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 宜野座中学校69期生のみなさん、卒業おめでとうございます。社会に

出る人もいれば、進学する人もいます。それぞれの人生をこれから歩ん

でいくことになりますが、とりあえず義務で行われてきた教育は卒業と同

時に終了です。自分自身で選択し、行動をすることができるとともに、そ

の行動には「責任」が必ずついてきます。誰かに言われて決めた道では

なく、自分でしっかり考え、今できることを最大限に活かし、一歩ずつ、将

来の幸せのために歩んで下さい。大丈夫です。中学校で学んだ全てのこ

とは、みなさんの将来を決める、一つ一つの選択に必ず役に立つはずで

す。 

 最後に、日直新聞で一番よく使った言葉を贈ります。 

 「がんばっていきましょう！！」 

3年1組 担任 崎原武 

3年間楽しい、とても充実した学校生

活だった。高校生になっても頑張りた

いと思います。 

3年1組1番 仲松 大介 

この3年間で、本当に多くの事を学

び、大切なものも得ることができ、

人として大きく成長できました。これ

からも将来の夢に向けて頑張って

いきたいと思います。 

3年1組2番 宮城 春希 

中学校で経験したことを、今後

生かしていきたい。そして、何事

にも挑戦するようにしたい。 

3年1組3番 高島 裕弥 

運動会が思い出に残っていま

す。練習から皆で頑張ったので

大成功でした。高校へ行ったら、

頭も良くなって、野球も頑張りま

す。 

3年1組4番 大城 道斗 ３年間で１番楽しかったことは試合

前のバス移動と部活動の栄養会な

どが楽しかったです。仁先生との付

き合いは長かったけどおもしろかっ

たです。ありがとうございました。 

３年１組７番 宮城 葉月 

自分の今後の抱負は、高校に入学

して、そこから努力したいと思う。 

3年1組8番 渡嘉敷 壇 

私の中学校の思い出は、修学旅

行で、全員で京都や大阪、 奈良

などをまわれて本当に楽しかった

です。今後、球陽に行って勉強部

活、悔いのないように頑張って、

楽しい学校生活にしたいと思う。

三年間ありがとうございます。 

3年1組9番 幸喜 和夢 

この三年間楽しかったです。楽

しい中学校生活も、もう終わり

ました。今までありがとうござい

ました。 

3年1組10番 新里 章哉 

僕は濃い三年間で、とても楽し

かったです。卒業しても、周りの

方々への感謝の気持ちを忘れず

頑張っていきたいです。 

3年1組11番 新里 健人 

中学校3年間の一番の思い出は

修学旅行です。修学旅行は関西

に行って楽しかった。高校生活は、

入学してから楽しみたいです。 

3年1組12番 知念 龍之介 

3年間の1番の思い出は、修学

旅行です。みんなで関西の文

化に触れて楽しかったです。 

そして、修学旅行に行けたのは

先生方と家族の協力があった

からなので感謝しています。 

3年1組13番 新垣 颯麻 

一番の思い出は、このクラスやこの

学年で遊んだりしたのが1番の思い

出です。先生方には、勉強面や進

路について、いろいろ迷惑にはなり

ましたが、本当に感謝しています。 

3年1組14番 金城 優太 

友達、家族、先生方、３年間ありが

とうございました。高校では中学校

で学んだことを生かして、大学に向

けて頑張りたいと思います。 

３年１組１６番 仲間 拓人 

この宜野座中学校では義務教

育最後にふさわしく、毎日がと

ても楽しい学校生活が送れた。

ありがとう、宜中。 

３年１組１５番 比嘉 風優希 

1番の思い出は修学旅行です。修

学旅行では京都や奈良に行きまし

た。特に一番楽しかった思い出は

USJに行ったことです。USJではいろ

いろなアトラクションがありとても楽

しかったです。いろいろ楽しい思い

出ができて良かったです。 

３年１組１７番 島袋竜綺 

１番の思い出は、修学旅行、バス

ケットボールのジュニアオールス

ターなどです。高校では、大いに成

長できるように頑張ります。 

３年１組１８番 下地 海斗 

いろんなことがあった３年間、い

ろんなことを学べたと思います。

感謝の気持ちを忘れず、これか

らもがんばっていきたいと思い

ます。 

３年１組１９番 比嘉 航洋 

３年間けんかもいっぱいしたけ

ど、とっても楽しくすごすことが

できました。よかったです。 

３年１組２０番 比嘉 章登 

自分が一番楽しかったのは合唱コン

クールです。恥ずかしい気持ちで足が

震えていたけど、、、やる気・元気・俺

れんきぃ～と叫びました。しけるかと

思ったけどみんなが爆笑してくれてとて

も最高でした。69期生のみんなたくさん

の思い出をありがとう！自分を生んでく

れたお母さん、お父さんに感謝します。

今自分は、あこがれていたラップを歌っ

ているのでいつかステージに立てるよ

うに頑張ります。みんな！俺のラップ聞

きに来いよ！ 

3年1組21番 比嘉 蓮希 

あっという間の３年間だったけど楽

しい想い出でいっぱい。今まで関

わってきた方たちありがとうございま

した。  最高だった！ 

３年１組３３番 島袋 芽衣鈴 

三年間本当にありがとう！先

生方本当にお世話になりまし

た。そして６９期のみんなと一

緒に三年間過ごせて本当に楽

しかったです。 

３年１組３８番 伊藝 綾音 

楽しかったです。高校に行って、

もっと楽しんで充実した生活を

送れるようにしたいです。あり

がとうございました。 

３年１組３１番 山名 友里愛 

中学校生活は長いようで短くてあっ

という間で、楽しかったです。高校に

行ってもがんばりたいです。  

３年１組４２番 新里 菜友 

私の中学校生活で思い出に残っ

ていることは、３年があっという間

に過ぎていく事にびっくりした事

です。最初は３年間がどれくらい

早いのかわからなかったけど、

とっても早くてもっと勉強をしてい

れば良かったなと思いました。今

まで私に勉強を教えてくれた先

生方、ありがとうございました。将

来、養護教諭になりたいので勉

強を頑張りたいです。 

３年１組３２番 安里 綾夏 

１番の思い出は、全琉音楽祭に出

場できたことです。伴奏も大変だっ

たけど、とてもやりがいがあって楽し

かったです。ありがとうございました。 

３年１組３６番 翁長 真子 

１番の思い出は修学旅行です。６９

期みんなで楽しい思い出を作る事が

できました。３年間は充実していて

本当に楽しかったです！高校では

部活も勉強もがんばります!! 

３年１組４３番 稲嶺 晶 

今まで、お世話になった先生方あり

がとうございました。色々な行事が

あって楽しかったです。高校へ行っ

てもがんばります。 

３年１組３９番 上地 董加 

３年間の中学校生活で楽しかった

ことは、全部です。全部の行事を

みんなで協力できてとてもよかった

です。 

３年間ありがとうございました。 

３年１組３４番 諸見里 麻衣 

一番の思い出は運動会、合唱コン

クール、修学旅行です。行事ほと

んど楽しかったです。先生方、一年

間ありがとうございました。高校に

行っても頑張ります。 

3年１組35番 浦崎 留依 

３年間の中で１番楽しかった行事

は修学旅行です。先生方、ありが

とうございました。 

３年１組４１番 宮城 夢乃 

友達と３年間すごせて楽しかった

です。 

３年１組３７番 安富祖 優華 

宜野座中学校で3年間を通して、

社会で生きていく方法を教えて

くれてありがとうございました。 

3年1組6番 比嘉 航也 

この仲間と野球ができたことが一

番の思い出です。3年間ありがとう。 

３年１組５番 宮里 文也 
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 第69期、66名の皆さん、御卒業おめでとうございます。個性豊か

なメンバーが多く、楽しい思い出もたくさん作れたと思います。 

 自分の進むべき道を定め、自分の人生の花を咲かせられるよう、

精進して下さい。カッコイイ大人になったみなさんに逢えるのを楽し

みにしています。 

3年2組 担任 仲間咲子 

 

卒業おめでとう。 

宜野座中学校で過ごした３年間。いろいろな思い出があることで

しょう。わたしもあなたたちとがらまん学級で過ごした一年間は、忘

れられない大切な思い出です。頼りない担任を支えてくれてありが

とう。これからそれぞれの進路に向かって、力強く歩いて行って下

さい。あなたたちの未来が明るく輝かしいものになることを願って

います。 

がらまん学級 担任 神里友子・仲本章孝 

このメンバーで入学、卒業できて本当に

よかったです。高校に合格したら、宜中

の名に恥じないよう頑張りたいです。 

３年２組１番 大城拓巳  

私は、１，２年生と落ち着きがなく、先生方に指

導されることが多くありましたが、先生方の愛

のある指導のおかげで３学年になってからは

少しおちついて授業を受けることができ、有意

義な学校生活を送ることができました。感謝の

気持ちを忘れず、これからも部活動勉強に励

んでいきたいと思います。ありがとうございまし

た。 

３年２組４番 伊藝 王  

中学校生活で一番印象に残っていることは、

サッカー部に入ったことですサッカーの練習や

試合、全てが初めての事ばかりだったけど、楽

しかったです。高校でも頑張ります。 

３年２組３番 城間強太  

３年間、私達を支えて下さった先生方、

保護者方々、そして地域の皆さん、今ま

でありがとうございました。高校に進学し

たら、今度は私が皆さんを支える側とし

て頑張っていきたいと思います。 

３年２組５番 重田 司  

この三年間は、とても充実していま

した。先生方、三年間お世話になり、

ありがとうございます。もうすぐ受験

があるので応援よろしくお願いしま

す。 

３年２組２番 宮里真生 

ぼくの３年間の思い出は、友達と遊んだこ

とと、部活です。そして、お世話になった先

生方、３年間ありがとうございました。高校

行ってもがんばります。 

３年２組８番 親川風太  

３年間、いろいろなことがありましたが、

ありがとうございます。良かったこと、悪

かったこと、今ではどちらもいい思い出で

す。高校でもがんばります。ありがとうご

ざいます。 

３年２組７番 浦崎亮磨  

野球部のメンバー少しの間だったけど、

とても楽しかったです。高校受験頑張り

ますので、応援よろしくお願いします。 

３年２組１０番 安仁屋玖留斗  

私は、この学校の一番の思い出は部

活でした。それは友人と一緒に協力し

て対戦相手に勝つのがとても楽しかっ

たからです。だから、高校に行ったら部

活動入って頑張っていこうと思います。 

３年２組９番 嘉陽大地 

自分は、中学校ではバスケも勉強もあ

まりうまくできなかったので高校では文

武両道を目指し頑張りたいです。 

３年２組６番 浦崎隼多 

たのしかった 

３年２組１１番 新垣吏歩 

私の中学校生活の中で一番心に残ってい

るのは運動会です。３年生みんなで力を合

わせて校長杯を目指した事はとても楽し

かったです。 

３年２組１４番 大城拓夢  

３年間の思い出は、部活動でした。 

先生方３年間お疲れ様です。 

高校行っても頑張ります。 

３年２組１３番 徳本政史 

先生方、三年間ありがとうございました。高

校でもいい思い出ができるようにしたいで

す。 

３年２組１６番 渡嘉敷秋也 

2年生は来年受験なので後悔しないよう

に勉強しといたほうがいいです。3年間

色々なことがありましたが自分的には1番

2年が楽しかったし考えることがありまし

た。3年間ありがとう。 

３年２組１５番 小野寺遥士 

中学生活の中で一番の思い出は、陸上

の大会で表彰台にのぼれたことです。表

彰台にのぼれたのは、久田先生や屋良

コーチ、友達や後輩、保護者の方々の支

えがあったからだと思います。今後は、自

分の好きなことに挑戦していきたいと思う

ので、これからもよろしくお願いします。 

３年２組１７番 山本 佑  

宜野座中学校の先生方３年間お世話に

なりました。また支ええてくれた両親へこ

れからも苦労をかけると思いますが宜し

くお願いします。また高校では、部活と

勉強を両立させるので応援してください。 

３年２組１９番 狩俣圭吾 

宜野座中学校の先生方、３年１組、

２組の皆さん三年間ありがとうござ

いました。高校に入ったら苦手な教

科を克服し部活も楽しみ、大学進

学に向けて勉強を頑張りたいと思

います。 

３年２組１８番 瑞慶覧 寿 

僕が３年間で一番印象に残っていることは、

合唱コンクールですいろんな事があり、大

変だったけど、クラスが一番頑張った行事

だからです。先生方や家族にたくさん迷惑

をかけたので、高校に行ったら何事もあき

らめず頑張っていきたいと思います。 

３年２組２０番 山城 優  

中学に入学して、出逢った仲間と過ごし

た時間全てが大切な想い出です。いつも

寄り添ってくれる家族、いつも救ってくれ

る大切な友人達、相談に乗ってくれた先

生、本当にありがとうございます！これか

ら、夢に向かって、自分で道を切り開いて、

前へ進みたいと思います。 

３年２組３１番 金城朱香  

１番思い出に残っているのは、修学旅行

です。友達と京都をまわったり、ＵＳＪに

行ったりして、とても楽しかったです。充

実した中学校生活でした。 

３年２組３２番 大城梨乃  

中学校３年生は、修学旅行が最高

に楽しかったです。関西は、ほぼ自

由時間みたいな感じだし、いろんな

コトが学べました。高校生になった

ら、勉強、部活、いろんな事を頑張

りたいです。 

３年２組３３番 宜野座優愛  

自分の１番の思い出は修学旅行です。 

先生方３年間ありがとうございました。 

高校でも後悔しないよう頑張りたいです。 

３年２組３４番 宮里真奈 

これまで支えてくれた家族にしっかりと答

えられるような高校生活をおくれるように

したいです。また、ここまで私を成長させ

てくださった先生方、本当にありがとうご

ざいました。これからは、自分の夢に向

かって一生懸命頑張っていきたいです。 

３年２組35番 仲地 菜美 
 

私が中学校生活で一番心に残っているのは、

修学旅行です。初めて内地に行く私にとって

は、みんなと旅行ともありとても楽しみにして

いました。関西はとても寒かったですが、い

い思い出を作ることができました。高校へ入

学したら、勉強に力を入れ、大学への進学

を目標に頑張りたいです。 

３年２組４１番 根間さくら 

３年会の思い出は運動会です。ダンスリーダー

はみんなをまとめるのが大変だったけど成功し

たとき嬉しかったです。先生方、３年間ありがと

うございました。高校生になっても、自分の夢

に向かって１歩ずつ進んでいきたいです。 

３年２組３７番 屋良実涼  

３年間お世話になりました。あり

がとうございました。中学校生活

は全部が思い出になりました。高

校でも自分の目標に向かって頑

張っていきたいです。 

３年２組３９番 伊芸来花  

中学校生活で１番の思い出は、運動会の

創作ダンスです。総リーダーとして全女

子をまとめる事の重みを知れて良かった

です。。高校に行ったら、勉強も部活も両

立して夢に向かって頑張っていきたいと

思います。３年間ありがとうございました。 

３年２組３６番 松田 恵  

一番の思い出は、運動会です。みんなで

協力し、楽しい思い出を作る事ができまし

た。高校に入学したら、何事も一生懸命に

頑張りたいです！ 

３年２組４０番 伊藝乃愛  

１番思い出に残っているのは、中学校最後

の運動会です。みんなで団結して、いい思

い出を作ることができました。中学校生活

は充実して楽しかったです。 

３年２組３８番 新里葉沙奈 

中学校は部活を１番頑張りました。

高校でも、続けていきたいです。先

生方、今までありがとうございまし

た。高校は勉強も部活も頑張りた

いです。 

３年２組４２番 瑞慶覧 美羽 

3年間で一番の思い出は修学旅行です。

京都での自主学習では大好きな電車

をたくさん見ることができて嬉しかった

です。最後に69期生の皆へ。体育の解

き、一緒にボール遊びをしたり、給食を

食べたりしてくれてありがとう。お互い

に別々の道に進むけど頑張りましょう。 

３年２組２１番 池原 大地 

3年間の思い出はみんなと勉強したこと、

図書館で読書したことです。私がこのよう

に楽しい学校生活を送ることができたの

は、これまで私を支えてくれた家族のお

かげです。ありがとうございました。これ

からもよろしくお願いします。 

３年２組４４番 我那覇 真理子 
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