
育成会代表祝辞

新入生の皆さん、興南中学校・高等学校へのご入学誠におめでとうございます。保護者の皆様におか

れましては、育成会一同、お子様のご入学を心よりお祝い申し上げます。 

現在新型コロナウィルスの影響で様々な生活の上での支障があるかと思います。この影響はしばら

く続くと考えられます。そのような中でこの日を迎えた皆さんは波乱の新生活だと感じているかも

しれません。しかし人生においては常に波乱が待ち受けています。その波乱を乗り越えていく力をこ

の学園生活で身につけていく機会だと考えて下さい。 

当学園は質の高い教育を実現するため中高一貫六ヵ年教育を始め、先のグローバル化を想定した海

外大学との提携や国内における多くの大学との提携や国内における多くの大学から指定校をいただ

いております。またスポーツにおいては周知のとおり、野球部においては史上 6 校目となる春夏連覇

の偉業を達成、ハンドボール部においては二度の全国三冠達成、その他剣道部やバスケットボール部

などにおいては常に全国大会常連校として輝かしい成績を収めています。 

この恵まれた環境を生かし、皆さんが持っている能力や才能を開花させてほしいと思います。厳し

い入学試験を突破した皆さんは目標を設定し計画を立てて実行することの大切さはすでに身をもっ

て実感されていることでしょう。卒業後どんな人間になっているのか？学園生活の中でしっかりと目

標設定して下さい。そして目標を実現させるためには一日一日を貴重なものとして、いかに充実させ

るかを意識して過ごしてください。中学・高校とそれぞれの立場でスタート地点に立ったばかりの皆

さんには、その時間はまだまだ長く、余裕のあるものに感じるかもしれません。ですが努力を続けな

がら過ごす日々は、記憶に残る濃いものとなり、反対に何となく日々を過ごしてしまえば薄いものと

なってしまいます。 

現在の混沌とした世界を皆さんがより良いものに作り変える機会を得たものと考え、これから始ま

る学園生活の中でそのきっかけを見つけて下さい。その意思を持った人は必ず見つけられるはずで

す。 

その意思の具現化の手伝いをするために多くの先生方が居ます。あなた方が探すものを見つけるた

めに多くの援助をしてくれます。そのためにはぜひ多くのコミュニケーションを先生と取って下さ

い。 

私たち興南育成会もまた、学校行事や運営を通じて皆さんの生活を精一杯支えていくつもりです。 

3 年後、6 年後卒業を迎える際に、誇らしく充実した気持ちで未来へ羽ばたいていけるよう悔いの無

い学園生活を過ごされることを願っています。 

さて、保護者の皆様には子供たちが充実した学園生活を送れるよう育成会活動にご理解とご参加を

いただき、学園の良さを実際に感じていただければと存じます。これから卒業までの期間のご協力を

お願いいたします。 

本日は誠におめでとうございます。 

令和２年５月２１日 

育成会副会長 新垣 淑典 















令和２年度 興南高校 第 59回 入学式 祝詞・祝辞一覧(敬称略,順不同) 

 

・高松大学 佃 昌道 

・崇城大学 中山 峰男 

・沖縄国際大学 前津 榮健 

・九州共立大学 奥田 俊博 

・山梨学院大学 古屋 光司 

・衆議院議員 西銘 恒三郎 

・福岡工業大学 下村 輝夫 

・明石スクールユニフォームカンパニー 河合 秀文 

・沖縄アミークスインターナショナル中学 職員一同 

・東亜大学 櫛田 宏治 

・衆議院議員 宮崎 政久 

・沖縄リハビリテーション福祉学院 金谷 文則 

・沖縄看護専門学校 金城 美智子 

・衆議院議員 下地 幹郎 

・久留米工業大学 今泉 勝己 

・沖縄女子短期大学 平田 美紀 

・沖縄キリスト教学院大学 金 永秀 

・琉球調理師専修学校 川畑 和弘 

・沖縄県議会議員 赤嶺 昇 

・西原中学校 旧 3 学年職員一同 

・具志頭中学校 職員一同 

・沖縄大学 盛口 満 

・南九州短期大学 横堀 仁志 

・南九州大学 寺原 典彦 

・名桜大学 砂川 昌範 

・松城中学校 山里 望 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和２年度 興南中学校 第 36回 入学式 祝詞・祝辞一覧(敬称略,順不同) 

・元国務大臣（防災・郵政担当)衆議院議員 下地 幹郎 

・衆議院議員 宮崎 政久 

・北谷町立 北玉小学校 元６年担任  

・宜野湾市立 宜野湾小学校 ６年担任 理科担当 音楽担当  

・那覇市立 那覇小学校 職員一同 

・西原町立 坂田小学校 職員一同 

・那覇市立 安謝小学校 ６年学年 

・糸満市立 潮平小学校 元６年担任一同 

・那覇市立 上間小学校 校長 新垣 千子 元６年担任 

・宜野湾市立 はごろも小学校 元６学年担任 

・宜野湾市立 大謝名小学校 校長 早田 実 元６年担任 

・那覇市立 天久小学校 元６年担任 

・宜野湾市立 嘉数小学校 元６学年担任一同 

・沖縄市立 山内小学校 元６年担任 

・那覇市立 小禄南小学校 職員一同 

・北中城村立 島袋小学校 元６年担任 

・学校法人三育学園 沖縄三育小学校 校長 小原 義信 

・沖縄市立 泡瀬小学校 元６年担任 

・北谷町立 北谷第二小学校 元６年担任 

・那覇市立 与儀小学校 職員一同 

・北中城村立 北中城小学校 職員一同 

・八重瀬町立 東風平小学校 元６年担任 

・浦添市立 浦添小学校 校長 前田 真利 ６年職員 

・那覇市立 銘苅小学校 ６年担任 

・豊見城市立 豊崎小学校 元６年担任 

・中城村立 中城南小学校 元担任 

・宇都宮市立 姿川第一小学校 職員一同 

・浦添市立 前田小学校 元６学年担任 

・那覇市立 城南小学校 元６年担当・専科 

・那覇市立 金城小学校 元６年担任 

・南風原町立 津嘉山小学校 元６年担任 

・那覇市立 神原小学校 元６年担任 

・那覇市立 さつき小学校 元６学年担任 

・那覇市立 大道小学校 職員一同 

・那覇市立 松島小学校 旧６学年担任一同 

・那覇市立 城北小学校 旧６学年担任 

・那覇市立 石嶺小学校 元６年担任 

・那覇市立 城西小学校 職員一同 

・那覇市立 泊小学校 元６年担任一同 

・那覇市立 大名小学校 ６年時関係職員 

・うるま市立 城前小学校 旧６学年担任 

・浦添市立 港川小学校 元６年担任・専科 



・宜野湾市立 志真志小学校 元６年担任 

・宜野湾市立 長田小学校 元６年担任 

・浦添市立 宮城小学校 元６学年担任 

・浦添市立 神森小学校 元６年担任 

・沖縄市立 比屋根小学校 ６年担任 

・浦添市立 浦城小学校 元６年担任 

・宜野湾市立 普天間小学校 元６年担任 

・那覇市立 大名小学校 校長 職員一同 PTA 会長 

・那覇市立 城東小学校 旧６年生担任 

・浦添市立 沢岻小学校 元６学年担任 

・こくら保育園 園長 仲田 房子 

・つくば開成国際高等学校 校長 糸賀 修 

・㈱明石スクールユニフォームカンパニー 代表取締役社長 河合 秀文 

・西銘恒三郎講演会 衆議院議員 西銘 恒三郎 

・めだか保育園 園長 屋良 景俊 職員一同 

・コクバ幸之助講演会 衆議院議員 国場幸之助 

・沖縄ツーリスト株式会社 代表取締役会長 東 良和  取締役社長 平良 健 
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