
                                       
２ 学校の沿革の概要 
大正 ２年 ２月 仲喜洲尋常小学校創立 
   ６年 ４月 仲喜洲尋常高等小学校に改称 
昭和１６年 ４月  勅令により仲喜洲国民学校に改称 
  ２３年 ４月 戦後の学制改革により高江洲小中学校となる 
         初代校長 友寄英毅氏就任 
  ２７年 ４月 第２代校長 當銘由榮氏就任 
  ３３年 ４月 第３代校長 上原清真氏就任 
  ３５年 ４月 小中学校分離して高江洲中学校となる 
  ３７年 ４月 第４代校長 粟国朝光氏就任 
  ４２年 ４月 第５代校長 仲里嘉英氏就任 
  ４５年 ４月 第６代校長 天願盛徳氏就任 
  ４８年 ９月 体育館完成 
  ４９年 ４月 第７代校長 徳村保成氏就任 
  ５３年 ４月 第８代校長 宮城真英氏就任 
  ５７年 ４月 第９代校長 比嘉圭市氏就任 
  ５８年 ５月 新校舎第一期工事完成（１２教室） 
  ５９年 ３月 新校舎第二期工事完成、新校舎移転 
  ５９年 ４月 第１０代校長 古謝哲雄氏就任 
  ５９年１０月 運動場完成 
  ６０年 ３月 屋外プール完成 
  ６１年 ３月 自治省宝くじ緑化事業及び国庫補助による緑化事業完了 校歌板の取付 
  ６２年 １月 全島新人ＲＢＣ杯争奪バレーボール大会女子準優勝 
      ２月 県中学校選抜バレーボール大会男子準優勝 
      ３月 第４回九州中学校バレー熊本大会男子県代表として出場 
     １２月 全国中学校都道府県対抗さわやか杯バレーボール大会 
         金城哲雄君沖縄県代表として出場 
    ６３年 ３月 新校舎完成（英語教室、国語教室、特殊教室、相談室、生徒会室等） 
  ６４年 １月 元号「平成」となる 
平成元年度  
      ４月 第１１代校長 小谷良治氏就任 
      ３月 卒業記念木ホルトの木５本運動場北側に植樹 
平成２年度 
      ２月 市生涯学習推進大会ＰＴＡ優良団体として表彰 
      ３月 ３年ＰＴＡ徳田政信氏卒業式用菊苗２６０本寄贈 
         第４３回卒業式１５６名 男８２名、女７４名 
平成３年度  
      ９月 一斉読書スタート 
平成４年度  
      ４月 就任式・始業式・入学式 １年１４７名 ２年１４９名 ３年１５０名 
      ５月 野球石川市長杯 準優勝 
     １１月 富山ヨネ教諭、県教育長より教育活動賞受賞 
      ３月 第４５回卒業式 卒業生１５１名 男７８名 女７３名 
平成５年度  
      ４月 第１２代校長 金城盛功氏就任 
     １０月 文化祭 テーマ「築け郷土の文化・友情の輪」 
      ２月 市指定学力向上対策研究校発表 
平成６年度 平成６～７年文部省指定 いきいき体験活動推進事業 
      ４月 就任式・始業式・入学式 １年１２９名 ２年１４５名 ３年１５１名 
      ５月 ＪＣ杯バスケット大会女子準優勝 北ブロック野球大会準優勝  
     １２月・いきいき体験活動「地域クリーン活動」実施 
        ・日刊スポーツバスケットボール（福岡）６位入賞  
      ３月 第４７回卒業式 卒業生１５０名 
平成７年度 ４月 入学式 １年１３９名  
         ２年１３６名３年１４９名 男子２１７名 女子２０７名 合計４２４名  



                                       
      ５月 体育館竣工引き渡し式 
      ６月 ＰＴＡ総会・体育館落成祝賀会 
     １２月 「いきいき体験活動モデル推進事業」発表大会  
      ３月 第４８回卒業式  
平成８年度  
      ４月・第１３代校長 大嶺侑祺氏就任  
        ・始業式・入学式 

        １年１４７名 ２年１９０名 ３年１３７名   

        男子２３４名 女子１９０名 合計４２４名  
      ３月 第４９回卒業式 ２４日参照 
平成９年度  
      ４月 入学式（１５６名新１年生入学）、第２０代ＰＴＡ会長：大城朝順氏就任  
      ３月 第５０回卒業式 卒業生１４２名 男７６名 女６６名  
 
平成 10年度  
      ４月・第１４代校長知念春雄氏就任  
        ・入学式 高江洲小学校６５名、中原小学校８４名、転入生２名、合計１５１名  
      ３月 第５１回卒業式卒業生１５０名  
平成 11年度  
      ４月 入学式（男子７７名 女子６４名 計１４１名入学） 
      ３月 第５２回卒業式 卒業生１６３名 男８４名 女７９名  
平成 12年度  
      ４月 入学式 １３９名（男７２名・女６７名） 
      ３月 第５３回卒業式１５５名（男子６９名、女子８６名） 
平成 13年度  平成１２～１３年県指定キャリア体験地域指定事業 
      ４月 第１５代校長：与久田健一氏就任、入学式１４６名（男子７９名 女子６７名）  
      ５月 市Ｐ連総会：山口栄春氏及び「父親の会」表彰  
      ６月 高中ブロック学対授業研（全学級・全教科・道徳）  
      ７月 県中体連総体（陸上）共通女子砲丸投げ１位 宮里かおり  
        ・県吹奏楽コンクール銅賞  
      ８月 九州中学校陸上競技大会 共通女子砲丸投げ３位 宮里かおり  
      ９月・第４１回県児童・生徒科学作品展「三菱電気株式会社賞（学校賞）」受賞 
      ３月 第５４回卒業式（男子８０名、女子６５名、計１４５名卒業） 
平成 14年度  
      ４月・入学式（１４２名）  
        ・第２５回県中学校柔道大会・３位東恩納玄（３年） 
      ７月・県中体連柔道・東恩納玄・東恩納新共に２位  
        ・県吹奏楽コンクール・銀賞  
     １２月 県中学新人バスケットボール大会・男子バスケット準優勝  
      １月 第３６回全国中学校文芸作品歌曲創作コンクール入選 島袋あすな（３年） 

        ・第２８回沖縄県吹奏楽ソロコンテスト・銀賞：山口彩夏（２年）クラリネットソロ  
      ２月・県リコーダーコンテスト・合奏の部金賞、四重奏の部金賞 
        ・沖縄教育版画コンクール・特選：仲宗根千尋、伊禮貴之、島袋愛香、磨麻美（１年） 

        ・第４１回全沖縄児童生徒書き初め展 

         金賞：知花真希、福原千香（３年）、知花昴幸、銘苅大志（１年）、 

         銀賞：柴田麻里衣、山口愛、屋比久彩香（３年）、 

            高江洲弥（２年）、具志川晃彦（１年） 
      ３月 第５５回卒業式・男子７４名、女子６８名・計１４２名 
平成 15年度  
      ４月 入学式（男子６９名、女子６６名・計１３５名） 
         県さわやか杯バレー女子３位  
      ７月 県中体連総合体育大会柔道女子個人・渡久地清香３位  
        ・県吹奏楽コンクール銀賞 
        ・ＪＯＣ全国都道府県対抗中学校バレーボール大会沖縄県代表・座安梢（３年）出場 
     １１月 「中学生の税についての作文」沖縄県納税貯蓄組合連合会優秀賞・宮平麻実（３年）、 



                                       
         「中学生の税についての標語」・沖縄税務署長賞・山口一樹（３年） 

         優秀賞・大城純（３年）、コザ税務署長賞・上里和誠（３年） 
         ・父親の会・青少年健全育成功労賞・県知事賞受賞  
     １２月 第１回プレゼンテーションコンテスト沖縄地区大会・３年生長岡友美さん最優秀賞 

      １月 琉球放送旗争奪新人バレーボール県大会・女子バレー優勝  
        ・県吹奏楽ソロコンテスト・銅賞・兼城美鈴（２年）銀賞・島袋綾乃（２年）  
        ・県リコーダーコンテスト・四重奏の部・銀賞（山内美乃、上江洲彩希、嘉陽田茜、 

         島袋茜、島袋綾乃） 
        ・OTV 杯第２１回九州中学校選抜優勝大会県予選・女子優勝、男子準優勝  
        ・全沖縄児童生徒書き初め展・金賞・ 銘苅大志（２年）、銅賞・仲本清晴香（１年） 

         新里一志・知花昴幸（２年） 
      ３月 第５６回卒業式  
        ・全国ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝコンクール出場・長岡友美・山城私（３年） 
平成 16年度  
      ４月 入学式１４９名（男子７３名、女子７６名） 
      ５月 さわやか杯バレーボール大会 男女バレーボール部アベック優勝 
        ・アサヒカップ中学生バレーボール大会男子バレーボール部優勝： 

         最優秀選手賞 又吉裕介  
      ７月 市主催海外短期留学派遣事業（アメリカ・カナダ）瑞慶覧大地、比屋根倫子（２年） 

        ・県中体連総体男女バレー部、新体操、卓球、水泳出場、女子バレー部準優勝  
        ・県吹奏楽コンクール銀賞   
      ８月 サッカー（Ｕ－１４）沖縄県代表に勝連貴行（２年）宮崎大会に出場  
     １１月 全国書画展覧会：特選・福原将弥（１年）兼堅一（３年） 

         金賞：富盛真愛、兼城愛（１年）池宮城秀平、比屋根倫子（２年） 

         徳森唯奈、當山みさき（３年） 

         銀賞：眞榮田鈴佳、仲里秋乃、島袋綾香、金城美咲（１年） 

            宮里知可乃、喜久山歩美（２年）新城悠生、諸見里有沙、新城翔太（３年） 

         銅賞：嘉陽貴之（３年） 
     １２月 県吹奏楽アンサンブルコンテスト（芸術劇場） 

         サクソフォン四重奏金賞（崎山菜津樹、横田絵美、小山倫子、喜屋武李莉菜） 
        ・全国都道府県対抗バレーボール大会（大阪府） 

         県代表として下條太貴、仲里幸也、座安琴希、知念愛李（３年）出場 
      １月 九州選抜中学生サッカー大会県代表として勝連貴行（２年）出場 
      ２月 学校車（２号車ハイエース）贈呈式 
        ・第４３回全沖縄児童生徒書き初め展： 

         金賞：福原将弥（１年）銘苅大志、知花昴幸（３年） 

         銀賞：大城健司（１年）上江洲梓、我喜屋千晶、仲本晴香（２年）兼堅一（３年） 

         銅賞：小湾咲貴、喜久山竣司、上江洲斉樹（１年）宮里友美、柴田高輔、島袋紀乃、 

            比屋根絢乃（２年）金城しおり、柴田紗希（３年） 
        ・県リコーダーコンテスト四重奏の部「３つの小品」 

         銀賞：銘苅ちさと、花城文香、津崎このみ、崎山菜津樹 
      ３月 第５７回卒業式１４４名卒業（男子８５名、女子５９名） 
平成 17年度   平成１７～１８年文部科学省指定 学力向上拠点形成事業 
      ４月 １日：市町村合併により、うるま市立高江洲中学校となる。 
        ・入学式  
      ５月 水難防止事故ポスター３年我喜屋千晶２位、 

         標語入選：森志菜乃、最優秀賞：比嘉聖 

      ７月 県吹奏楽ｺﾝｸｰﾙ金賞受賞  
      ８月 九州中体連・陸上競技・高跳に神田陽大出場 
     １０月 県中体連陸上（高跳：神田陽大１位１ｍ８０・幅跳西銘生悟４位６ｍ１３） 
     １１月 ﾏｰﾁﾝｸﾞｲﾝｵｷﾅﾜ銀賞  
        ・深夜はいかい防止ﾎﾟｽﾀｰ最優秀賞：前泊優花  
     １２月 県中学生意見発表大会：比屋根渚  
         ＪＯＣ全国都道府県対抗中学校バレーボール大会 
         沖縄県代表、座安好香・玉城優香出場 



                                       
        ・全沖縄音楽発表会三重唱 
         金賞：喜屋武玲奈・比嘉夢乃・辺土名里奈・伴奏：銘苅ちさと 
      ２月 第４４回全沖縄児童生徒書き初め展： 
         銀賞１年安慶名彩香・下條理加：２年福原弥・小湾咲貴・大城健司・兼城愛 
         銅賞１年島袋佑太・安慶名結：２年比屋根愛里・比屋根絢乃 
      ３月 大阪在住の宮城好男氏よりソメイヨシノ３０本寄贈 学校周辺に植樹  
        ・第５８回卒業式：男子７１人 女子６７人 計１３８人 １４日： 
平成 18年度   平成１８年～文部科学省指定 キャリア体験地域指定事業（旧具志川市地域指定） 
            ４月 入学式（今年度から５学級になった）男子８６・女子７９：計１６５人 
      ５月 大樹会国土交通省から表彰（仲喜洲ｸﾘｰﾝﾃﾞｰ）・市教委学校訪問 
      ７月 沖縄県中学生夏季陸上競技大会：共通女子２００ｍ２位又吉莉奈 
        ・県吹奏楽コンクール金賞 
      ９月 県マーチングフェスチバル金賞 
        ・県中学校意見発表会：比嘉聖（優良賞） 
     １０月 全国中学生バレーボール大会 新垣ももこ出場 
     １１月 マーチングインオキナワ銀賞（吹奏楽部） 
     １２月 都道府県対抗ｼﾞｭﾆｱﾊﾞｽｹｯﾄ選抜大会富山さくら・兼城杏菜（２年）出場 
        ・第１４期卒業生図書券二万円寄贈 
      ３月 第５９回卒業式：男子７３人・女子７７人 計１５０人 
平成 19年度 
      ４月 始業式・入学式（男子７９／女子８５ 計１６４） 
     １０月 沖縄タイムス書道・図画コンクール 書道：優秀賞・安慶名結（３年） 
         図画：最優秀賞・照屋のぞみ・久場綾音  
         優秀賞：兼城優・比屋根桜・比屋根有恵以上２年 
         優秀賞：与古田朋子・照屋沙也加以上１年  
         優良賞：嘉陽与希子・照屋祐美・渡久地遥以上２年 長岡美月３年 
         特別支援学級：作文優秀賞：比嘉翔子・図画優秀賞・比嘉翔子 
     １１月 県中学生意見発表大会 比嘉聖出場 
      １月 全日本中学校技術家庭科主催「ものづくりフェア」優秀賞３年：照屋憧子 
      ２月 第３４回中頭地区新人バスケットボール大会女子３位 
        ・第４５回沖縄県教育版画コンクール特選２年：照屋のぞみ 兼堅寛之 
         優秀１年：具志川晃祈 ２年：兼城優・比嘉翔子 
      ３月 第６０回卒業式 卒業生男子６５名・女子８１名 計１４６名 
平成 20年度 
           ４月・第１８代校長上江洲 優氏就任式 
         ・教頭：根路銘 敢・吉田 はるか・仲吉 孝之・照谷 陽・末吉 裕美子・ 

         安慶名 育美・安里 若奈・岸良 徹・喜久里 徹・前田 雄司（ヘルパー）・ 

         クリス（ＡＬＴ）・トム（ＡＬＴ）・早田 あゆみ（カウンセラー） 
        ・始業式・入学式（男子５９人、女子７２人 計１３１人）  
        ・さわやか杯第４８回全沖縄中学校バレーボール大会：女子（準優勝）  

  ７月 第５４回全日本中学校通信陸上競技沖縄大会共通走高跳 石川成仁（３年）１位 
        ・第５０回沖縄県中学校陸上競技大会：共通男子走高跳 石川成仁（３年）１位 
      ８月 生徒会リーダー宿泊研修（～６日）石川少年自然の家 

     ・沖縄ポッカ杯第６回全沖縄ジュニアバスケットボール大会 女子バスケ部（準優勝） 
           ・沖縄県ジュニア陸上競技大会 ジャベリックスロー 島袋孝太（３年）２位 

  ９月 第 23回中頭地区少年の主張大会 天願優美（３年）優良賞 
        ・第３５回中頭地区陸上競技大会 男子１５位・女子２位・総合９位  
          共通走高跳：石川成仁（３年）１位、 
         共通ジャベリックスロー：島袋 孝太（３年）１位 
         共通女子８００ｍ：与古田朋子（３年）２位、 
         ２年女子１００ｍ：吉里あかね３位、 
         １年女子８００ｍ山城 春菜（１年）３位、 
         ２年女子４００ｍリレー（２位）座喜味莉乃、吉里あかね、喜納はづき、神谷咲乃 
     １０月 沖縄県小中児童・生徒科学作品展 宇江城 蘭（１年）優良賞 
        ・第５０回沖縄県中学校陸上競技大会 共通走高跳：石川成仁（３年）１位 
         ジャベリックスロー：島袋孝太（３年）２位 
        ・第５６回全流小・中・高校図画・作文・書道コンクール 
         書道の部 優秀賞 比屋根愛理（１年）、照屋祐美、比屋根大輝（３年） 
              優良賞 銘苅 倫（１年）、照屋 沙也加、宮城瑛美（３年） 
         図画の部 最優秀賞 照屋沙也加（３年） 



                                       
              優秀賞 知名秋華、我那覇かれん（１年）長嶺夢叶、大嶺昌平（２年） 
                  比屋根大輝、兼城優、久場彩音、照屋のぞみ（３年） 
              優良賞 高江洲美夢、久場文貴、具志川晃祈（２年）比屋根有恵（３年） 
                  比屋根桜（３年） 
        ・中学生の税に関する標語 コザ県税事務所長賞：嘉陽 広菜（３年）  
     １１月 中頭地区中体連駅伝競走大会（男子３２回・女子２２回） 男子２２位・女子９位 

区間賞 ４区 与古田朋子（３年）１位 
        ・学校創立６０周年記念式典（体育館）なかきすフェスタ（運動場） 
         ３年エイサー披露 
        ・修学旅行団（２年）修学旅行出発～２０日、福岡県、長崎県、熊本県 
        ・中学生の「税についての作文」  
         沖縄県中部青色申告納税貯蓄組合優秀賞 照屋 桃子（３年） 
     １２月 沖縄県中学校総合文化祭（浦添市てだこホール） 
                開会集会～當山愛乃（３年）閉会宣言 
                歌・三線合奏～宮城亜希、宮城夢乃、照屋美南、海勢頭みなみ、山城里沙、 
           吉里路津子、渡久地遥、長濱夢奈、比屋根優美、宜保亜依（以上３年） 
           座喜味ゆい、仲間春那、島袋翠、名嘉真美鈴、田仲理乃（以上２年） 
         ヤングパフォーマンスフェスタ～（ダンス）T－Girl61 喜屋武真子、嘉陽芹菜、 
           外間まつり、友利あかね、中馬千遥、那覇まいか松堂陽海、新里沙也加、 
           伊禮遥奈、當山愛乃、石川綾乃（以上３年） 
        ・第３３回沖縄県吹奏楽アンサンブルコンテスト打楽器六重奏銅賞 
         渡久山晴香（３年）比屋根優美（３年）宜保萌子（２年）喜久山鈴奈（２年） 
         新崎広明（２年）比屋根愛理（１年） 
         ・人権に関する作文 沖縄県人権擁護委員会会長賞 岸本恵人（３年） 
           ・JOCジュニアオリンピックカップ代２２回都道府県対抗中学バレーボール大会出場 
                沖縄県選抜チーム 徳里直・山田詩織（３年）      
         １月 琉球新報主催書初め展入賞 金賞：比屋根大輝（３年） 
         銀賞：下條真奈（２年）新城昌隆・宮城瑛実（以上３年） 
         銅賞：平得静望・又吉果林・大城紗里衣・比屋根愛理・吉里真紀・銘苅倫・ 
            宮城鈴菜・知花瑠奈（以上１年）座喜味莉乃・座喜味真・長嶺夢叶・ 
            束仲里早彩・田仲理乃・島袋翠・安座間美都・名嘉真美鈴（以上２年） 
            仲宗根昌文・照屋沙也加・照屋祐美・山城里沙・兼城優（以上３年） 
      ２月 第４２回沖縄県中学校サッカー大会 ベスト８ 
            ・第４６回沖縄教育版画コンクール（琉球新報社） 
               【特選】比嘉幹治（１年）、具志川晃祈（２年） 
         【優秀】知名秋華（１年）、比嘉翔子（３年） 
         【入選】與古田盛次（１年）、兼堅寛之（３年） 
        ・第３１回沖縄県少年科学作品展  佳作 宇江城蘭（１年） 
      ３月 高校入試（～１０日） 
        ・第６１回卒業式 （男子８５人、女子７９人 計１６４人） 
               ・JOCジュニアオリンピックカップ第２２回都道府県対抗 
         中学バスケットボール大会出場 
         沖縄県選抜チーム 富山なつみ・座喜味莉乃・喜納はづき・吉里あかね（２年） 
平成 21年度 
      ４月・就任式 教諭：幸地美奈子・仲村美恵子・兼城賢昭・安慶名満貴・松田茂治（教諭） 
         高原真利恵（講師）・神保しげみ（カウンセラー）    
        ・始業式・入学式１年４クラス（男子７９人、女子６３人 計１４２人）  
       ６月・第３６回中頭地区中学校総合体育大会：女子バスケットボール３位（県大会出場） 
         具志祐也ベスト８（県大会出場） 
        ・文部科学大臣杯第 5回小中学校将棋団体戦沖縄県予選大会～準優勝 
         （1年：古謝大二郎、高良麦、宮平一樹） 
      ７月・校内陸上競技大会（うるま市陸上競技場） 
        ・うるま市少年の主張大会 最優秀賞 又吉 誉乃（３年） 
        ・うるま市派遣海外ホームスティ（アメリカ・ワシントン州）宇江城蘭、儀保美月（２年） 
        ・第 51回沖縄県中学校バスケットバール競技大会 女子バスケットボール部３位 
      ８月・生徒会リーダー宿泊研修 石川少年自然の家 
        ・第４０回沖縄県ジュニア陸上選手権大会 
         田仲幹斗（３年）男子共通走高跳 1位（1ｍ75） 
        ・第９回全国中学校文化祭 比嘉 幹冶（２年）表彰：美術の部（版画） 
 



                                       
        ・沖縄子ども環境調査隊発表会 具志祐也（１年）ニュージーランド派遣 
         山根麻美（２年）グァム派遣 
      ９月・第２４回中頭地区少年の主張大会 優秀賞 又吉誉乃（３年） 
        ・第４６回中頭地区科学作品展 銅賞：宇江城蘭、平得静望（２年）、我喜屋桂・ 
         又吉華鈴（３年） 
      １０月・第３６回中頭地区陸上競技大会Ａブロック 共通走幅跳１位 平川亜衣希（３年） 
        ・共通走高跳 1位 田仲幹斗（３年）共通走幅跳２位 吉里あかね（３年） 
     （1日）運動会実施 テーマ「輝く太陽 光る汗 友情の絆を深めて 最高の思い出を今ここに」 
           ・第５１回沖縄県陸上競技大会中頭地区代表 共通走幅跳２位 平川亜衣希（３年） 
         男子共通走高跳３位 田仲幹斗（３年） 
        ・沖縄タイムス図画・書道コンクール 書道の部   優秀賞 比屋根愛理（２年） 
         図画の部 最優秀賞 長嶺夢叶（３年）優良賞 長嶺由樹（２年）辺土名里枝、 
              山城萌華（１年） 
     １１月・平宮アートコンクール １位 眞榮城留奈、知名秋華、島袋姫華(２年) 
         比嘉愛花、知花結芽(1年) 
        ・中学生の「人権について」作文：優秀賞 仲村七月希 標語：会長賞 東仲里早彩           
         優秀賞 宮城勝年（３年） 
           ・中頭地区中学校総合文化祭（沖縄市民会館） 
         【舞台の部】「涙の那覇港」座喜味ゆい、名嘉眞美鈴、仲間春那、島袋翠、 
         田仲理乃、前泊舞子（３年）「バレエとバイオリンのコラボ」大城紗里衣（２年） 
         花城紗希（１年）【展示の部】【理科】宇江城蘭（２年）「光合成と蒸散の研究」、 
         平得静望（２年）「木炭や備長炭で電池をつくろう」 
         【特別支援教育部】「虫歯予防ポスター」具志川晃祈（３年）渡慶次沙和、 
         比嘉幹冶（２年）山城萌華（１年） 
     １２月・第４３回 中頭地区中学校音楽発表大会（沖縄市民会館） 
         石川・具志川ブロック代表 ３年３組「手のひらをかざして」 
        ・沖縄県中学校総合文化祭（浦添市てだこホール） 
         舞台の部「司会」：栄野川舞、新垣愛香 前泊舞子、新垣愛香 
         「歌・三線合奏」名嘉眞美鈴、仲間春那、比嘉愛花、田仲理乃、新垣舞（３年） 
         島袋佳那子、知花結芽（１年）「涙の那覇港」座喜味ゆい、名嘉眞美鈴、仲間春那、 
         島袋翠、田仲理乃、前泊舞子（３年）ヤングパフォーマンスフェスタ  
         「バレエとバイオリンのコラボ」大城紗里衣（２年）花城紗希（１年） 
         「ダンス・Hacking Night」宮城鈴菜、宮城奈々、吉里真紀（２年） 
         「バンド」名嘉眞美鈴、伊是名たずみ、田仲理乃、我喜屋桂（３年） 
         展示の部【理科】宇江城蘭（２年）「光合成と蒸散の研究」、平得静望（２年） 
         「木炭や備長炭で電池をつくろう」【美術】「タイムス入所作品」長嶺夢叶 
         【特別支援教育部】「お面」具志川晃祈（３年）渡慶次沙和、比嘉幹冶（２年） 
         山城萌華（１年） 
        ・未来科学者養成講座 宮城鈴歌（２年）参加（千葉大学） 
      １月・2009～2010ｂｊリーグジュニアバスケットボール大会 
         沖縄県代表（平得静望、山根麻美（２年））が参加 
        ・第５２回沖縄県ＰＴＡ研究大会（浦添市・てだこホール）にて本校ＰＴＡ会長 
         吉田兼安氏 功労者賞受賞 
        ・第４７回沖縄教育版画コンクール 
         【特選】比嘉幹冶（２年）【優秀】山城萌華（１年） 
       ２月・平成２１年度うるま市学校給食ポスター 【最優秀賞】仲嶺伊吹（２年） 
      ３月・第６２回卒業式（男子７７人・女子８３人 計１６０人） 
                テーマ「友との別れ 新たな出会い 希望を胸に 今旅立とう」 
           ・第２回沖縄国際映画祭沖縄青春映像祭 黒澤明監督奨励賞 
平成 22年度 
      ４月・第２０回花と緑の学校コンクール 優秀賞    
        ・就任式 教頭：田場 勝 教諭：石井貴徳、与久田麻由美、仲地和美、大城佐和子、         
岩田（仲座）奈穂、大屋藍子、園田智也 市費事務：金城美香 用務員：下地美佐 
        ・始業式・入学式１年４クラス（男子７７人、女子６８人 計１４５人）  
        ・全国学力学習状況調査（３年）、第１回うるま市実力テスト（１・２年） 
       ５月・第３４回バスケットボールカーニバル 女子（３位） 
       ６月・第 36回中頭地区中学校総合体育大会 
         男子個人空手競技（個人組み手の部）８位：（2年）具志 也 
         女子バスケットボール３位（県大会出場） 
        ・避難訓練（不審者対策） 



                                       
        ・仲喜洲クリーンデー（中学校区内通学路大清掃） 
        ・修学旅行（３年） ３泊４日（福岡県、長崎県、熊本県） 
      ７月・遠足実施（1年：こどもの国、2年：雨天のため学年ドッチボール大会） 
        ・うるま市派遣海外ホームスティ（アメリカ） 
         （２年）石川亜裕美、照屋くらら、（３年）嘉陽宗大 
        ・第５０回沖縄県吹奏楽コンクール 吹奏楽部 銀賞 
        ・生徒会リーダー宿泊研修会（３日間） 
      ８月・第１０回全国中学校総合文化祭（福岡大会） 
         【舞台の部】たかっちゅ民謡劇団『涙の那覇港』褒賞状受賞 
         （２年）主：辺土名理枝、娘：花城紗希、三線：比嘉愛花、知花結芽、徳田聖奈、 
          兼城飛鳥、島根佳那子、太鼓：宮城涼乃、ホラ：長谷川舞、ドラ：具志美寿華、 
          笛：豊里涼香、岡崎幸奈 
         【展示の部】書道の部：褒賞状受賞（３年）比屋根愛理『不断の努力』、 
          版画の部：褒賞状受賞（３年）比嘉幹冶『学級リレー』、 
         （２年）山城萌華『ポンポンダンス』 
        ・沖縄ポッカ杯第８回沖縄ジュニアバスケットボール大会 女子 優勝 
      ９月・校内陸上競技大会（うるま市陸上競技場） 
           ・ＪＡ共済全国小・中学生交通安全ポスター地区コンクール  
         安全ポスターの部 金賞：（２年）宮城俊、（１年）富盛玲愛  
        ・第４７回中部地区児童生徒科学作品展 
         銀賞：（１年）宇江城倫、（３年）宇江城蘭『光合成と蒸散の研究Ⅲ』 
     １０月・第３７回中頭地区陸上競技大会Ａブロック 
        ・ﾌﾞﾙｰシール＆IDA 高等課程Ｔシャツデザインコンテスト２０１０ 優秀団体賞 
        ・第５０回沖縄県児童生徒科学賞作品展   
         優秀賞、ＯＢ会会長賞：（１年）宇江城倫、（３年）宇江城蘭 
        ・校内研究発表会 講師：市川伸一（東京大学大学院教授） 
     １１月・文化祭 テーマ「絆」 
        ・平成２２年度「中学校の税に関する作文」優秀賞（３年）仲里はるか『税について』 
        ・全琉小中高校図画・作文・書道コンクール 
         書道（２年）優良賞：森根椎菜、藤谷香里 
             （３年）優良賞：仲宗根愛彩 
         美術（１年）優秀賞：福田裕理奈、川上理子、優良賞：照屋大器、照屋ひなこ 
                    （２年）優良賞：神里太雅 
           （３年）優秀賞：比嘉幹冶、優良賞：仲嶺伊吹 
        ・第１６回中頭地区総合文化祭  
         【舞台の部】伝統芸能「エイサー」披露（３年）３０名、歌謡劇「涙の那覇港」 
         「三線合奏」（３年）仲嶺伊吹、島袋碧衣、兼城和、 
         （２年）島根佳那子、比嘉愛花、知花結芽、徳田聖奈、兼城飛鳥 
        ・第６回平宮護岸アートコンクール 平宮アート賞（１位）  
         （３年）眞榮城留菜、島袋姫華、仲嶺伊吹  （２年）比嘉愛花、知花結芽 
     １２月・沖縄県到達度テスト（２年）、第２回うるま市実力テスト（１年） 
        ・第３回中頭地区中学校秋季バスケットボール強化大会 女子３位 
        ・第１６回沖縄県中学校総合文化祭（浦添市てだこホール） 
            【オープニングセレモニー】３年参加 
         【開会集会・第１部～式典～】 「生徒代表あいさつ」（３年）大城叶佳 
         展示の部【理科】（３年）宇江城蘭、（１年）宇江城倫「光合成と蒸散の研究Ⅲ」 
         【美術】タイムス優秀賞（３年）比嘉幹冶、（１年）福田裕理奈、川上理子 
         全国出品作品（３年）比嘉幹冶、（２年）山城萌華【書道】（３年）比屋根愛理、 
         （２年）島袋麗奈、全国出品作品（３年）比屋根愛理 
         【特別支援教育部】「お面」（３年）比嘉幹冶、渡慶次沙和 
         （２年）山城萌華 （１年）川上理子、安谷屋江美 
        ・第２４回都道府県対抗ジュニアバスケットボール沖縄県代表女子（２年）川上美生 
           ・第３５回沖縄県吹奏楽アンサンブルコンテスト 
         サックスフォン四重奏  
          金賞：（２年）比嘉紗里衣、宜保愛香、（３年）儀保美月、森菜々瀬 
         金管八重奏 
          銀賞：（１年）我喜屋和佳奈、上門咲姫、金城菜々見 
             （２年）石川亜裕美、津波古萌美、仲宗根七星、柿 舞美香、長嶺有紗 
        ・第４５回沖縄県中学校新人バスケットボール大会 女子ベスト８ 
      １月・平成２３年度入学新入生交流学習  
        ・（２年）職場体験                



                                       
        ・第３７回中頭地区中学校新人バスケットボール大会 女子準優勝 
        ・第３６回沖縄県吹奏楽ソロコンテスト  
            金賞：（２年）比嘉紗里衣「アルトサクソフォン」独奏 
        ・第１８回沖縄県中学校バスケットボール選抜優勝大会 男子３位 女子４位 
           ・第４８回沖縄県教育版画コンクール 優秀賞：（３年）渡慶次沙和 
        ・第１２会芦北うたせ杯ジュニア空手道選手権大会 
         沖縄県中学生選抜派遣（２年）具志祐也 
      ３月・高校入試 
        ・第６３回卒業式（男子６０人・女子７３人 計１３３人） 
            テーマ「 新しい明日を探しに 未来の扉を その手でひらけ 」 
平成 23年度 
      ４月・就任式 校長：渡慶次淳 教諭：フィリップス真理子、養護教諭：山里春菜 
        ・始業式・入学式１年４クラス（男子５６人、女子７３人 計１２９人）  
        ・第１回うるま市実力テスト（１・２年） 
      ５月・第６５回中頭北ブロックバスケットボール大会 
         男子：代表の部（優勝） 女子：代表の部（優勝） 
         ・第３５回本部バスケットボールカーニバル 男子（準優勝） 
        ・沖縄県中学校選抜吹奏楽団第６期生オーディション合格  
         （３年）川満琴依「２ndクラリネット」 
       ６月・第 38回中頭地区中学校総合体育大会：７競技が県大会出場 
         男子個人空手（個人組み手の部）ベスト８：（３年）具志祐也 
         男子バレーボール ３位 男子バスケットボール ベスト８ 
         女子バスケットボール３位 
           ・沖縄県スポーツ少年団空手道交流大会 
         うるま空手スクール 組手団体戦 男子の部 優勝：（３年）具志祐也 
                    形団体戦 女子の部 三位：（３年）新川鈴佳 
      ７月・校内陸上競技大会（うるま市陸上競技場） 
        ・第２６回九州クラブユース（Ｕ－１５）サッカー選手権大会出場 （２年）田場 典 
        ・第３８回沖縄県中学校総合体育大会 
         女子バスケットボール３位、男子バレーボールベスト８、サッカーベスト８ 
        ・第５６回九州吹奏楽コンクール沖縄支部予選 吹奏楽部金賞 
        ・香港ホームステイ（～２８日）（２年）仲宗根勇優、兼城早希、嘉陽みなみ 
        ・うるま市派遣海外ホームスティ（アメリカ）（２年）宇江城倫、上門咲姫 
       ８月・生徒会リーダー研修会 
        ・第３回なかきすフェスタ 
      ９月・避難訓練（地震、津波対策） 
        ・第４８回中部地区児童生徒科学作品展  

         銀賞：（２年）宇江城倫『光合成と蒸散の研究Ⅳ』 
        ・ＪＡ共済全国小中学生書道・交通安全ポスターコンクール 
         書道・半紙：金賞（１年）大城美優、銀賞（１年）嘉陽舞希子（３年）島袋麗奈 
               銅賞（２年）照屋大器 

         交通安全ポスター：銀賞（１年）知花勇弥、銅賞（２年）富盛玲愛 

                 （３年）安座間健拓 
        ・第４５回沖縄県ユース（Ｕ－１５）サッカー選手権大会：第３位 
           ・第３７回中頭地区陸上競技大会Ａブロック第２位（２年女子８００ｍ）屋宜ももこ 

     １０月・修学旅行出発（３年） ３泊４日（福岡県、長崎県、熊本県） 
           ・職場体験（２年） 
        ・校内研究発表会 講師：市川伸一（東京大学大学院教授、教育学部長） 
        ・全国学力学習状況調査（３年） 
        ・第１７回中頭地区総合文化祭  
         【舞台の部】 
         「三線合奏」（３年）兼城飛鳥、比嘉愛花、徳田聖奈、島根佳那子 
                （１年）島袋桃子、與那嶺桜 
         「バンド演奏」（３年）比嘉愛花、豊里涼香、兼城飛鳥 
                （２年）山城美乃里、福田裕理奈 



                                       
         【展示の部】 
         「美術」（３年）山城萌華、（２年）川上理子、安谷屋江美、 
             （１年）津波古椎菜、名嘉眞大智、内間理子、島袋光希 
         「理科」（２年）宇江城倫 
         「国語」（３年）「詞華集」１組（８名）、２組（４名）、３組（６名）、 

              ４組（５名）出品 
          書道：（３年）具志美寿華、（１年）大城美優 
     １１月・九州サッカートレセンマッチＵ－１５（大分県）（３年）田里駿 
        ・中学生の税についての作文 沖縄県納税貯蓄組合連合会会長賞（３年）安座間建拓 
        ・中頭地区秋季バスケットボール大会 女子バスケットボール部 ３位 
        ・沖縄県学力到達度調査（２年） 
     １２月・第２回うるま市実力テスト（１年）、沖縄県学力到達度調査（２年） 
            ・中頭地区音楽発表会（沖縄市民会館）３の４出場 
        ・第４６回琉球古典芸能コンクール 琉球舞踊新人賞：（２年）又吉さくら 
        ・第１７回沖縄県中学校総合文化祭（浦添市てだこホール） 
        【舞台の部】 
        「三線合奏」（３年）兼城飛鳥、比嘉愛花、徳田聖奈、島根佳那子、知花結芽 
              （１年）島袋桃子、與那城桜、伊計佳枝 
        「吹奏楽」 （３年）川満琴依 
        「ヤングパフォーマンス」（３年）比嘉愛花、知花結芽 
        【展示の部】 
        「美術」（３年）山城萌華（２年）川上理子、安谷屋江美 
            （１年）津波古椎菜、名嘉眞大智、内間理子、島袋光希 
        「国語」（３年）「詞華集」１組（８名）、２組（４名）、３組（６名）、 

            ４組（５名）出品 
        ・第３６回沖縄県吹奏楽アンサンブルコンテスト 
         金管八重奏：銀賞（３年）仲宗根七星、石川亜裕美、津波古萌実 
               （２年）金城優奈、高良琉海子、上門咲姫、我喜屋和佳奈、金城菜々見 
        ・木管八重奏：銀賞（３年）比嘉沙里衣、吉里優海、上江洲彩華、宜保愛香、 

               照屋くらら、大城杏菜（２年）上江洲もとか（１年）仲宗根沙幸 
           ・ＫＢＣ学園杯争奪第２２回沖縄県女子サッカー選手権大会 
         優勝：（１年）親田彩稚、前泊怜、（２年）長堂里咲子 
           ・第４６回沖縄県中学校新人バスケットボール選手権大会準優勝：女子バスケット部 
      １月・平成２４年度入学新入生交流学習 
        ・第３８回中頭地区新人バスケットボール大会 準優勝：女子バスケット部 
       ２月・第３７回沖縄県吹奏楽ソロコンテスト 

         （マリンバ独奏）金賞：（２年）照屋美優 

         （フルート独奏）銀賞：（２年）上江洲もとか 

            ・第５０回全沖縄児童生徒書き初め展 金賞：（１年）名嘉眞大智 
         銅賞：（１年）嘉陽舞希子、大城美優（２年）座喜味真央、嘉陽みなみ、嘉陽麻優、 

            照屋大器（３年）藤谷香里 
        ・第１９回沖縄県中学校バスケットボール選抜優勝大会 

         優勝：女子バスケット部［九州大会出場決定］ 

         （２年）屋宜ももこ、山崎友華、知念梨乃子、平得碧望、安慶名洋瀬、喜友名星花、 

         山城優月、富村祐衣、宮城樹乃、平良藍花、川上ひなの、吉里沙弥、                 

         兼城早希（マネージャー）（１年）島袋香紀、山口玲未、森根稚遥 
           ・沖縄県Ｕ－１４クラブチャンピオンシップ男子バレーボール大会 
         準優勝：男子バレーボール部 ［九州大会出場決定］ 
         （２年）名護徳也、座喜味涼、呉屋良周、仲嶺佳孝、長堂勇輝、新垣 遼（１年） 

         新垣達也、下地康平、運天郁哉、冨里亮太、高江洲昌登、高江洲圭輝、嘉陽匠 
      ３月・高校入試 
        ・第６４回卒業式（男子７８人・女子６５人 計１４３人） 

         テーマ「『今』を積み上げ『未来(いま)』をつくる一歩一歩つき進もう自分の夢へ」 
        ・第３２回全九州中学生バスケットボール春季選手権大会 

         女子バスケットボール部 三位 



                                       
平成 24年度 

 ４月 ６日：就任式 教頭：島村一司 

       教諭：山入端明子、鉢嶺幸男、新垣みどり、町田真樹、川畑貴美子、玉那覇秀樹、 

       臨任教諭：安里洋佑、喜友名朋仁、比嘉祐樹、嘉陽百合乃 

       臨任養護教諭：田場未希子 図書司書：小潮川樹 用務：祖堅範子 が就任。 

９日：始業式・入学式１年４クラス(男子８２人、女子７５人 計１５７人)  

１７日：第１回うるま市実力テスト(１・２年) 

１８日～２６日：家庭訪問 

２８日～３０日：平成 24 年度第 52 回全沖縄中学校バレーボール選手権大会 

        男子：ベスト８ 

３０日：第６６回中頭北ブロックバスケットボール大会   女子：代表の部(優勝) 

000000000000000000000000000000000

５月 ２日：春の遠足実施(1 年：こどもの国、2 年：県総合運動公園、3 年：県総合運動公園) 

１１日：青少年犯罪防止講演会  講師：県警生活安全課担当者 

１３日：第１回授業参観、ＰＴＡ総会 

１５～１６日：第１回定期テスト 

２５日：生徒総会 

２８日：沖縄県中学校選抜吹奏楽団第７期生オーディション合格  

       (３年)上江洲もとか：フルート  山入端美香：パーカッション 

知花静良：ホルン  渡久山和夏子：ユーホニウム 

000000000000000000000000000000000

６月 ５日：第２回授業参観 

８日～１０日：第 39 回中頭地区中学校総合体育大会：３競技が県大会出場 

       男子テニスダブルス ベスト１６：(３年)照屋大器、天願和紀 

              男子バレーボール ３位 

       女子バスケットボール 準優勝 

   １６日：校内陸上大会(うるま市陸上競技場) 

      ２０日～２２日：第２回定期テスト 

   ２４日：仲喜洲クリーンデー(中学校区内通学路大清掃) 

       中頭北ブロックバスケットボール１・２年生大会  男子:準優勝 女子：３位 



                                       

 ７月 ４日：中頭教育事務所総合訪問 

１１日～１５日：三者面談 

２０日：１学期終業式 

２３日～２５日：第３９回沖縄県中学校総合体育大会 

       女子バスケットボール準優勝 

２９日：第 1 回中頭地区バスケットボール 1 年生大会  男子：準優勝 

  ８月  １日：第 46 回沖縄県サッカー祭り(Ｃ組)中頭地区大会  ベスト１６ 

第 57 回九州吹奏楽コンクール沖縄県予選  「金賞」受賞 

３日～５日：第 31 回沖縄県中学校 1 年生バレーボール大会  男子：ベスト８ 

   １７日：生徒会リーダー研修会 

１８日：第 46 回沖縄県ユースサッカー選手権大会・中頭地区大会  ベスト８ 

２４日：第 1 回漢字検定(準 2 級：7 人、3 級：2 人、4 級：3 人、5 級：3 人、8 級：1 人) 

２７日：2 学期始業式 

 ９月 ７日：第 27 回中頭地区少年の主張大会  又吉妙香(2 学年)優秀賞 

   １６日：第 49 回中部地区児童生徒科学作品展 

       銀賞：宇江城倫(3 年)・宇江城俊(1 年) 

   ２２日：第 16 回高江洲中学校吹奏楽部定期演奏会(うるま市民芸術劇場 響ホール) 

２４日：校内意見発表会 

      ２８日：第 38 回中頭地区陸上競技大会Ａブロック 

       1 年 1500m(長嶺佳依)：1 位   3 年 800m(屋宜ももこ)：1 位 

3 年 1500m(平良藍花)：2 位 

１０月 ４日～５日：第３回定期テスト 

６日：PTA 美化作業(３学年生徒) 

７日：第 5 回うるま市バスケットボール協会設立記念大会  女子：準優勝 

１４日：体育祭 テーマ「輝く汗と感動をここに！ 燃え上がれ高中魂！」 

１９日：うるま市意見発表会 男子(宇江城倫)：最優秀賞 女子(花城香奈)：最優秀賞 

１０月２０日：県中体連陸上競技大会 



                                       

1 年 1500m(長嶺佳依)：4 位  3 年 800m(屋宜ももこ)：8 位 

２９日：第 60 回全琉小中高校図画作文書道コンクール 

    名護梨沙(2 年)：優秀賞  城之園香奈(3 年)：優良賞 

２９日～１１月１日：(3 年生) 修学旅行出発 ３泊４日(福岡県、長崎県、熊本県) 

(2 年生) 職場体験 

１１月 ３日：中頭地区駅団体会  男子：28 位   女子：18 位 

１３日：中頭地区意見発表会 男子(宇江城倫)：最優秀賞 女子(花城香奈)：最優秀賞 

平成 24 年度中学生の「税についての作文」 

 県納税貯蓄組合連合会優秀賞：城之園香奈(3 年) 

１５日：校内合唱コンクール(うるま市民芸術劇場 響ホール) 

金賞：１年(１年１組) ２年(２年２組) ３年(３年１組、３年３組) 

学校代表：２年２組、３年３組 

   １６日：校内研究発表会 講師：市川伸一(東京大学大学院教授、教育学部長) 

   １７日：第１８回中頭地区総合文化祭 

       【舞台の部】 

       「三線合奏」(２年)島袋桃子、與那嶺桜、伊計佳枝 

(１年)島袋達也、嶺井優邦 

       【展示の部】 

       「美術」(３年)安谷屋江美、川上理子 

(２年)名嘉眞大智、内間理子、津波古椎菜、島袋光希 

２１日：うるま市ブロック音楽発表会(うるま市民芸術劇場 響ホール) 

３年３組の学級合唱と三重唱(仲宗根沙幸、大田貴美子、又良妙香、銘苅 結(伴奏))が

中頭地区音楽発表会の出場権獲得。 

   ２９日：地震・津波の避難訓練 

３０日：中頭地区音楽発表会(うるま市民芸術劇場 響ホール) 

三重唱：仲宗根沙幸、大田貴美子、又良妙香、銘苅 結(伴奏)が全沖縄音楽発表会の出    

場権獲得。 



                                       

１２月 １日：第 40 回中頭地区中学校新人バレーボール大会  男子：ベスト８ 

３日：生徒会役員選挙 

６日：第２回うるま市実力テスト(１年) 

              沖縄県学力到達度調査(２年) 

    ９日：第１８回沖縄県中学校総合文化祭(浦添市てだこホール) 

       【舞台の部】  「三線合奏」(２年)島袋桃子、與那嶺桜、伊計佳枝 

                      (１年)島袋達也、嶺井優邦 

       【展示の部】  「美  術」(３年)安谷屋江美、川上理子 

          
        

(２年)名嘉眞大智、内間理子、津波古椎菜、島袋光希 

   １４日：第 63 回沖縄県小中学校童話・お話・意見発表大会 

 2 学年：花城香奈(女子の部：優秀賞) 

 3 学年：宇江城倫(男子の部：優良賞) 

第 7 回うるま市「ありがとうの手紙作文コンクール」 

 銅賞：藤井 星 

 入選：玉城菜々子、前堂英麗亜、大宜見有生、山城なな 

１６日：ＣＧＧ運動日(各部活動で参加) 

      １８日～２１日：三者面談 

   ２２日：第３７回沖縄県吹奏楽アンサンブルコンテスト 

       サックスフォン四重奏：金賞・九州大会派遣 

                 (３年)照屋美優 

                 (２年)山入端鈴香、仲宗根沙幸、諸見里美咲 

打楽器七重奏：金賞 

(３年)山入端美香 

(２年)照屋美月、玉城百音、又良妙香 

(１年)仲松殊花、西蔵當姫奈、加 勇気 

２５日：2 学期終業式 

      ２６日：第 59 回全沖縄音楽発表会 



                                       

       参加：三重唱(仲宗根沙幸、大田貴美子、又良妙香、銘苅 結(伴奏)) 

 平成 25 年 

 １月 ７日：３学期始業式 

    ９日～１１日：３年生学年末テスト 

      １３日：第 51 回全沖縄児童生徒書き初め展 

       銀賞：(２年)名嘉眞大智、津波古椎菜 

              銅賞：(１年)仲宗根有香、平良 檀、具志美奈津、花城夢乃 

           (２年)島袋光希、大城美優、内間理子 

           (３年)座喜味真央、嘉陽みなみ、嘉陽麻優、照屋大器、 

              兼城早希、川上理子、安谷屋江美 

１４日：新春全沖縄合唱発表会(沖縄市民会館 大ホール) 

1 年 1 組が参加 

    ２１日～２２日：県立学校推薦入試 

２３日～２５日：３学年３者面談(進路決定) 

２７日：第３９回中頭地区新人バスケットボール大会 ベスト８：女子バスケット部 

２月 ２日：第３８回沖縄県吹奏楽ソロコンテスト 

       チューバ独奏    金賞：(２年)玉城菜々子 

       トランペット独奏  銀賞：(２年)銘苅  結 

９日：九州アンサンブルコンテスト 

サックスフォン四重奏：金賞(３年)照屋美優 

                    (２年)山入端鈴香、仲宗根沙幸、諸見里美咲 

   １８日～２０日：学年末テスト(１・２年生) 

高校入試模擬テスト(３年生) 

２３日：第 50 回沖縄県教育版画コンクール 

    入選：(1 年)仲松和美、真壁 葵、比嘉怜大  (2 年)津波古椎菜 

   ２４日：国立沖縄工業高等専門学校入試 

      ２８日：特別支援学級お別れ遠足 



                                       

 ３月 １日：校種間交流(中原小学校６年生) 

    ７日～８日：県立高校入試 

   １０日：第６５回卒業式(男子７８人・女子６９人 計１４７人) 

２２日：離任式 校長：渡慶次 淳(定年退職)   教頭：島村一司 
        教諭：兼城賢昭、仲吉孝之、岸良 徹、喜久里 徹、吉田はるか、與那嶺裕紀 
        臨任教諭：田場未希子(養護)、名幸 要、喜友名朋仁、安里洋佑、嘉陽百合乃 
             島袋舞子 

           私費事務：金城美香  PTA 事務：安里義輝 
           学習支援員(数学)：知花 杏、田幸美恵子 
           特別支援ヘルパー：當銘 樹  いきいきサポート相談員：安東民夫 
       以上、２０人が離任。 

 


