寒作美月
この３年間、本当に沢山思い出が出来たと思います。
そして色々な経験が出来ました。特に修学旅行が楽しかったで
す。後輩のみなさん、部活も勉強も頑張ってください！！

下垣内
第５３回卒業生の９名のみなさん、ご卒業おめでとうございま
す。４月からは、下北山村を離れての生活が始まりますが、これ
まで経験してきたことを生かして、素晴らしい高校生活を送って
ください。そして、下北山村に帰ってきた時は中学校へも立ち寄
ってください。
中学校生活の３年間には、いろいろな思い出があることでしょ
う。春や秋の校外学習、文化祭、校内駅伝大会、東京方面への修
学旅行、３回の経験をした保小中合同運動会、上北山中学校との
交流学習など、下北山中学校でしか経験できないことがたくさん
あったと思います。これらは、全て皆さんの財産です。この財産
を『自分磨き』に生かしていけるかどうかは、みなさん次第です。
一人一人が自分の力を信じて“財産”をうまく活用しながら成
長し、活躍してくれることを期待しています。

９名の卒業生に「３年間の思い出と後輩へのメッセージ」とい
うテーマで書いてもらいました。紹介いたします。

大上快斗
中学校の３年間は、苦しいことやつらいことがいっぱいあった
けれど、ずっとこの時間が続けばいいなと思うことがたくさんあ
った。中学校の反省や後の学年の人たちに言い残したことは「し
っかりがんばれ！」

尾前翔曳
僕は将来何になってこうしたいというのがはっきりしていたの
で僕はそのために受験をがんばりました。何か目的を持って取り
組めたらいいと思います。ぼくはたくさん目的がありましたから、
そのためにどうすることが近道かなと、考えていました。武井壮
も学校の勉強は将来絶対に必要になると言ったので、がんばりま
す！僕は自分の将来がどうなりたいか決まっているのでこれか
らもがんばります。
いやー、昼休みは楽しかったです。
（個人的意見）

中翔眞
大変でしんどかったけれどそれなりに楽しい３年間だった。
３年生になると教室に入るときに、何回か頭を打って痛かった。
後輩へのメッセージとか特にありませんが一言
「最後まであきらめずにがんばってください」以上！！

橋詰鈴音
この３年間、色々なことがありました。運動会や文化祭などの
学校行事、体育部や保食部などの専門部、スポーツサークルや勉
強部などの部活動など苦労したことや楽しかったことがたくさ
んありました。勉強でも分からない単元が出てきたりすると困り
ましたが、先生方に教えてもらって、分かるようになった時はう
れしかったです。新しく２年生になるみなさんは、分からない問
題があったらすぐに先生に質問して下さい。３年生になるみなさ
んは、春から遊ぶのを控えて受検勉強をしたほうがいいです。
僕自身は楽しい中学校生活でした。

瑞生

私にとって一番の思い出は修学旅行に行ったことです。
みんなの新たな一面を見ることができたり、バカみたいにはし
ゃいだりととても楽しかったです。
１年生のみなさんは２年後、２年生のみなさんは１年後には受
験という人生の第一関門にぶち当たることになります。自分の努
力が報われず、つらい思いをすることもあるかもしれません。そ
んなときは自分の信頼する人に話をしてみてください。
それだけでかなり気持ちが楽になります。
みなさんの中学校生活がすばらしいものになるように心より
願っています。

竹本すずか
中学校生活、本当にあっという間でした。思い出と言われれば、
やはり修学旅行の時に班のみんなと撮ったプリクラでしょうか。
あの時は本当にうれしかったです。
後輩のみなさん、３年生の秋ごろ？からは遊べなくなりますか
ら、今のうちに遊んでおいてください。勉強が苦手な人はすぐに
先生に分からないところを聞いて下さい。
今まで色々とありがとう。これからしっかりと頑張ってくださ
い。

平史夏
受験の時、大変緊張していろんな意味で恐かったけれども、第
一志望校に合格した時はたくさんの人にとても感謝しました。自
分が行きたかった高校での生活が始まると思うと、とても楽しみ
です。
後輩のみなさん!!!受験は人生で誰もが 1 度は経験することで
す。くじけて泣きたくなる時もあると思いますが、それが終わっ
たら絶対に良いことがありますよ。負けないで頑張れ!!!
１年生!!! いつもみんな仲良し、何事にも一生懸命。
2 年生!!! いつもおもしろくてにぎやかでしたね。
今まで本当にありがとう。バイバイ。

山本喜尋
３年間の思い出は文化祭です。劇をしたり、歌ったり、先生と
いっしょにダンスを踊ったりしたことがとても楽しかったです。
後輩のみなさんはこれから受験が待っています。後でもっと勉
強しておけばよかったと後悔しないように今のうちに勉強して
おいたほうが良いと思います。がんばってね!

たくさんある思い出のほんの一部
入学当初

1 年生時

上北山中学校との交流学習会 ２年生時

これからたくさんの新しい出会いがあなたたちを待っています。未来に向
かって力強くはばたいていって下さい。

保健体育

藤本修平

ご卒業おめでとうございます。この先、楽しいことやしんどいことなど
たくさんのことに出会うと思います。自分の信じる道を進んで、後悔をし
ないように頑張ってください。応援しています。

社会 福井啓樹

修学旅行（東京方面）３年生時

ご卒業おめでとうございます。下北山中学校を卒業してそれぞれの新し
い進路で、夢や希望をもって歩んでいって下さい。これからいろいろなこ
とがあると思いますが、周りにいる人たちに感謝を忘れずに進んでいって
下さい。

国語 本岸賢治
ご卒業おめでとうございます。これからも仲間と切磋琢磨し、ともに夢
に向かって一心不乱に進んで下さい。ご活躍をお祈りしています。

養護 松田悦子
卒業おめでとうございます。まもなく新しい生活が始まろうとしていま
す。最初は慣れない環境にとまどうかもしれませんが、あせらず、ゆっく
り自分の目標に向かって歩んで行って下さい。かけがえのないあなたの心
と体を大切に、
“健康”に留意し、未来に向かって大いに羽ばたいて下さい。

栄養 岸本圭乃子
４月から新たなステージへと巣立ちゆくみなさんに先生方から
メッセージを寄せてもらいました。

ご卒業おめでとうございます。
「食べることは生きること」体にも心にも
とても大切なことです。高校生になったら給食はもうありませんが、楽し
い食の場がこれからもたくさんありますように。将来に向かって頑張って
ください。

校長

事務 水谷直美

木田博万

卒業おめでとうございます。私が大切にしている言葉の一つに
「失敗と書いてせいちょう（成長）と読む」があります。
この言葉は元プロ野球監督の野村克也さんの言葉です。
この意味は、失敗を多く経験すれば、成長するということではありませ
ん。失敗した原因をしっかりと究明して、それを次の機会につなげること
が大切です。それが出来れば、成長の糧になるということです。
どうか失敗をおそれずに輝かしい未来に向かって歩んでください。
応援しています。

教頭

山口幸夫

卒業を迎える９名のみなさん、おめでとうございます。
４月からの新しい生活にワクワク・ドキドキという感じでしょうか？
新しい世界に飛び出せば、多くの新しい出会いがあります。その出会い
を大切にできる人になってください。そして夢や希望を語れる友達に出会
って欲しいと思います。

担任

家本絢子

（数学）

３年生のみなさん、ご卒業おめでとうございます。中学校でたくさん勉
強をしたと思いますが、高校や大人になっても勉強は続きます。一生勉強
です。これから先、様々なことを学び、身に付け、素晴らしい人生を歩ん
でいって下さい。

副担任 久保一弥 （理科）
御卒業おめでとうございます。
みなさんとは短い間でしたが、みなさんの「やるときはやる」姿が印象
に残っています。また、東京への修学旅行は思いで深いです。これから、
それぞれの歩む道はちがいますが、本校で学んだことを生かして、はばた
いていって下さい。

副担任

御卒業おめでとうございます。皆さんは私が下北山中学校に来て初めて
の 1 年生です。音楽の授業だけの関わりでしたが、３年間でたくさんの思
い出ができました。皆さんはいつも笑顔で素敵な心を持っています。これ
からも、笑顔を忘れず、真っすぐに歩いて行って下さい。笑顔は、自分も
誰かも幸せにします。

書写他

宮本久美子

自分らしさを大切に、自分を信じて色々なことに挑戦していって下さい。
皆さんの成長を楽しみにしています。

ALT ジェイソン（Jayson）
I can’t believe you’re graduating already! It feels like
Yesterday that I first came to Shimokita and you were little
2nd years. It was so much fun having class with you.
We all learned a lot together .Please continue to try your
best at English ,and be nice to your new ALTs !
みんなが卒業していくのがまだ信じられません。私が初めて下北山に来て、
みんながまだ２年生だった時の事を昨日のように感じます。みんなと一緒
に授業をするのはすごく楽しかったです。一緒にたくさん勉強しましたね。
これからも英語を勉強することを続けていって下さい。そして、新しい学
校の ALT とも仲良くして下さいね！

校歌

この校歌には、学ぶべき内容がたくさんつまっていると思います。大事
にして欲しいと願っています。
池原ダ ムは
豊 かにたたえ
雲間 に仰ぐ大峰連峰
のぼ る朝 日に
窓 かがやき て
ああ そびえ立 つ
下北山中学校

真 理と正義
求 めてやまず
自主と自律 に
生き抜くわれら
親 しみむ つみ
手をとりあえば
ああ 希望わく
下北山中学校

丸尾英里

私とは２年間の付き合いでした。授業を通してみんなとはいろんな話を
したし、それ以外でも 1 人 1 人と話をすることがあったかなと思います。
みんな個性的で、おもしろいメンバーでした。英語が好きな人も苦手だっ
た人も、とりあえず、中学校３年間、お疲れさまでし！よく頑張ったね。

下北山中学校

秀ず る山 の霊気 に浴し
国お こす べき
願 いを胸 に
わが師わが友
励まし合えば
ああ 栄え ゆく
下北山中学校

堀口泉

卒業おめでとうございます。卒業したらみな方向は違いますが、下北山
を忘れずにがんばってください。郷土を誇りに思い、下北山のいいところ
をアピールして下さい。また帰ってきたら中学校にも遊びに来て下さい。

英語

音楽 雑賀晶子

和田芙美佳（美術、家庭）

ご卒業おめでとうございます。これから楽しいこと、つらいことたくさ
んあると思いますが、皆さんが健康ですごし、活躍されることをいのって
います。

技術

ご卒業おめでとうございます。楽しい高校生活がスタートしますね！元
気が 1 番！身体に気をつけて、思いっきり悔いのないように頑張ってくだ
さい。また学校にも顔を見せに寄ってくださいね！

