を使えと。 

実咲 そう。 

司 家庭科２だった俺に、縫えと。 

実咲 昨日もやったじゃん。 

司 いや、昨日はほら、ハサミ係だったから。 

実咲 大丈夫だって。裁縫の経験くらいあるでしょ。老け顔なんだから。 
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司 関係ないだろ。 

亜希子 ねえ、今日の目標は？ 

実咲 そうだなー。 

香織 団旗ってどのくらいにするの？ 

亜希子 この教室の三分の一くらいかなあ。 

香織 うわー、そんなに。 

実咲 けっこう進んどかないとやばいよね。 

亜希子 だね。 

香織 なんか、違う応援とかも考えない？ 

実咲 ああ、今やってるのの他に？ 

香織 うん。エールと三三七拍子だけじゃん。 

亜希子 他にどんなのがあるのかなあ。 

実咲 うーん。 

香織 一本！一本！（実咲、亜希子も加わり）ディーフェンス！ディーフェンス！ 

司 何それ。 

実咲 バスケの応援。 

亜希子 なつかしいね。 

香織 うちら、言われたことないもんね。 

実咲 ってか、試合ほとんどしてないじゃん。 

香織 後輩に応援されたかったー。 

司 まあ、よくその身長でバスケなんてやってたな。 

実咲 うるさい。 

司 ジャンプボール触ったことある？ 

実咲 ない。 

香織 実咲、よくダンクの練習してたよね。 

司 そりゃ無茶だろ。 

実咲 夢くらい見たっていいでしょ。あんただって眉毛八の字のくせに幅跳びじゃん。 

司 関係ないだろ。 

実咲 放物線じゃなくて八の字を描く。 

司 うっせ。 

実咲 こいつね、幼稚園の時から八の字なんだよ、眉毛。 

司 おめーは幼稚園の時からチビなんだよ。 

実咲 チビ言うな。 

司 八の字言うな。 

亜希子 アハハ。昔から仲良いんだね。 

実咲 まあ、幼稚園からの腐れ縁。いい加減、違う学校行きたかったわ。 

司 こっちこそ。 

香織 八の字。 
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司 何？って、おい！ 

実咲 認めてるじゃん。 

司 うっせ。 

香織 ジンジャーエール買ってきて。 

司 俺はパシリか。 

亜希子 香織、ホントにジンジャーエール好きだよね。 

香織 超おいしくない？あたし、学校の自販機の中で、ジンジャーエールが一番好き。 

実咲 あたし、ファンタ。 

亜希子 私はお茶系だな。 

実咲 司は？ 

司 リアルゴールド。 

実咲 さすが八の字。 

司 だから関係ないだろ。痛っ！ 

実咲 どしたの？ 

司 指に針刺した。 

実咲 バカでー。 

司 うっせ。 

亜希子 大丈夫？ 

司 うん。ってかさあ、何で洋服で作るの？ 

亜希子 団旗って特注だから、すごく高いんだよ。 

司 だったら普通の布で作ればいいじゃん。 

実咲 だから、布を買うお金もないんだって。で、亜希子の家が服屋だから。 

亜希子 うちの在庫。いらないやつがいっぱいあったからさ。 

実咲 だからこれ、全部タダ！ 

香織 見た目も団旗って感じじゃないよね。 

実咲 しょうがないじゃん。お金ないんだし。学ランだって、亜希子の家からもらっ

たんだよ。 

司 だったら、古着屋に服売って、その金で布買えば良かったんじゃね？ 

実咲 あ、そうか。司、あんた頭良いね。八の字なのに。 

司 八の字言うな。 

香織 団旗ってどうしても必要かなあ。 

実咲 え、必要だよ。 

香織 まあ、あった方が良いと思うけど、時間かかりすぎるし。 

亜希子 学校最後の全校応援なんだからさ。みんなで頑張って団旗作ろうよ。 

香織 これ作るより、もっと他の応援考えたり、練習に時間かけた方が良いと思うけ

ど。 

亜希子 わかるけど、団旗は、ね。お願い。 

香織 まあ、いいけど。 
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実咲 団旗作りながら、考えてみようよ、他の応援。さ、さ、作りましょう。 

司 へーい。 

 

 梨紗、山崎登場。 

 

梨紗 失礼します。 

香織 あ、梨紗。やっほー。 

梨紗 やっほー。準備はどう？ 

香織 んー、まあまあかな。 

梨紗 演劇部まだ来てないんだ。 

実咲 演劇部？ 

梨紗 応援団に入るように頼んだんだ。ほら、声大きそうじゃん。 

実咲 ああ、そうだね。 

梨紗 今日から来るって言ってたけど。 

実咲 やった。 

香織 お、一緒にいるのは、もしかして彼氏？ 

梨紗 違うって。副会長の山崎。山崎も応援団入るって。 

実咲 やった！ 

梨紗 山崎、挨拶。 

山崎 生徒会ですから。 

梨紗 あ、そうだ。香織。斉藤先生探してたよ。 

香織 え、何だろ。 

梨紗 なんか、テストがどうのとか。 

香織 ゲッ！補習だ！やっべ。 

実咲 え！？ 

香織 ごめん。あ、明日もやるよね？ 

実咲 うん。 

香織 三三七拍子練習してくるわ。じゃあね。 

実咲 お疲れ様でしたー。 

 

 香織、教室を飛び出す。 

 

実咲 大丈夫かなあ。 

梨紗 まあ、斉藤先生、笑ってたけど。 

亜希子 あ、そうだ。私も面談あるんだった。 

実咲 面談？こんな時期に？ 

亜希子 うん。何だろ、成績のことかな。 

実咲 亜希子はないしょ。 
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亜希子 そうでもないって。まぁ、すぐ戻ってくる。 

実咲 うん。じゃあ。 

亜希子 じゃあねー。 

 

 亜希子、退場。 

 

梨紗 あ、それでね、実咲。全校応援だけど、 

実咲 あ、うん。 

梨紗 球場行く前に体育館に生徒集めて、応援練習することにしたから。 

実咲 そこからうちらが仕切るんだね。 

梨紗 うん、そう。 

司 うおー、緊張するー。 

梨紗 頑張ってよー。うちの学校、最後の試合なんだから。 

司 でも、野球部も集まってよかったよな。 

梨紗 うん。高体連の後、男子が何人か野球部に入ってね。 

実咲 よかったよね。うちなんて大会出れなかったし。 

梨紗 女バスだっけ？ 

実咲 そーなのさ。毎年減ってくいっぽうで。 

梨紗 そりゃ、そうだ。 

実咲 学校統廃合は、辛いわ。 

梨紗 だねー。 

司 あれ、野球部ってタバコ吸った奴いなかったっけ？ 

梨紗 去年ね。でも大丈夫でしょ。最後の試合なんだから。 

実咲 だよねえ。 

梨紗 まあ、勝てば最後じゃないけどね。 

司 勝てないだろー、寄せ集めじゃ。 

実咲 だから応援するんじゃない。 

司 応援しても野球が上手くなる訳じゃないだろ。 

実咲 まあ、そうだけどさ。気持ちの問題だよ。応援されたら元気でるでしょ？ 

司 そうかあ？大して変わらんって。 

梨紗 これ生徒会会議の資料なんだけど、山崎。 

山崎 は。 

 

 山崎、梨紗から資料を受け取り実咲のところへ持っていく。 

 

実咲 あ、ああ、ありがとう。 

山崎 生徒会ですから。 
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 山崎、梨紗の後ろに戻る。 

 

梨紗 ご苦労。だいたいのこと書いてあるから、見ておいて。来週には完全版出せる

と思う。 

実咲 うん。ありがと。やっぱ梨紗に相談して良かったよ。 

梨紗 まあ、生徒会ですから。演劇部、遅いなあ。ちょっと呼んでくるわ。 

実咲 あ、うん。 

梨紗 山崎。 

山崎 は。 

 

 梨紗、山崎、退場。 

 

司 ……あの二人、どういう関係？ 

実咲 ……さあ。 

司 やるかあ。 

 

 二人、少しの間、作業を続ける。 

 

実咲 司がやるって言ってくれて助かったよ。 

司 あんだけ頼まれたら、断れないだろ。 

実咲 ありがと。 

司 何で全校応援やろうって思ったんだよ。 

実咲 この学校最後の大会なんだよ。やるしかないしょ。 

司 そうかぁ？ 

実咲 ……んー…あたしのね、 

司 え？ 

実咲 あたしのお父さんとお母さん、この学校出身なんだけどね、 

司 ああ、そうだなあ。 

実咲 二人とも応援団だったの。 

司 ふーん。 

実咲 昔はちゃんと応援団として活動しててね。全校応援もあって。お母さん、この

学校最初の女性応援団長だったんだって。 

司 そうなんだ。 

実咲 その頃は、団旗もすごいのがあったみたい。 

司 それって残ってないの？ 

実咲 先生に聞いたけど、どこにあるかわからないって。 

司 ふーん。 

実咲 で、その時の団員にお父さんがいてね。 



 8 

司 おぉ。 

実咲 で、お互い好きになって、それから何年かして結婚したんだって。 

司 へえ。 

実咲 この学校と応援団がなかったら、あたし生まれてないんだ。 

司 そっか。おばさんが最初で、実咲が最後の女性応援団長か。 

実咲 うん。カッコイイでしょ。 

司 カッコイイ。 

実咲 でね、うちら、高体連でれなかったじゃん。 

司 あぁ、うん。 

実咲 先輩引退した時点で分かってたんだけどね。勧誘とかもしたけど、結局３人で

さ。 

司 さすがに試合は無理か。 

実咲 どうしようもなくて、大会、あきらめたの。 

司 ……。 

実咲 高体連見に行って、悔しかった。何でうちら最後なのにあきらめなきゃなんな

いのって。だから野球部が大会出るって聞いた時、３人で応援団作ろうって。

全校応援やりたいって。 

司 仕方ねえなあ。協力してあげますか。 

実咲 ご協力、感謝します。 

司 俺がいるからには、大船に乗ったつもりでいなさい。 

実咲 へいへい。 

 

 司、団旗を縫い始める。実咲も縫う。 

 

司 痛ッ！ 

実咲 アハハ。何が大船だよ。ほんと、不器用だね。 

司 いいだろ、べつに。 

実咲 もうちょっと人数いれば早いんだけどな。 

司 生徒少ないし、ある程度しょうがないんじゃねえ？ 

実咲 うん。……あ、陽子ちゃん誘おうか？ 

司 え！？何、急に。 

実咲 そしたら話す機会増えるじゃん。 

司 いや、別に。 

実咲 あ、あたしから話してあげようか？ 

司 いいよ、そんな。 

実咲 ずっと片思いなんでしょ。そろそろ告らないと。 

司 うーん、まあ、そうなんだけど。 

実咲 応援団で恋の花が咲くかもよ。 



 9 

司 そ、そうかな。 

実咲 あ、うん、たぶん。呼んできてあげようか？ 

司 そっか……うーん……あー、やっぱ、いいや。 

実咲 え？ 

司 実咲に呼び出してもらわなくてもさ。 

実咲 大丈夫だよ。遠慮するなって。 

司 そうじゃなくて。自分で言うよ、やっぱり。 

実咲 できる？ 

司 バカにするなって。 

実咲 じゃあ、いつまでに？ 

司 え？いや、それは、 

実咲 ほら、できないくせに。 

司 よーし。全校応援までに。 

実咲 言ったな。 

司 言ったよ。 

 

 少しの間。 

 

実咲 頑張れ。 

司 え。 

実咲 応援してるから。頑張って。 

司 応援って。 

実咲 応援団長、直々の応援だぞ。ありがたいと思いなさい。 

司 …ありがとな。はあ…（眉毛を触って）そんなに気になる？ 

実咲 ああ、大丈夫だよ。八の字が良いって子も、ちょっとはいるよ。たぶん。気に

するなって！ 

司 なぐさめになってねえよ。 

 

 二人、笑う。梨紗、山崎、演劇部、登場。 

 

梨紗 演劇部、連れてきたよ。 

実咲 お帰りー。 

関口 はじめまして。演劇部の関口です。 

河原 河原です。 

実咲 応援団団長、佐藤実咲です。よろしく。 

演劇部 どうも。 

梨紗 地区大会の練習をしてたみたい。「ロミオとジュリエット」だっけ？ 

河原   いや、「ロミオとジュリエット（改）」です。 
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梨紗   （改）？ 

関口   そのままだと、６０分に収まらないから、アレンジしまして。 

実咲 へー、そんなこともやってるんだ。 

司 二人でできるの？ 

関口 僕は一人１３役。 

河原 私も１１役。 

実咲 すごい！ 

関口 オリジナルのシーンも加えて、全３５場、暗転３４回の大作です。 

実咲 （司に）それってすごいの？ 

司 わかんね。 

実咲   手伝ってくれてありがとう。これから一緒に頑張ろうね！ 

関口   あ、はい。で、いつから練習参加してもらえるんですか？ 

実咲 え？ 

関口 え？あの、手伝ってもらえるって聞いたんだけど。 

司 そうなの？（実咲に） 

実咲 さぁ？そうなの？（関口に） 

関口 生徒会長さんに、 

 

 実咲、司、梨紗を見つめる。 

 

梨紗 あの、ほら、演劇部も２人しかいないしさ。人数足りないんだって。で、手伝

ってくれるんならやっても良いってことになってさ。うん、まぁ、ギブ・アン

ド・テイクってことで。 

司 マジでー。 

梨紗 ごめん。よろしく。 

河原 全校応援って、いつなんですか？ 

梨紗 １０日後。 

関口 なんで野球部だけ全校応援するんですかね。 

実咲 え。 

関口 別に応援しても野球は上手くならないし。 

司 それは言える。 

実咲 司。まあ、それは、ほら。うちの学校、最後の大会だし。 

河原 演劇部の大会は秋ですよ。 

実咲 あ、じゃあ、その大会も応援するよ。三三七拍子とか。 

河原 それはかえって迷惑です。 

関口 まあ、いいけど。授業、つぶれるし。 

河原 まあね。 

実咲 えー…。 
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 校長先生が入ってくる。 

 

校長 校長先生、絶好調！！ 

全員 えっ？ 

梨紗 あ、校長先生。 

全員 こんにちはー。 

校長   ほっほっほ。頑張ってるかね。 

梨紗 はい。全校応援に向けて、練習を始めました。 

校長   我が校最後の大会だからねえ。これが成功するかどうかは、君たち応援団にか

かっているよ。 

実咲 はい。 

校長 さきほど、野球部の練習もみてきたんだが、一生懸命練習に励んでいたよ。バ

ッターのように、踏ん張ったり、頑張ったりしていると、かならず報われるか

らねえ。はっはっは。 

全員 ……。 

 

 校長、じっとみんなを見つめる。 

 

全員 は、は、ははははは…。 

 

 校長、にっこり。 

 

校長 うむ、うむ。校長先生も高校生のころに野球をやっていたんだよ。校長先生の

ころはチアガールというのがいてね、その子はいつも立ち上がって応援してく

れたね。チアガールが立ち上がーる。なんちゃって。 

 

 校長、再びみんなを見つめる。固まった空気の中、校長が指揮を振ると、全員

が大笑いする。 

 

校長 （団旗を手に取り）お、これは何だね？ 

実咲 団旗です。 

校長 団旗！？これがかね。 

実咲 はい。家が服屋の団員がいて服を頂いたので、それをつないで団旗にするんで

す。 

校長 おお、洋服を団旗に。それを見たら、みんな驚くだろうねえ。びっくりダンキ

ー。なんちゃって。 

全員 ……。 
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校長 オホン！伝統ある北見南高校最後の１ページを飾るにふさわしい、思い出深い

全校応援にしてくれたまえ。定規にも刻まれているね。メモリー。なんてな。 

全員 ……。 

校長 校長先生、そんなにつまらないかな。 

関口 そうですね。 

河原 少なくとも、演劇では通用しませんね。 

 

 校長、大ショック。引きつる顔を無理矢理笑顔に変えて、後ずさる。 

 

校長 そうだよねえ。校長先生、面白くないかあ。うん、うん。若い感性がそういう

んだから、しょうがないなあ。 

 

 校長、掃除ロッカーに抱きつき、その後、ロッカーの中に入ってしまう。中か

ら鳴き声が聞こえる。 

 

梨紗 あー、校長先生、そんなことありません！ 

司 校長先生のハイレベルなジョークに私たちがついていけないだけです！ 

実咲 とっても面白かったです！ 

梨紗 校長先生！ 

司 校長先生。 

実咲 校長せんせー…。 

梨紗 ……ほっとこうか。 

司・実咲 へーい。 

 

 校長、ロッカーから出てこようとするが、扉が開かない。 

 

校長 おーい、君たち、ちょっと、開けてくれないかな。おーい。 

 

 山崎、ロッカーを開ける。 

 

校長 どうもありがとう。 

山崎 生徒会ですから。 

校長 いやあ、今まで経験したことのない空間だったねえ。あまりの暗さに校長先生、

泣いちゃった。暗いところだけに、アイム・クライング。 

全員 ……。 

校長 なーんて、（懐中電灯を取り出す）これがあるからダイジョーＶ！おお、これ

はなんて伝統的な懐中電灯なんだ。 

全員 ……。 
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校長   これもわからないか。（司に懐中電灯を渡す）君たちはまだまだこれ（両手で

Ｖサインを作る）だな。…鈍い。 

関口   校長先生はこれですね（河原と３つのＶサインを作る）。…さぶい。 

校長   うーん、しぶい。はっはっは。 

 

 校長笑いながら立ち去りかけて、振り返ってみんなを見つめる。全員、大笑い。

校長、退場。 

 

全員 ……はぁー。 

実咲   相変わらずだね。 

梨紗   しかしあのダジャレはひどい。 

司 これ、どうしよう。 

実咲 その辺、置いとけば。 

梨紗 ってか、なんで懐中電灯持ち歩いてんの？ 

司 …さあ。 

実咲 あ、ねえ、「ロミオとジュリエット」って、どんな話なの？ 

関口 うーん。ストーリーはすごく長いんだけど、 

河原 まず、イタリアにモンタギュー家とキャピュレット家というのがあって、 

実咲 え、モンタギューって、どこの牛？ 

司 お前、何言ってんの？ 

実咲 え？ 

関口 それ、使える！いただきます。モンタギュー家では、モンタさんがブランド牛

を育てている。 

河原 親戚は岐阜産のミノギューね。 

関口 両家あわせて、みのも○たギュー。 

司 校長レベルじゃん。 

関口 あんなのと一緒にしないでください。 

実咲 じゃあさ、ちょっと見せてよ。 

関口 え、いや。 

司 いいじゃん。見せろよ。 

河原 でも、まだ完成してないし、 

梨紗 どんな話か教えとかないと、手伝ってもらう時困るんじゃない？ 

関口 じゃあ少しだけ。足りない所は手伝ってください。 

実咲 何やるの？ 

関口 効果音とか。みなさんも、お願いします。 

梨紗 う、うん。 

河原 じゃあ、いきますよ。南高校、「ロミオとジュリエット（改）」 

関口 よーい！ 
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 河原、机に飛び乗る。 

 

関口 アクション！ 

河原 （思いっきり役に酔いしれて）おお、ロミオ…。 

関口   月の輝く夜、ジュリエットはバルコニーで物思いにふけっている。（司に）あ、

月やってもらえます？ 

司 え？ 

関口 月です。月。 

司 こ、こう？ 

河原 （やたらヒステリック）月はもっと高いところ！ 

司 は、はい。（イスに飛び乗る） 

河原 おお、ロミオ…。 

関口   月の輝く夜、ジュリエットはバルコニーで物思いにふけっている。虫の声が遠

くから聞こえている。はい、虫の声！ 

実咲   え！？ 

関口 ギブ・アンド・テイク！ 

実咲 え、あ、えーっと、…コロコロコロ… 

梨紗 りーん、りーん、りーん… 

山崎 ミーン、ミーン、ミーン。 

河原   おおロミオ、どうしてあなたはロミオなの？あなたのことを想うと、切なくて

いてもたってもいられません・・・。 

関口 そこでふくろうが鳴いている！ 

梨紗 ほー、ほー、 

関口 （司を指差し）スポットこっち！ 

司 ス、スポット！？え、え！？あ！（校長から受け取った懐中電灯をつける） 

実咲 スポット、ちっさ！ 

関口   おおジュリエット。君の美しさの前には、月も色あせてしまうようだ。（山崎

を指さし）そこでオオカミの遠吠え！ 

山崎 わおーん！ 

関口 （実咲を指して）そこにカバも現れた！ 

実咲 カ、カバ！？カバってどう鳴くの？え、えぇ、か、（カバのものまね）かば～ 

河原   ロミオ、来てくれたのね。今行くわ。 

関口   そこへ召し使いＡ，Ｂ（山崎、梨紗を指さし）が現れた！ 

山崎 何をしている！さては貴様、みのもんたギューの手の者だな！お嬢様に近づく

な。 

関口 （梨紗を人質にとって）来るな！こいつがどうなっても良いのか！ 

梨紗   （極めて棒読み）きゃあ～、たすけて～。 
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山崎 卑怯だぞ、みのもんたギュー！ 

関口 そこでカバ！ 

実咲 か、かば～。 

河原   やめてロミオ！私のためにそんなことをしないで。 

関口   しょうがないんだ、ジュリエット。もうこうするしかないんだ。こいつらに捕

まったら最後、両家の隔たりはマリアナ海溝よりも深くなってしまうよ。 

実咲 かば～。 

関口 しょうがないんだ。わかってくれ！ 

河原 そうね、しょうがないわね。じゃあ、好きにしちゃって。 

梨紗・関口 えぇ！ 

関口 ジュリエット、やけにあっさりしてるね。 

河原 しょうがないでしょ、私たちの愛を邪魔するんだから。 

実咲 かば～。 

関口 そうだね。しょうがないんだ。僕たちを引き裂く両家の確執も、どうしようも

ないよ。あきらめよう。さようなら、ジュリエット。 

河原 ちょっと待ってよ。どうしてそうなるの！？ 

司 ジュリエット、ふられた。 

河原 お黙り、スポット！ 

関口 ねえ、彼女。僕、もうフリーだから、これから一緒にお茶しない？ 

梨紗 え？ええー？ 

 

 関口、梨紗、退場。 

 

河原 待ってロミオ！どこに行ってしまうの、ロミオ！召使い、追いかけるわよ！ス

ポットも、カモン！ 

司 は、はい。 

河原 待ってえ～！ 

 

 河原、司、退場。 

 

山崎 （去り際に）生徒会長は、僕が守る。 

 

 山崎、退場。 

 

実咲 ……ええー…。あたし、カバかい…。 

 

 実咲、椅子を片付けようとする。 
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実咲 ジュリエット。…ロミオ。…ジュリエット。…ロミオ、どうしてあなたは……。

バカだなー。しょうがないのに。 

 

 亜希子が戻ってくる。 

 

亜希子 ただいまー。 

実咲 あ、お帰りー。 

亜希子 あれ、みんなは？ 

実咲 演劇部につれてかれた。 

亜希子 あ、演劇部、来たんだ。 

実咲 うん。すごかったよ。劇とかはじめちゃってさ。 

亜希子 アハハ。 

実咲 応援練習は明日から。 

亜希子 そっか。 

実咲 でもなあ。そんなにやる気あるって感じじゃなかったかな。 

亜希子 ふーん。 

実咲 なんかね、「授業がつぶれるから、まあいいか」みたいな。 

亜希子 結構そういう人いるみたい。 

実咲 いつやるかも知らないし。 

亜希子 そうなんだ。でも、楽しみにしている人もいるから。うちらが頑張れば。 

実咲 うん。そうだね。あ、あと校長も来てさあ、なんかすごかったよ。 

亜希子 絶好調？ 

実咲 うん。 

亜希子 またか。 

実咲 あ、これ、梨紗から。全校応援の資料だって。 

亜希子 ありがと。うわー、体育館練習とかやるんだ。 

実咲 そうみたい。 

亜希子 はい、ありがと。 

実咲 うん。 

 

 亜希子、団旗を縫いはじめる。実咲、資料を片付け、団旗を縫い始める。 

 

亜希子 司君、縫い物苦手みたいだね。 

実咲   あいつ、不器用だから。昔っから。 

亜希子  そんな感じ。 

実咲   手先だけじゃなくて性格も。小学生の時に二人でお祭り行ったんだけど、 

亜希子  銀座通りの？ 

実咲   そうそう。でね、お祭りで、かたぬきやったんだ。 
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亜希子 うわ、なつかしー。かたぬき。 

実咲 それでね、司、全然出来なくて。 

亜希子 うん、 

実咲 まあ、あたしも全然ダメで、二人しておこづかい全部使っちゃってさ。 

亜希子 わかる。 

実咲 それで、帰りのバスのお金がなくなっちゃて、歩いて帰ったんだ。 

亜希子  ムキになるよね、かたぬき。 

実咲   で、途中で迷子になっちゃって。 

亜希子 お決まりの展開。 

実咲 そしたらあいつ「俺がいるから大丈夫だ。安心しろ」とかカッコつけてさあ。

でも膝ガクガク震えてんの。 

亜希子 かわいいね。 

実咲 かわいい？ただのビビリだろ。 

亜希子 あんたのために頑張ったんだよ。 

実咲 強がってただけだって。 

亜希子 ふーん。そっか。 

実咲 ……あいつ、全校応援までに告るって。 

亜希子 あー、陽子ちゃん、だっけ？ 

実咲 うん。 

亜希子 へえー。 

実咲 だから応援してやった。さっき。応援団長として。 

亜希子 そうなんだ。（ちょっと笑って） 

実咲 え？何？ 

亜希子 何でもない。 

実咲 なんだよお。（針で指を刺し）痛っ！ 

亜希子 大丈夫？ 

実咲 うん。 

亜希子 …不器用だね。 

実咲 生まれつきだから、しょうがない。 

亜希子 そっか、そっか。 

実咲 面談、何だったの？ 

亜希子 え、だから、成績の話。 

実咲 嘘つけ。 

亜希子 まあ、進路のこと。 

実咲 へえー。亜希子、どうするの？ 

亜希子 うーん。就職かな、札幌で。 

実咲 えー、札幌行っちゃうんだ。 

亜希子 実咲は？ 



 18 

実咲 あたしは北見で就職。親がうるさくてね、遠くだと。大学とか行かないの？ 

亜希子 うーん。行きたいけどね。ちょっと無理かな。 

実咲 えー、亜希子だったら絶対行けるのにー。行きなよ。頭良いんだから。 

亜希子 ……。うちね、札幌に引っ越すんだ。来月。 

実咲 え、嘘！？ 

亜希子 高校なくなるとね、制服とか売れなくなるでしょ？そうなると、うちみたいな

小さい服屋なんてどうしようもないんだって。でね、お父さん、札幌で新しい

仕事見つけるんだって。 

実咲 転校するの？ 

亜希子 しないよ。親戚の家から通うつもり。こうなったら意地でも最後の卒業生にな

るよ。 

実咲 そうなんだ。 

亜希子 だから卒業したら札幌で就職。 

 

 間。 

 

実咲 あ、じゃあ、この服。 

亜希子 うん。うちの売り物。 

実咲 え、いらない服って言ってたじゃん。 

亜希子 うん。親も良いって言ってくれたし。 

実咲 でも古着屋とかに売ったりして、 

 

 亜希子、立ち上がり窓の外を見る。 

 

亜希子 いいんだって。野球部頑張ってるね。うちらも試合やりたかったなあ。 

 

 実咲、亜希子の隣に立つ。 

 

亜希子 なんかキレイだねえ。こんな風に窓から街を見るの、久しぶりな気がする。 

実咲 見慣れ過ぎちゃってるから。 

亜希子 あの看板も、秋にはなくなっちゃうのかな。 

実咲 あれなくなると、なんか北見の駅前じゃなくなっちゃう感じがして、ちょっと

寂しいな。 

亜希子 うん。 

実咲 あんな大きいところがなくなっちゃうんだな。 

亜希子 そりゃ、小さい店なんてつぶれるよね。 

実咲 あ、ごめん。 

亜希子 いいよ、いいよ。 
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 微妙な間。 

 

亜希子 ……お父さんから、お店なくなるって聞いた時ね、 

実咲 え？ 

亜希子 なんて言うか、目の前真っ暗みたいな感じになって。 

実咲 ……。 

亜希子 まあ、今もそうなんだけどさ。なんか、今までのもの、全部なくなっちゃうよ

うな気がして。 

実咲 ……。 

亜希子 しょうがないよね。服売れなきゃ、生活できないし。お父さん、札幌でやり直

すって言ってるし。……でも、しょうがないんだけど、「しょうがない」って

言いたくないんだ。アハハ、何言ってるんだろ。意味わかんない。 

実咲 （首を振る） 

亜希子 だからね、この服で団旗を作りたいの。うちの服で作った団旗で、最後の応援

をしたいの。 

 

 間。 

 

実咲 よっしゃ！絶対完成させよう、団旗！ 

亜希子 うん！ 

 

 音楽。二人、団旗を縫っている。溶暗。 

 

 

 第２場 

 

 応援団の部室。横断幕には「全校応援まであと５日」と書かれている。司、登

場。 

 

司 高橋司、入ります！あれ。 

 

 司、顔が崩れだし、座りこんで、置いてある団旗に包まってごろごろ。しばら

くして、実咲がジンジャーエールを持って登場。 

 

実咲 うわぁ！？司？何やってんの？ 

司 え？い、いや、なんでも。 

実咲 今来たの？ 
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司 おう。実咲は？ 

実咲 ジュース買ってきた。ジンジャーエール。 

司 おぉ。 

実咲 香織の見てたらおいしそうでさ。 

司 そっか……。 

実咲 なんかあった？ 

司 ……。 

実咲 もしかして、陽子ちゃん？ 

司 ……お前が八の字とか言うから。 

実咲 え。 

司 八の字とか言うから、気になって、（眉毛を両手で隠して）こうやって話した。 

実咲 挙動不審だね。 

司 片岡さん、ちょっと引いてた。 

実咲 ……えらいね。 

司 え？ 

実咲 そんなことあったのに、ちゃんと練習来てさ。えらい！ 

司 大声出したら、気晴らしになるかなって。 

実咲 そうだよ。大きな声だして、忘れちゃえ！ 

司 ……。 

実咲 メソメソするな、男だろ！頑張れ、司！フレッ、フレッ、司！フレッ、フレッ、

司！フレッ、フレッ、司！ 

司 ごめん。勘弁してくれ。 

実咲 え？ 

司 なんか…惨めだわ。 

実咲 …でも、でも応援するよ。元気だしてよ。 

司 やめてくれって。 

実咲 でも、あたし応援するよ、 

 

 司、さえぎるよううに太鼓を叩く。長い間。 

 突然、ものすごい格好をした関口と河原が駆け込んでくる。 

 

河原 ロミオ！ 

関口 ジュリエット！ 

実咲 うわっ！ 

河原 おおロミオ！どうしてあなたはロミオなの？ 

関口 おおジュリエット！どうして北見はすぐに断水なの？ 

河原 それは私の涙雨。あなたに会えない悲しみが雨となるのです。 

関口 ジュリエット。みんな困るから、豪雨は降らせないでおくれ。 



 21 

 

 香織、ものすごいかぶり物で入ってくる。 

 

香織 そこまでよ、ジュリエット！ 

実咲 香織、なんちゅうカッコしてるの！？ 

香織 演劇部の部室にいろいろあってさ。似合う？ 

実咲 はいはい。あれ、梨紗と山崎君は？ 

関口 さっき、池田先生に呼ばれてたよ。 

香織 呼び出し、呼び出し。 

実咲 ふーん。 

河原 山崎くんは、香織ちゃんのジンジャーエール買いに。 

実咲 パシリか。 

香織 いいの、生徒会だから。 

実咲 なんだそりゃ。 

 

 山崎、ジンジャーエールと香織のかばんを持ってくる。やはりものすごいかぶ

り物である。 

 

実咲 え！？ 

 

 山崎、ジンジャーエールを香織に渡す。 

 

香織 ありがとう。 

実咲 山崎くん、パシリで良いの。 

山崎 生徒会ですから。 

実咲 ええー…。あ、香織、団旗ちょっとやばいから今日からペース上げてくよ。 

香織 え、まじで？ 

実咲 まだ半分出来てないからね。 

香織 そっかー。はい、山崎。頑張れ。一本！一本！オーフェンス！オーフェンス！ 

  

 香織、山崎に縫わせる。ふと窓の外を見て、 

 

香織 あれ、今日って野球部休みかな？ 

河原 ミーティングじゃないですか？ 

香織 そっか。 

 

 亜希子が入ってくる。 
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亜希子 遅れましたー。 

実咲 あ、亜希子。お疲れ。 

亜希子 あ、うん。……なんか、すごいね。 

香織 演劇部の衣装なの。 

亜希子 あ、ああ、そう…。実咲、糸買ってきた。 

実咲 ありがとー。じゃあ、そろそろ練習はじめよっか。 

亜希子 はい。 

実咲 （演劇部に）あのさあ、練習の後、団旗作り手伝ってもらえないかなあ。 

関口 え、 

香織 ねえ、実咲。それはダメじゃない？ 

実咲 でも、 

香織 演劇部だって練習あるのに、わざわざ来てくれてるんだよ。 

実咲 そうだけど、このままじゃ、ちょっと間に合わないから。 

関口 うーん、そうですねえ、 

香織 明日から吹奏楽部との練習もやるんでしょ？ 

実咲 うん。 

香織 やっぱ、間に合わないよ。思い切ってやめた方がいいんじゃない？ 

実咲 でも、 

香織 応援の練習しっかりやった方が、絶対良いって。こんな旗なんて聞いたことな

いし。これ客席で広げたら、恥ずかしくない？ 

実咲 香織、あのねえ、亜希子はね、 

亜希子 ねえ。練習始めようよ。ね。ね。 

実咲 ……。それじゃ、準備をお願いします。 

全員 押忍。 

 

 それぞれ、練習の準備をする。 

 

実咲 司、大丈夫？ 

司 ああ。 

実咲 大声出して。 

司 おう。 

実咲 （ちょっと笑う）整列おねがいします。 

全員 押忍。 

 

 整列する。 

 

実咲 ってかその格好でやるの？ 

関口 この後稽古がありますので。 
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実咲 あ、そっか。では、これから今日の練習を始めます！ 

全員 押忍！ 

実咲 えー、全校応援まであと５日です。一つ一つのエールに魂を込めて、大きな声

でお願いします！ 

香織 あのさあ。 

実咲 何？ 

香織 やっぱ、新しい応援考えようよ。 

実咲 あー、そうだなあ。 

香織 はい、みんなも考えて！ 

山崎 （はいっ！） 

司 お、早いな！ 

山崎 生徒会ですから。 

香織 どんなの？ 

山崎 （咳払い）メイド喫茶に、萌・エール！ 

全員 ……。 

山崎 ……不覚。 

亜希子 …ま、まあ、良いんじゃないかな。 

実咲 …さすが…生徒会だね。 

司 じゃあじゃあ、これは？クジラはホ・エール！ 

実咲 ダジャレかよ。 

河原 柔らかティッシュの、 

演劇部 エリ・エール！ 

実咲 ちょっと！ 

亜希子 アハハ。ダジャレ合戦だ。 

実咲 校長レベルだ。 

香織 いいじゃん、いいじゃん。じゃあ、これは？（ペットボトルを掲げる） 

全員 ジンジャー・エール！ 

山崎 フランス人は？ 

全員 えっ？ 

山崎 ピ・エール！ 

全員 ……。 

司 みんながピエールじゃないだろ、フランス人。 

山崎 ……不覚。 

香織 ねえ、ジンジャーエールのジンジャーってどういう意味？ 

亜希子 ショウガだよ。 

香織 え？ショウガって、あの、食べるやつ？ 

亜希子 うん。 

香織 えー！この中にショウガ入ってるの！？なんかキモイ。 
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実咲 キモイったって入ってるものはしょうがないじゃん。…ショウガだけにね。 

司 寒っ！ 

実咲 うるさい。あんたらだってさんざんダジャレ言ってたでしょうが。 

香織 じゃあ、ジンジャーエールを日本語にすると、「ショウガを応援」ってこと？ 

司 ショウガ応援してどうする。 

亜希子 ジンジャーに送るエールで、ジンジャーエール。 

実咲 おぉ、そっか。 

司 納得してるし。 

亜希子 スペルは違うけど。 

香織 （ジンジャーエールを飲んで）あー。ジンジャーエール！これ、マジで応援団

でやってみる？ 

司 意味わかんねえよ。 

山崎 ピエールはダメですか！？ 

司 ごめん。もっとわかんねえ。 

 

 梨紗が入ってくる。 

 

実咲 あ、梨紗。遅かったね。 

梨紗 実咲、ちょっと。 

実咲 どしたの？……梨紗？ 

梨紗 ………全校応援、中止だって。 

全員 えっ！？ 

実咲 梨紗、どういうこと？ 

梨紗 野球部がタバコ吸ったの見つかって…出場辞退だって。 

実咲 うそっ！？ 

司・香織 マジで！？ 

梨紗 さっき、職員会議で決まったって。 

香織 全校応援は？ 

梨紗 やっぱ大会出なきゃさ。 

香織 なんでさ！吸った奴だけ停学にすりゃいいじゃん。 

梨紗 それだけでもメンバー足りなくなるから。 

実咲 ……。またまたまた。からかっちゃって。 

梨紗 冗談でこんなこと言うわけないじゃん。 

実咲 ……。 

亜希子 全校応援が…中止…。 

梨紗 今から生徒会会議開くから。山崎、生徒会室。また何か分かったら教えるね。 

香織 マジで中止なの！？ 

梨紗 池田先生に何度も聞いたんだけど、もう職員会議で決まったからって。 
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実咲 どうしようもないの？ 

梨紗 …ごめん。わかんない。じゃあ。 

 

 梨紗、山崎、退場。間。 

 

香織 また、出れないんだ。 

実咲 先生にもう一回聞いてみよう。 

香織 あたしら、こんなんばっか。 

実咲 みんなでお願いすればなんとかなるかもしれないし。だって、最後の大会なん

だよ。 

香織  最後、最後って何？うちらのはとっくに終わったしょ。 

実咲 違うよ。これがうちらの最後の大会だよ。職員室、行ってくる。 

香織 やめなよ。無駄だって。 

実咲 だって、今までやってきて、香織は平気なの？ 

香織 平気じゃないよ。平気なわけないでしょ！ 

 

 間。香織、帰り支度を始める。 

 

香織 帰る。 

実咲 ちょっと、 

香織 帰る。 

実咲 香織。 

香織 ここにいても意味ないし。 

実咲 待って。 

香織 何。 

実咲 ……応援練習、しようよ。 

香織 はあ？練習しても無駄じゃん。 

実咲 ３人で応援団作ろうって。 

香織 職員会議で決まったんでしょ。しょうがないじゃん。 

 

 香織、カバンを持って出て行こうとする。 

 

実咲 あんた、あの時もそうだったよね。最初に無理だって言ったよね。 

香織 あたしは部長として。二人とも納得したじゃん。 

実咲 そうだけど、 

香織 あたしだって出たかったよ、高体連。でも３人じゃしょうがないでしょ。 

実咲 …しょうがなくない。しょうがないって言うな。 

香織 あんただって言うでしょ！ 
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実咲 しょうがないって言うな！……どうしようもなくても、たった一言で終わらせ

るな。 

香織 じゃあどうしろっていうのよ！ 

実咲 応援しようよ！しょうがなくてもさあ！ジンジャーエールだよ！ 

香織 意味わかんない。 

実咲 ジンジャーエールやろうよ！お願い… 

香織 全校応援なくなったんだから、応援団も解散だよね。 

 

 香織、出て行く。 

 

関口 あの、僕たちも稽古があるから、これで。 

河原 おつかれさまでした。 

 

 関口、河原、退場。 

 

実咲 …ゴメン。ゴメンね。亜希子、頑張って団旗作ってたのに、ゴメン。 

亜希子 実咲。 

実咲 司も、頑張って練習来たのに、ゴメンね。 

司 お前が謝ることじゃない。 

実咲 ゴメンね。ゴメン……応援するもの、なくなっちゃった……。 

 

 長い間。司、太鼓で三三七拍子を叩く。 

 

司 これくらいのことでメソメソしてるんじゃねえよ！バカ！応援団長だろう

が！ 

 

 司、カバンを持って出て行く。実咲、出て行く司を少しだけ追うが、立ち止ま

ってうつむく。亜希子、ジンジャーエールのペットボトルを手に取り、実咲の

ところへ。 

 

亜希子 （ペットボトルを実咲に渡し）ジンジャーエール。 

実咲 ……。 

 

 亜希子、団旗を縫い始める。実咲、それを見つめ、ジンジャーエールを飲む。

実咲も団旗を縫い始める。 

 

実咲 完成させよう。うちらの団旗。 

亜希子 ありがとう。 
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 音楽。しばらく縫っているうち、亜希子は団旗に顔を埋めて、静かに泣く。実

咲、亜希子の頭を抱き寄せ、一緒に泣く。溶暗。 

 

 

 第３場 

 

 卒業式が終わったあと、実咲一人が部室を整理している。学生服を見つける。

そこへ亜希子が入ってくる。 

 

亜希子 やっぱりここにいたんだ。みんな探してたよ、写真撮ろうって。 

実咲 ああ、ごめん。引っ越しの時、ここの荷物片づけなかったなーって。 

亜希子 そうだったねえ。 

実咲 今日の校長先生、やらかしたよね。 

亜希子 やらかしたねえ。 

実咲 卒業式でダジャレはないだろ。 

亜希子 微妙な空気だったよね。 

実咲 あれ、絶対自信作だったんだよ。すべった後、かなりブルー入ってたもん。 

亜希子 アハハ。（学生服を手にして）学ランかあ。 

実咲 亜希子んちからもらったやつ。 

亜希子 うん。 

亜希子 なつかしいねー。（横断幕を見て）これもあの時のまんまだねー。 

実咲 うん。 

 

 亜希子、部屋を見渡す。実咲、学ランに着替え始める。それを見て、亜希子も

着替える。 

 

実咲 久しぶりに、やっちゃう？ 

亜希子 やっちゃう？ 

実咲 やっちゃおっか！ 

 

 二人、学ランに着替えながら、 

 

亜希子 司くんとは連絡とかとってるの？ 

実咲 んー、たまにメールくらい。あんまり話す機会もないし。 

亜希子 そっか。あ、まずは景気づけに、私からエールを。 

実咲 お！いいねえ。 

亜希子 佐藤実咲の健闘を祈って、エール！ 
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実咲 え、何？ 

亜希子 司くんに告ってこい！ 

実咲 ええっ！？ 

亜希子 札幌の学校行っちゃうんだぞ。 

実咲 そうだけどさ。 

亜希子 じゃあ行ってこい。卒業なんだよ。 

実咲 んー… 

亜希子 ほら。待っててあげるから。 

実咲 んー。 

亜希子 なんだよー。これじゃ安心して札幌いけないよ。 

実咲 お別れ会やるからね。お別れ会。 

亜希子 ありがと。 

実咲 どこにしよっかなあ… 

亜希子 この街ともあと１週間でお別れか。 

実咲 あたしゃ、地道に働きますよ、この街で。いつでも戻っておいでよ！ 

亜希子 うん！ 

 

 実咲、窓を開けて外に、 

 

実咲 寒。街に元気がないのは、大人に元気がないからであります！あたしがこの街

を元気にする大人になりますよー！ 

亜希子 （街に向かって大声で叫ぶ）ありがとー！ 

実咲 アハハ。みんな見てるよ。 

亜希子 あ、香織。 

実咲 どこどこ？あ、おーい香織―！おいでよー！…うん！早くおいでー！ 

亜希子 あ、司くーん！ 

実咲 え！？ 

亜希子 司くーん！ねー、おいでよ！実咲いるからさー！ 

実咲 ちょっと、亜希子、 

亜希子 ほら、エールやるよ、最後の。 

実咲 そうだけどさ。だって。 

亜希子 梨紗ちゃんとかは…いないなあ。（実咲を見て）ほら、応援団長でしょ！ビシ

ッとしなさい。司君来るよ。 

実咲 んー、あいつ、まだ陽子ちゃんのこと好きだよ、きっと。 

亜希子 関係ない。 

実咲 札幌と北見じゃ遠すぎるじゃん。 

亜希子 「しょうがない」とか言うなよ。 

実咲 え。 
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 間。 

 

亜希子 香織も来るよ。最後のエール。 

実咲 ……。うん。 

亜希子 （笑いながらうなずく） 

 

 実咲、窓を全開にし始める。それを見て、亜希子も窓を開ける。 

 

実咲 よし！準備ＯＫ！ 

亜希子 うん！ 

 

 司、香織登場。 

 

司 うわ、寒！ 

香織 なにやってんの？ 

実咲 えー、これから、北見南高等学校最後のエールを行います。 

香織 え？ 

司 何急に？ 

実咲 いいから、はい、整列！ 

香織 ちょ、ちょっと。 

実咲 ほら。 

亜希子 ねえ、団旗揚げようよ。 

実咲 そうだね！ 

亜希子 うん！ 

実咲 行くよ！団旗揚げー！ 

亜希子 押忍！失礼します！ 

 

 亜希子が太鼓を叩くと、洋服をつなぎ合わせて作った団旗が現れる。団旗には

「ジンジャーエール！」と書かれている。それを見上げる４人。 

 

司 いつの間に。 

実咲 へっへー。 

香織 ……あ、あたしの名前… 

亜希子 みんなの名前、書いたんだ。 

香織 ……あたし、あんなにひどいこと言ったのに、 

実咲 好きでしょ、ジンジャーエール。 

香織 ……。（少しうつむいた後、顔を上げにっこりと笑う）うん！ 
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実咲 整列お願いします。 

２人 押忍！ 

実咲 亜希子、準備いい？ 

亜希子 うん！ 

 

 亜希子、太鼓のばちを手にした瞬間、感極まる。 

 

実咲 ……亜希子？ 

亜希子 （団旗を見上げて）…私たち、ここで一緒に過ごしたんだよね。 

実咲 うん。なんかさ、上手くいかないことばかりだったね。 

亜希子 うん。 

実咲 どうしようもないことばっかり。でも、しょうがないって一言じゃ、終わらせ

ないよ！ 

３人 押忍！ 

 

 ４人、正面を向いて、 

 

実咲 押忍！北見南高等学校応援団長、佐藤実咲！僭越ながら、エールを送らせて頂

きます！ 

３人 押忍！ 

実咲 北見南高等学校の…、伝統と、ここで過ごした誇りを胸にー！ジンジャーエー

ル！！フレー、フレー、み・な・み！ 

３人 そー！ 

全員 フレッ、フレッ、南！フレッ、フレッ、南！フレッ、フレッ、南！フレッ、フ

レッ、南！ 

亜希子 フレー、フレー、き・た・み！ 

３人 え？ 

亜希子 フレッ、フレッ、北見！フレッ、フレッ、北見！（だんだん他の３人も加わっ

てくる）フレッ、フレッ、北見！フレッ、フレッ、北見！ 

実咲 フレー、フレー、み・ん・な！ 

全員 フレッ、フレッ、みんな！フレッ、フレッ、みんな！フレッ、フレッ、みんな！

フレッ、フレッ、みんな！ 

全員 押忍！ 

 

 太鼓の三三七拍子が鳴り響く中、幕。 

 

 


