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卒業を前に、３年生が中学校生活を振り返り、
想いを綴ってくれました。中学校３年間をどの
様に感じたのでしょうか。

３年間の中学校生活は、とても充実して楽
しかったです。初めての部活動や合唱コンク
ールなどがありました。特に、部活動では、
練習がキツい時もありましたが、一生懸命頑
張ることができました。チームワークを高め、
色々な思い出も作ることができ、とても楽し
い中学校生活でした。 ３年１組 山里心菜

中学生を振り返って、３年間たくさんのこ
とがあり、楽しむことができて良かったです。
特に部活動は３年間続けられ、みんなで協力
して練習したりと、たくさんの思い出を作る
ことができました。これからも、中学校３年
間を大切にし頑張っていきたいです。

３年１組 仲宗根百花

中学生活を振り返って、長いようでとても
短い３年間だったということを１番強く感じ
ました。その中で、色々な知識を得たり、た
くさんの人と出会うことができて、とても良
かったです。嬉しいことや悲しいことも含め
て 14 期生みんなで西中で過ごすことができ
て、とても嬉しいです。高校でも中学校での
経験を生かして頑張りたいです。

３年１組 阿部美楽

中学校生活を振り返って、私が１番楽しか
ったことは修学旅行です。他の地域のことを
知ることができました。また、３年間で成長
したと思うことは、人の気持ちを考えて行動
できるようになったことです。

３年１組 久手堅華音

部活動で仲間を思いやる大切さを学ぶこと
ができました。とても楽しかったです。ファ
シリテーションでみんなの意見を受け入れる
ことが大切と思いました。３年間の授業はと
ても楽しかったです。 ３年１組 山里藍玲

中学校生活で楽しかったことは、３年生皆
で３年間中学校生活を送れたことです。皆毎
日笑って、とても楽しかった。嬉しかったこ
とは陸上です。なぜなら、２年生の時には、
初めてリレーメンバーに入り、地区陸上に出
られたからです。 ３年１組 仲道渚亜

中学校生活３年間に、色々なことがあって
大変だったけど、そんな大変な時に、先生方
が対応してくれたおかげで今があるんだと思
っています。この３年間は長いようで、とて
も短かったけど、そんな中でもたくさんお言
い思い出が作れたのはとても良いことなんだ
と思いました。 ３年１組 与那嶺遙愛

私が、中学校生活で楽しかったことは、印
象に残っていることは部活です。１年生の時
から、メンバーが良く変わっていたり、人数
が少なかったり、下級生が居なかったりと、
様々な困難がありました。でも、７人という
少ないメンバーと乗り越えることができたこ
とが、とても印象に残っています。また、勉
強面や生活面で沢山お世話になった先生方や
保護者に感謝したいです。

３年１組 親川真鈴

中学校生活を振り返って、色々な行事を頑
張ることができた。部活動なども頑張ること
ができた。 ３年１組 東江玲皇

中学校生活を振り返って、西中で過ごした
中学校生活は、自分にとって、とても良いも
のだと思います。勉強でも部活でも、しっか
り頑張れたと思います。高校では、もっと全
力で何事にも取り組みたいです。

３年１組 當間裕太

この中学校で３年間過ごしてきて、色々な
人に出会えて、仲の良い友達もできて、また、
先生方にもお世話になりました。３年１組で
楽しい思い出を沢山作ることができて良かっ
たです。学んだことも沢山あります。もうす
ぐ高校生になりますが、中学校での３年間を
思い出して頑張っていきたいです。

３年１組 国吉愛依華

中学校生活を振り返って、部活が１番楽し
かったです。部活では、みんなで目標を立て
て野球ができたので良かったです。

３年１組 安村強

中学校生活を振り返って、色々な行事があ
り、とても楽しい日々でした。小学校よりも
あっという間に過ぎたような感じがしまし
た。小学校より「生徒中心」という働きかけ
が多く、特に運動会では主に生徒で運営した
ことが心に残っています。３年間は、あっと
いう間でしたが、沢山の思い出を残すことが
できたので良かったです。

３年１組 酒井謙吾

３年間は、あっという間でした。修学旅行
や職場体験が１番印象に残っています。大変
だったのは、３年生の時です。行事でも後輩
を引っ張っていかなくてはいけないし、受検
があるので、勉強をしないといけないなど、
とても大変でした。中学校生活で学んだこと
を高校生活に生かし、高校でも楽しみたいで
す。 ３年１組 宮原琉青

３年間を振り返って、心身ともに成長でき
たと思います。１度部活で挫折して沢山の人
に迷惑をかけてしまったけれど、無事復帰す
ることができたので良かったです。中学校で
の生活は、新しいことが沢山あり、とても楽
しかったです。 ３年１組 國吉美琉



中学校生活を終えて、上下関係や挨拶の仕
方について学ぶことができました。中学校生
活で１番思い出に残っていることは、修学旅
行と運動会です。初めて皆で関西に行って、
沢山の文化や歴史に触れることができまし
た。また、運動会を通してクラスの団結力が
深まって良かったです。高校生になっても、
中学校生活で学んだことを活かせるように頑
張りたいです。３年間ありがとうございまし
た。 ３年１組 大田のりか

中学校生活を振り返って、１年生の時は合
唱コンクールがとても印象に残りました。初
めてだったので男女でケンカしたりしたけど
楽しく歌ったことを覚えています。２年生で
は、修学旅行があり、他県に行って色々なお
寺にや店などに行ってとても楽しかったで
す。３年生の時は、あまり行事はなかったけ
ど、中学校最後の運動会は、とても楽しくで
きました。 ３年１組 仲原萌華

あっという間に卒業するので、少し寂しい
と思っているけど、とても楽しい日々を過ご
すことができたと思います。中学校生活で大
変な事、嬉しかった事も沢山あったけど、良
い思い出になりました。また、充実した生活
を送ることができたと思います。高校でも頑
張りたいです。 ３年１組 山城美咲

中学校では、色々なことをやって、とても
良い３年間でした。自分の中に分からないこ
とがいっぱい、分かるものがいっぱい入って
きて、とても良い中学校生活でした。とても
良かったし、楽しかったです。

３年１組 真栄田和斗

部活とかで仲間を思いやる大切さや、時間
の大切さが分かりました。ファシリテーショ
ンなど、授業も楽しかったです。

３年１組 仲村陵哉

私は、中学校３年間を通して、多くのこと
を学び、経験しました。中学校に入学して初
めて定期テストがあり、毎日、仲間と切磋琢
磨して勉強に励みました。部活動では、自分
のスキルを向上するため毎日欠かさず練習
し、先輩との上下関係や団体行動の基礎を学
びました。生徒会活動では、生徒会長として
常に生徒の模範となって行動し、学校運営に
携わりました。３年間学んだことを高校生活
に生かし、有意義な生活を送りたいです。

３年２組 糸数逸晴

私は、中学生活を振り返って、本当に楽し
かったです。皆ともっと沢山思い出を作りた
かったなという後悔もあります。運動会や修
学旅行など楽しい思い出がいっぱいです。３
年生になってから、コロナの影響で色々な行
事がなくなったり、変わったりしました。そ
の中で、運動会は本当に自分の１番の思い出
です。雨の中、皆が楽しそうに走っていたの
が本当に印象に残っています。３年間本当に
楽しかったです。 ３年２組 宇江城潤

１年生は、３年生にビクビクしながら部活
や学校生活を送り。２年生は、大きな学校行
事、修学旅行を思い切り楽しんだ。３年生は、
最上級生として、１・２年生を支え、受検に
向けて勉強した。 ３年２組 上間陽音

中学校生活を振り返ってみて、１年生の時
は、初めてが沢山あり学ぶことの楽しさを知
れた。２年生の時は、大きな行事で仲間との
絆が深くなった。そして、最後の３年生なり、
全ての行事が最後になり、私は後悔なく楽し
むことができました。３年間、先生方や保護
者の支えがあり、分もここまで成長すること
ができました。私達を支えてくれた方々に感
謝の気持ちを持ち、これから頑張っていきた
いです。３年間とても楽しかったです。あり
がとうございます。 ３年２組 大城未喜佳

私は、中学校生活を振り返って、部活動で
は３年間、楽しみながらできたので良かった
です。また、学校生活では、今年はありませ
んでしたが、合唱コンクール、運動会と学年
で仲を深めることができたのでとてもいい思
い出になりました。最後に受検はチーム戦な
ので、受検生全員合格を目指して頑張ってい
きたいです。３年間ありがとうございました。

３年２組 大田瑞希

中学校生活を振り返って、中学校のときは、
ほぼやらかすことが多かったけど、皆と沢山
思い出を作ることができました。特に、３年
生では、陸上に力を入れ、目標にしていた県
の大会で入賞することが叶って良かったで
す。 ３年２組 金城楓樹

私は、中学校生活３年間を振り返って、様
々なことを学んできました。入学した頃は、
他校の人と仲良くできるか、勉強についてい
けるか不安が沢山ありました。でも学校の行
事などをしていく中で、学年の絆が生まれた
り、勉強の仕方などを教え合い、楽しくて素
晴らしい中学校生活を送ることができまし
た。 ３年２組 國吉久美子

コロナウィルス感染症対策で始まった中学
３年生は、思ってたより楽しい１年になった
と思います。コロナの影響で、行われるか分
からなかった運動会もできたし楽しかったで
す。 12 月からは、受検意識に変わっていく
中、私は遊んでました。連携入試は残念でし
た。一般入試は頑張りました。１年間の経験
と高校生活に生かしていきたいです。

３年２組 國吉悠矢

中学校３年間を振り返って１番心に残って
いるのは、修学旅行です。沖縄とは環境も全
て違う所で、３泊４日友達と過ごして、とて
も楽しかったです。また、運動会や合唱コン
クールなど、沢山のイベントができ、とても
楽しかったです。部活動でも、２年半辛い練
習も仲間と一緒に乗り越え、最高の思い出を
作ることができました。とても楽しい３年間
でした。 ３年２組 小橋川玲音

１年生の時に、出来なかったことが出来る
ようになり、良い結果が出せなかったのが出
せるようになりました。それも、先生方のお
かげなので、とても感謝しています。中学校
生活も残りわずかですが、高校生になっても
目標をしっかり持って高校生活を過ごしたい
です。 ３年２組 佐々木友羽

この中学校３年間を振り返ってみて、１年
生の頃は、はじめての行事や、はじめてやる
ことが多く心配することも多くあったけど、
２年生・３年生と学年が上がるにつれて自分
で出来ることも増え、楽しい３年間でした。

３年２組 田場仁那



小学校から中学校に入学して、今まで３名
だったクラスが一気に増え、環境も大きく変
わり、これからの３年間、上手くやっていけ
るのか最初は不安でした。中学校は、小学校
とは様々なことが違って、慣れるまでが大変
でしたが、先生方や友人のお陰で、とても楽
しく充実した３年間になりました。

３年２組 玉城ナツ

この３年間で勉強面や生活面、様々な面で
成長することができたと思います。部活動な
どを通して、仲間との絆も深まり、高校進学
という目標に向かって学ぶ事ができました。
中学校生活の中で、友達や家族、先生方や先
輩方から多くのことを学びました。このこと
を忘れずに、これからも夢に向かって頑張り
たいと思います。 ３年２組 長浜麗琉

中学校生活を振り返って、私が１番思い出
に残っているのは、修学旅行と運動会です。
修学旅行では、班の皆と知らない場所を散策
し、達成感があったので思い出に残っていま
す。運動会では、学年ダンスを一から作り、
とても大変でしたが楽しかったです。中学校
生活３年間は、あっという間でしたが、とて
も楽しい３年間になりました。

３年２組 中原未衣菜

中学校初日の入学式は、とても緊張してい
ました。最初は不安しかなかったけど、友達
が話しかけてきて、不安が消え中学校生活が
楽しかったです。２・３年生になっていくと、
勉強が難しくなり、３年は将来の第一歩の受
検があります。受検まであっという間でした。
この３年間は、とても楽しくて良い思い出に
この３年間は、とても楽しくて良い思い出に
なりました。 ３年２組 仲原結華

自分は１年からずっと怒られていたけど、
３年生に近づくと、ちょっと大人っぽくなっ
て、３年生になったら大人しくなっていて、
自分はとても成長していると分かりました。

３年２組 中村一輝

中学校を振り返って、一番印象に残ってい
ることは、最後の運動会です。コロナの中で
成功させることができたからです。また、受
検に向けて、たくさん勉強して合格すること
ができたので、とても良かったと思った。

３年２組 浜田真妃

僕は、中学校生活３年間を振り返って、１
年生の時は合唱コンクールの練習でケンカし
たことが、２年生の時は修学旅行で沢山の思
い出を作ったこと、３年生では全ての行事が
最後ということを意識し、全力で楽しむこと
を頑張りました。 ３年２組 保久村颯也

僕が中学校生活を振り返って思ったこと
は、２年生から３年生へ上がる時、学校の顔
なんだと言うことを一人一人が自覚しないと
恥ずかしいと思いました。理由は、２年生の
頃までやっていた事をやると、まわりからそ
ういう印象を持たれるからです。

３年２組 前兼久勝己

３年間の中学校生活を振り返って色々な事
に挑戦して沢山成長することができ、良い３
年間だったと思います。資格取得のために沢
山勉強したり、生徒会活動に参加したり等、
小学校ではやった事のないものが沢山あって

大変だあんと思うことはあったけど、沢山の
思い出を作り、学ぶ事ができたので、これを
高校でも活かせるようにしたいです。３年間
ありがとうございました。

３年２組 眞境名姫愛

私が中学校生活３年間を通して学んだ事は
沢山あります。まず、勉強です。小学校の頃
とは比べものにならないくらい中学校の勉強
は難しく、テストの点数は取りづらかったで
す。しかし、諦めずに勉強をしたので３年間
学ぶ事が楽しかったです。また、部活では、
礼儀やスポーツの楽しさ、集団行動のルール
やマナーについて学びました。高校に進学し
ても、勉強や部活を両立させて頑張りたいで
す。 ３年２組 宮良友菜

中学校生活を振り返って、１年生の時は初
めてのことが多く、色々な事について知るこ
とができました。２年生の頃は、大きな行事
でもある修学旅行での準備や部活を引っ張っ
て行くなど、責任をもつことができました。
３年生では、最上級生として後輩のお手本と
なれれたと思います。また、沢山の行事を皆
で楽しむ事ができました。

３年２組 本永姫亜来

教職員から卒業生へ

大切な家族と素晴らしい先生方に支えられ、
そして、最高の仲間と過ごした中学３年間はど
うでしたか。今はまだ実感しないと思いますが、
この久米島西中学校で過ごした日々は一生の財
産となるでしょう。令和という新しい時代を引
っ張っていく世代として、どんな困難にも屈す
ることなく粘り強く立ち向かえる人になってく
ださい。 ”Good luck,our greatest students!”

３年２組担任 英語 亀川基雅

Watch your thoughts,for they become words.
Watch your words,for they become actions.
Watch your actions,for they become habits.
Watch your habits,for they become character.
Watch your character,for they become your destiny.
「考えは言葉となり、言葉は行動となり、
行動は習慣となり、習慣は人格となり、
人格は運命となる」マーガレット・サッチャー

３年３組担任 社会 高良憲太

久米島西中学校 14 期生の皆さん、卒業おめ
でとうございます。２年間の中で共有すること
ができた、『運動会、地区陸上、地区駅伝、体
育の授業、日頃の何気ない会話』全てが思い出
です。義務養育を卒業した皆さんには、これか
ら自己責任を伴うことが増えたり自分自身で決
定しなければならないことと多く対峙すること
になると思います。そん時は、大きく深呼吸を
して、中学校・小学校で学んだことを思い出し
て、思い切って選択して下さい。あなた達は、
久米島西中学校の卒業生です！「pride of 西中」
を忘れずに、威風堂々とこれからの人生を楽し
んで下さい！これからの皆さんの活躍を心より
祈っております！そして、皆さんのこれからの
成長が楽しみでなりません！！最後に皆さんに
贈る言葉です。『誰にも流されない強い心(信
念：ポリシー)を持ちましょう！！自分を信じ
ることで、自ずと道は拓ける！！！今からあな
たたちは何でもできる！！！』何があってもぶ
れない強い心を持ち続けよう！！！！卒業おめ
でとうございます！！！！！

１年副担任 保体 /技術 手登根良太



昨年度から家庭科の時間を通して皆さんと
関わってきましたが、とても個性豊かで、色々
な意見が出る楽しい授業だったと思います。縫
い物実習の時間も、縫い方に一人一人の違いが
出ていたりと、一緒にやっていてとても面白か
ったです。これから様々な世界で活躍するであ
ろう皆さん、中学校で作ったモノも思い出も大
切に大きく羽ばたいて下さい。

１年１組担任 国語 /家庭科 金城沙矢花

卒業おめでとうございます。３年間の中学校
生活はどうでしたか？楽しいこと、悔しいこと
色々な思い出があると思います。終わってみる
とどれも懐かしく感じるのではないでしょう
か。高校に行ったら、今より出来る事もたくさ
ん増え、更に色々な思い出が作られると思いま
す。高校生活を楽しんで下さい。

１年２組担任 数学 大城育美

卒業おめでとうございます。中学校３年間
の学校生活はどうでしたか？あなた達と行った
修学旅行がつい最近のように感じるくらい、ラ
スト１年は早かったですね。卒業後は、それぞ
れの目標に向かって、まっすぐに進んで行って
下さい。いつも応援しています。

２年副担任 音楽 /美術 高里彩花

卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございま
す。義務教育の９年間、本当にお疲れ様でした。
心から祝福の言葉を贈ります。「会者定離」の
言葉のように別れは必ず来ます。寂しくなりま
すが、これからの活躍に期待しています。
『世界へ羽ばたけ』西中生！！ Step forward!

２年１組担任 英語 普久原朝英

ご卒業おめでとうございます。
入学してからの３年間は、あっという間でした
ね。部活動や勉強など、色々な思い出が詰まっ
た３年間だったと思います。これからは、それ
ぞれが選んだ道に進みますが、叶えたい夢に近
づくように頑張って下さい。応援しています。

図書館司書 嘉陽田成子

卒業おめでとう 新たな旅立ちへ向かって
踏み出す一歩が 輝く未来であることを

特別支援教育支援員 山里唱子

卒業おめでとうございます。
皆さんは、久米島西中学校を卒業しますが、４
月からは新たな環境への「旅立ち」でもありま
す。希望に胸膨らませていると思います。時に
辛い場面や悲しい場面に向き合うことが訪れる
と思いますが、力強く乗り越えて下さい。これ
からは、卒業生として後輩を見守り応援してく
れることを期待します。

特別支援教育支援員 赤嶺香織

３年生の皆さん、ご卒業おめでとうございま
す。皆さんとは、ほとんど関わることはありま
せんでしたが、常に先頭に立って１・２年生を
引っ張っていく姿、とても頼もしく思っていま
した。これからの皆さんの活躍を期待していま
す。 特別支援教育支援員 譜久里良一

３年生の皆さん、卒業おめでとうございます。
久米島西中学校で過ごした時間を振り返ってみ
て、今、どの様に感じていますか？卒業後は、
それぞれの道に進みますが、どこにいても興味
を持ったことを逃がさず、真剣に取り組んで、
どんどん自分の人生を開拓していってくださ
い。応援しています！

学校事務 石川歩実

Congratu lation! I hope you enjoyed junior high
school. I think English class was very fun. When I came
to Kumejima,you were first year students. Time passes
so quickly! I hope that you enjoy high school,and
continue to study hard.Thank you for teaching me
Japanese. Do your best.

ALT MCCARN HARRISON

３年生の皆さん、ご卒業おめでとうございま
す。４月からは、新しいそれぞれの道が待って
いると思いますが、困わず進んで下さい。そし
て楽しんで下さい、自らの選択を。順子先生は
４月から球美中に移動します。私も新しい職場
で新しい人間関係の中で頑張ります。
”There is a role for every color.”
「全ての人には個性の美しさがある」自分に自
信を持って Go ahead!!

学習支援員 戸ヶ里順子

西中３年生の皆さん、ご卒業おめでとうござ
います !!一緒に過ごした一年間、とても楽しく、
皆さんに会えるのが嬉しくて学校に行っていま
した。まなびやで”初めて”の経験をできたで
しょうか？高校へ行ったり、就職したりして、
たくさんの”初めて”と出会うと思います。そ
んな時、ちょっとしたことに楽しみを見つけ、
一歩を踏み込んで得みてください。新しい世界
が開けていくはずです！ Bon voyage!!

学習支援員 鳥谷部愛

３年生の皆さん、卒業おめでとうございます。
入学時の幼い小さかった皆さんを想い出し、リ
ハーサルの時は思わず涙が出てしまいました。
一緒に卒業だね。でも、皆さんはこれからスタ
ート。自分の目標に向かって、挫けず諦めず進
んでいくことを心から願います。少し大人にな
ったあなた達に会える日を楽しみにしていま
す。 養護教諭 谷川選子

14 期生の皆さん、卒業おめでとうございま
す。久米島西中学校を卒業し、新しい道へ進む
皆さん、自分自身を大事にできる、まわりの人
達を大切にできる人になって下さい。そうする
ことで、進む道は素晴らしい道へ開けるはずで
す。14 期生の皆さん、頑張って下さい。

教頭 眞境名君代

養護教諭 谷川選子先生 卒業式
３月５日(金)卒業式リハーサルを終え、生徒

たちが谷川選子先生の卒業式を企画してくれま
した。暖かな雰囲気の中で心温まる時間でした。




