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入学間も無く、元号が「平成」から「令和」に
変わり、記憶に残る中学校生活がスタートしまし
た。２年生・３年生は、新型コロナウィルス感染
症対策で様々な自粛を強いられた学校生活でした
が、それらを克服し卒業の日まで頑張って来まし
た。「卒業にあたり」３年生の感想を掲載します。

校長講話で１番印象に残っているのは、津波や
不審者が来た時に話して下さった「正常化の偏見」
です。これ位で良いだろう。これだけすれば充分
だろうという甘い考えは、いつか想定以上の事が
来た時には遅いという事です。常に想定以上の事
を予想し、訓練でも本番だと思いながら一生懸命
に取り組むことができました。これからも頑張り
ます。 ３年１組 安里望音

校長講話で最も印象に残っているのは「ひとつか
みの砂金」についてのお話です。たくさん勉強し
て大人になって忘れてしまっても、その後に残る
ひとつかみの砂金とは「たくさん努力した経験」
だと思います。この３年間、様々な行事も大変な
こともありました。その中で、仲間と協力しあい
ながら卒業まで過ごしてきました。３年間を振り
返って、入学した時から今まで、あっという間だ
ったという思いが１番強いです。中学３年間で学
んだ事や経験した事を次のステージで活かせるよ
う、これからも努力を重ねて、大人になった時に
「ひとつかみの砂金」と思えるような生き方をし
ていきたいです。 ３年１組 新垣ひいろ

校長講話での思い出は、SDG ｓです。３年間を
振り返っては、学校にお世話になりましたね。３
年間という時間は、長いようで長かったですね。
卒業は悲しいけど、後ろに翼をはやして飛びます。

３年１組 宇根衣玲葉

私は、校長講話を通して、SDGs の存在を知り、
意識することができました。これからも、17 の目
標を達成できるように行動していきます。私は、
３年間、西中の生徒として充実した学校生活を送
ることができました。今のメンバーと離れるのは
寂しいけど、それぞれの将来の夢に向かって別々
の高校で頑張っていきましょう。

３年１組 大城明日美

３年間の校長講話で印象に残っているの SDGs
の取り組みについて紹介していたことで、皆が知
っている大企業なども SDGs の達成に向けて取り
組んでいたので、自分も小さな事でも取り組みた
いなと思いました。高校に行っても校長先生の言
っていたことを忘れずに、威風堂々と頑張ってい
きたいです。 ３年１組 大城蕉真

校長講話で１番印象に残っていることは、SDGs
です。校長講話の全てが胸に響きました。１年生
～３年生までの時間は、長かったけど短く感じま

した。３年間、西中学校で皆と学べて楽しかった
です。 ３年１組 我那覇羅斐斗

校長講話で印象に残っていることは、SDGsと「正
常化の偏見」です。中学校に上がって「SDGs」と
いう言葉を初めて聞きました。そこから３年間、
SDGs の意味や何のためにあるのかなど、たくさん
知ったことや分かったことがありました。「正常
化の偏見」は、今までの正常である日常が、それ
だけでないことを考えながら行動するということ
を知りました。この２つを日頃から意識していき
たいです。 ３年１組 喜久里紋音

３年間を振り返って、自分は「意識」が変わり
「何事にも挑戦する心」を養うことができたと思
う。駅伝にも挑戦して、結果は良くなかったけど
楽しく走ることができたと思う。色々な思い出が
できてすごく楽しかった。これを高校でも生かし
ていきたい。また、卒業式で先生たちに感謝を伝
えるように頑張ります。 ３年１組 久手堅結人

今年は、SDGs に関わりがある講話が多かったと
思います。特に印象に残っているのは、自分の関
わりのある人、３人のお話でした。「確かにそう
だなぁ～」と納得できたので印象に残っておりま
した。校長先生が僕たち１人１人に SDGs の本を
くれて、嬉しかったです。３年間ありがとうござ
いました。 ３年１組 國吉律希

校長先生の話で、１番好きなのは「SDGs」です。
なぜなら私は、SDGs が大好きで校長先生と同じよ
うな考えを持っていて、話を聞いて楽しいからで
す。先生のおかげで「正常化の偏見」を意識して
生活することができました。ありがとうございま
した。 ３年１組 田中瑠羽偉

私は、校長先生の話は全て良い話と思っていま
す。あと３年間はあっという間でした。

３年１組 仲宗根愛音

校長講話で印象に残っているのは、SDGsです。
３年を振り返って色々なことがあったけど、その
中で楽しかったのは修学旅行であす。なぜかとい
うと、コロナ禍の中の旅行なので逆に楽しかった
です。 ３年１組 中村 颯輝
私は、この３年間、勉強や部活を頑張ってきま

した。勉強面では、私の苦手な英語や数学を頑張
り、部活動では、休まずに行けたことです。高校
に行っても自ら行動できるよう心がけたいです。

３年１組 仲地真桜

私が校長講話で印象に残っているのは、SDGs に
関するものです。今の世界での状態や問題を知れ
るのが新鮮で楽しかったです。３年間を振り返っ
てみて、コロナに振り回される日々でしたが、そ
の中でも自分達ができることをして楽しむことが
できました。高校では、中学校での経験を活かし
更に勉強に力を入れて頑張りたいです。

３年１組 又吉乃亜



１番印象に残っているのは、校長室から持って
きて下さる紙です。あれを見るとどんな言葉でも
心に残りました。その中でも憶えているのは、「正
常化の偏見」という言葉です。この言葉から私が
連想したことは「それは出来て当たり前でしょ」
という言葉です。私はこの言葉を知ってから、何
事も何時でもある当たり前ではないし、１つ１つ
の事がすごいと思えるようになりました。

３年１組 吉濱瑠華

中学校３年間、本当にあっという間だったなと
感じました。義務教育が終わる日が近づくにつれ、
寂しさとたくさんの人に守られていたんだなと強
く感じます。関わってくれた全ての人に、ありが
とうを伝えたいです。 ３年１組 宮本まひる

私が、校長講話で印象に残っているのは、避難
訓練の時の「正常の偏見」です。この言葉を聞い
て訓練でもしっかりとやっていくことの大切さを
改めて感じました。また、校長講話で SDGs を取
り上げてくれて、今まで分からなかったことや、
１つ１つの意見を知ることができて、毎回ために
なりました。日頃から意識して生活していきたい
です。 ３年１組 渡慶次伶来

私は、校長先生の講話を通して、SDGs に付いて
知り、興味を持つことができました。世界的な課
題である SDGs は、高校へ進学しても意識してい
く必要があると思います。なので、校長先生のお
話で学んだ事を忘れずに、これからも世界へと目
を向けて生活していきたいです。

３年１組 古見友音

校長講話では、SDGs の大切さや活動内容を深く
知ることができました。この３年間、学校生活や
部活動を通して、たくさん学んだ事もあったし、
とても楽しかったです。また、コロナの影響で学
校行事のほとんどが中止になった中、運動会がで
きて良かったと思います。高校でも頑張りたいと
思います。 ３年１組 安里そあら

僕が３年間振り返って、色んな事を頑張ったと
思います。学級役員と修学旅行です。３年の２学
期の役員は、とても責任が重く慎重に仕事をしま
した。時には失敗もありましたが、それを反省し
て上手に仕事をこなすことができました。修学旅
行は、入浴係を頑張りました。すごく思い出に残
る３年間でした。 ３年１組 野村珀

入学したときは、身長も小さくて、制服も少し
ボカボカだったけど、今の自分を見ると、身長も
伸び、制服もなじんでいて、３年間で成長したん
だと実感しました。部活を３年間継続して、キツ
イ駅伝練習にも取り組んで、受験に向け勉強した
りと、楽しいことや辛い事が沢山あった３年間で
した。今まで、ずっと一緒だった友達と離れるの
はすごく寂しいです。高校ではもっと頑張ります。

３年１組 安里琉衣夢

校長講話で印象に残っているのことは、SDGs17
の目標です。特に校長先生の口からは SDGs につ
いてよく話をしていたので、とても印象に残って
います。又、最近、世間ではよく「SDGs」につい
て話を聞くので、僕も「持続可能な社会」につい
て考え、レジ袋をなるべくもらわないなどして社
会に貢献していけるようにしたい。

３年１組 比嘉輝

私は、SDGs のことを知ったのは、多分３年生だ
ったと思います。SDGs は 17 の目標があることを
知ることができて良かったです。３年間ありがと

うございました。 ３年１組 當間勝希

３年間で自分は筋肉と心の広さが成長したと思
います。３年間で１番印象に残っている事は、修
学旅行ではなく、イスを壊して自分たちで直した
ことです。理由は、めっちゃ時間もかかったし、
一瞬の事でここまで損するんだなと学んだからで
す。卒業したら全力で働こうと思います。

３年１組 盛小根知貴

１年半、西中にいて楽しく学校生活を送ること
ができました。校長講話で印象に残っていること
は SDGs です。初めて SDGs に触れたので良かった
です。１番心に残っている思い出は、ジュニア陸
上です。リレーで初めて沖縄県６位を出せたから
です。 ３年１組 屋部樹希也

これまで、沢山の人に迷惑をかけてきましたが、
その分沢山の思い出ができました。高校に入学し
ても頑張りたいです。とても充実した楽しい３年
間でした。ありがとう！！西中学校！！

３年１組 久手堅 莉稀

校長先生の講話では、SDGs が１番印象に残って
います。今では、テレビで当たり前に話されてい
ますが、それよりも先に教えてくれたことで役に
立ったと思います。ありがとうございました。

３年１組 國吉朝陽

私が印象に残っている校長講話は、SDGs の話で
す。私は、校長先生が SDGs の話をして毎回 SDGs
に貢献したいと思っていました。高校になっても
SDGs を続けたいと思います。SDGs 達成するため
自分に何ができるか考えて行動したいです。

３年１組 安里将

私は、３年間、めっちゃ短いと思います。大変
なことも多くありました。けど、どれも思い出と
なり、大変なことも今では恋しいです。思い出を
作ってくれた西中に感謝を伝えたいです。
ありがとー！！ 西中！！ ３年１組 副島晴

SDGs のことについて知りました。また、その事
について心がけようと思いました。あと、レッド
リボンのことについても知りました。

３年１組 本永飛勇駕

私は、校長講話で「正常化の偏見」という言葉
が印象に残りました。私自身「いつもやっている
ことだから」と手を抜いてしまう場面が３年間で
何回もあったので、高校では、この言葉を忘れず
に頑張りたいと思いました。何事においても慣れ
ることは大事ですが、時にそれが命取りとなるこ
ともあります。初心に返って考えることと、これ
からはより大事にしていきたいです。

３年１組 内間莉麗

３年間お世話になりました。校長講話が聞けな
くなるのは少し寂しいなと感じます。ですが、高
校でも頑張っていけるようにします。本当にあり
がとうございました。 ３年１組 比嘉るら

私は、この３年間で先生方とクラスメイトとの
思い出を沢山作ることもでき、色々な先生方にお
世話になりました。私は、校長先生が言っていた
ように前だけを見て生きていけるようになります。
今までありがとうございました。

３年１組 国吉美優




