
Ⅰ 学校の概要
１ 学校沿革の大要

昭和２３年
３月３１日 玉城中等学校設立許可なる 初代校長 嶺井敏雄氏 就任
４月 １日 玉城中等学校設立

８日 開校式（ウザハ原）
１０月３１日 第２代校長 大城理秀氏赴任

昭和２４年
３月１８日 玉城村字屋嘉部2番地へ移転

２０日 第１回卒業式
昭和２５年

３月１０日 鉄筋校舎（戦前校舎）修理完了（８教室）
昭和２６年

１２月 ４日 文教局指定実験学校発表会
昭和２７年

４月 １日 玉城中学校と校名を改称
昭和２９年

３月３１日 第３代校長 糸数新一氏赴任
昭和３１年

２月２８日 校門竣工
昭和３３年

３月 ９日 学校創立１０周年記念式典
１２月 ３日 校旗樹立 校歌制定（曲のみ変更、田場盛徳作曲）

昭和３４年
４月 １日 第４代校長 前川守氏赴任

昭和３５年
１月２５日 パン給食始まる

昭和３６年
１２月 １日 第５代校長 伊礼克淳氏赴任

昭和３７年
４月 １日 養護教諭配置

１２月２３日 運動場側スタンド完成
昭和３８年

６月３０日 技術科実習室完成
昭和４０年

１２月１２日 研究協力校発表会
昭和４２年

４月 ６日 第６代校長 喜名盛敏氏赴任
昭和４３年

１月１９日 校地拡張 校舎移転認可（富里１５３番地へ）
昭和４５年

１月３０日 文教局指定研究発表会（数学）
昭和４６年

２月 ４日 文教局指定研究発表会（社会）
昭和４７年

５月１５日 （日本復帰の日）
１２月 ２日 体育館落成式典

昭和４９年
４月 １日 第７代校長 新里智得氏赴任
９月 ２日 校舎完了 現玉城小学校敷地より全面移転

昭和５０年
４月 ２日 校門竣工

昭和５１年
２月２５日 理科岩石園完成（理科モデル校第１回発表会）

昭和５２年
１２月 ５日 県教委指定理科モデル校発表会

昭和５３年
７月３０日 （交通方法変更の日）

１１月２６日 創立３０周年記念式典挙行
昭和５４年

２月 ４日 沖縄タイムス「花園優良校」表彰
４月 １日 第８代校長 津嘉山清氏赴任

１１月 １日 ソニー財団優良校
１２月 ２日 島尻地区駅伝大会優勝

昭和５５年
１１月３０日 島尻地区駅伝大会優勝



１２月２１日 本校ＰＴＡ全国表彰
昭和５６年

３月１７日 図書館竣工
３０日 技術教室竣工

昭和５７年
３月３１日 プール建設竣工

昭和５８年
４月 １日 第９代校長 喜名盛範氏赴任

県教委指定「体力づくり推進校」指定
昭和６０年

１１月２３日 全県読書感想文コンクール最優秀賞
昭和６１年

２月２０日 県教委指定「体力づくり推進校」発表会
昭和６２年

４月 １日 第１０代校長 上原正則氏赴任
６月１２日 島尻地区夏季総合体育大会（バスケット優勝）
７月２５日 沖縄県吹奏楽コンクール金賞

１０月１４日 島尻地区陸上競技大会（総合優勝）
１１月２１日 島尻地区中学校駅伝大会優勝
１２月１３日 文化祭、県中学校駅伝大会（名護大会）男子優勝

昭和６３年
２月２５日 道徳教育第一年次研究発表会
９月１０日 創立４０周年記念式典

１０月１８日 島尻地区中体連陸上競技大会（男子準優勝 女子優勝 総合優勝）
１１月２６日 島尻地区中体連駅伝大会（男子優勝 女子３位）

２７日 マーチングフｴステｲバル優秀賞受賞
１２月１１日 県中学校駅伝大会（中頭大会）男子優勝

平成元年
５月 ４日 吹奏楽部マーチングコンクール（金賞）
６月 ９日 島尻地区夏季総合体育大会（男子ソフトボール優勝）
８月１１日 新校舎落成祝賀会

１０月１１日 創立４０周年記念事業期成会解散総会
１７日 地区陸上競技大会（男子優勝・総合準優勝）

１１月２５日 地区駅伝大会（男子３連覇 女子初優勝）
カ年陸上での優勝者表彰される（最優秀選手賞:嶺井優香.知念永純.玉城恵子.知念由紀子）３

１２月 ６日 道徳教育発表会
１０日 第１３回沖縄県中学校駅伝大会（男子３連覇）
２６日 九州駅伝沖縄大会（玉城中学校県代表で出場）

平成２年
５月 吹奏楽部マーチングフｴステｲバル（金賞）

１１月 吹奏楽部マーチングインオキナワ９０（優秀賞）
平成３年

１月２９日 学力向上対策推進校一年次発表
３月３１日 第１０代校長 上原正則氏定年退職

平成３年度
４月 １日 第１１代校長 中本安照氏 久高小中学校より赴任 外９名の職員赴任

８日 赴任式・始業式・入学式 学級数（普通学級１４ 特殊学級１）
職員３２名 生徒数４７６名

４月１２日 平成３・４年度文部省、県教育委員会より「中学校教育課程指定校」の指定を受ける。
７月２６日 沖縄県吹奏楽コンクール（金賞）
９月１５日 マーチングインオキナワ（最優秀賞）

１０月 ６日 第２２回体育祭
１１月 ４日 マーチングインオキナワ９１（最優秀賞）

２１日 島尻地区意見発表会 湧上茂智（最優秀賞）
平成４年

２月１４日 学力向上対策推進校二年次発表
文部省、県指定「中学校教育課程指定校」一年次中間発表

３月２０日 第４４回卒業式（卒業生 男９０名 女７０名 計１６０名）
３１日 離任式 瑞慶覧長良氏 外１３名が離任

平成４年度
４月 ７日 赴任式・始業式 １５学級（普通学級１４ 特殊学級１）

８日 入学式 職員数３３名 生徒数４８０名
６月１３日 地区空手大会 黒川綾子 個人戦優勝
７月２６日 九州吹奏楽コンクール沖縄支部予選で金賞

１０月１１日 吹奏楽マーチングイン岡山ジｴネラルエフｴクト賞
１１月 ７日 第１回学力向上シンポジウム



１２月 ２日 文部省、県教育委員会指定教育課程研究発表会
平成５年

１月１７日 マーチングバンド全国大会（東京大会 優秀賞）
１９日 学対発表会（最終年次）

３月２０日 第４５回卒業式（卒業生 男８６名 女８１名 計１６７名）
３１日 離任式 中村昌成教頭 外職員１３名

平成５年度
４月 １日 玉城誠恒教頭 外職員１１名赴任

７日 赴任式・始業式 １５学級（普通学級１４ 特殊学級１）
８日 入学式 職員数３３名 生徒数４９４名

７月２９日 九州吹奏楽コンクール沖縄支部予選で金賞
１０月１７日 マーチングインオキナワ（最優秀賞）
１１月２１日 文化祭

平成６年
１月 ６日 第３７回西日本読書感想画コンクール 努力校賞

２３日 マーチングバンド・バトントワリング全国大会 ２連覇 優秀賞（日本一）
２月１６日 村学対発表会

２６日 第２回学力向上シンポジウム
３月１９日 第４６回卒業式（卒業生 男５６名 女８９名 計１４５名）

３１日 離任式 中本安照校長 外職員１０名

平成６年度
４月 １日 第１２代校長 高嶺朝喜 東風平中学校より赴任 外職員８名

７日 赴任式・始業式１６学級（普通学級１５ 特殊学級１）職員数３３名 生徒数554名
１０日 入学式

８月 ２日 第３４回沖縄県吹奏楽コンクール 金賞
９月２５日 体育祭

１１月１３日 マーチング・イン・オキナワ９４ 優秀賞
１２月１５日 第３８回西日本読書感想画コンクール 努力校賞

平成７年
３月１９日 第４７回卒業式（卒業生 男８９名 女７６名 計１６５名）

３１日 離任式（教諭３名 事務職２名）

平成７年度
４月 ７日 赴任式・始業式・学級数１６学級 職員数３３名 生徒数５５５名

１０日 入学式
７月１２日 島尻学校美化審査優良校で表彰

１０月１３日 第２１回島尻地区陸上競技大会（女子３位 総合３位）
１７日 沖縄県マーチングフｴステｲバル 金賞並びにグッドサウンド賞

１１月１２日 マーチングインオキナワ９５優秀賞
平成８年

１月２１日 マーチングバンド・バトントワリング全国大会最優秀賞（日本一）
３月１７日 第４８回卒業式（卒業生 男８３名 女９７名 計１８１名）

２９日 離任式 高嶺朝喜氏定年退職 外職員１１名離任

平成８年度
４月 １日 第１３代校長 井上実氏 安岡中学校より赴任 外職員１１名

９日 入学式 入学生男子９８名 女子７４名 計１７２名、職員４３名 生徒数５５３名
６月１４日 第２２回島尻地区総合体育大会（～１６日まで）
７月 ７日 第４２回全日本中学校通信陸上競技大会

・走り高跳び共通男子 １位 中本 斉 ・１００ＭＨ １位 糸数 梓
２０日 第１６回県夏季陸上競技大会

・共通男子走り高跳び １位 中本 斉 (九州大会派遣)
・女子１００ＭＨ １位 糸数 梓 (九州大会派遣)

１０月 ９日 第２２回島尻地区陸上競技大会 （総合７位）
１１日 体育館修理

１１月 ９日 第１１回文化祭（テーマ：文化の継承・未来文化の発展へ）
２１日 ５０周年記念事業期成会総会

１２月２０日 県指定・村指定図書館モデル校一年次発表会
平成９年

１月１８日 島尻地区新人大会 男子バレー 優勝、剣道男子 準優勝
３月 ９日 春期野球大会ブロック優勝（県大会出場）

１６日 第４９回卒業式（卒業生 男９７名 女９１名 計１８８名）

平成９年度
４月 １日 大城光徳教頭、上原康一教頭 外職員１４名赴任

８日 入学式 男子８３名 女子１０３名 計１８６名



６月２２日 第２３回島尻地区夏季総合体育大会 優勝 男子バレーボール
８月 ４日 特別教室校舎改築工事合同安全祈願祭
９月２７日 第２４回 体育祭

１０月 ９日 第２３回島尻地区中学校陸上競技大会 （女子２位 総合４位）
・１年女子１００ｍ １位 知念亜佐美 ・共通女子１５００ｍ １位 平良 茜
・共通女子１００ｍＨ １位 糸数 梓

１１月２９日 第２１回島尻地区中学校駅伝競走大会
女子２位（県大会出場） ・区間賞 １位 長嶺久美子

１０日 「中学生の税の作文」（全国納税貯蓄連合会）玉城中学校に感謝状
１２月 ３日 県教育委員会 村教育委員会指定「図書館モデル校」研究発表会（二年次）

平成１０年
１月２８日 第４１回西日本読書感想画コンクール「努力校」入賞

３１日 第２３回島尻地区中学校新人大会 優勝 男子バレーボール
３月１５日 第５０回 卒業式 （卒業生 男子１０６名 女子８５名 計１９１名）

３１日 Ｂ棟校舎落成

平成１０年度
４月 １日 創立５０周年記念日

第１４代校長 安次富 勲氏 あげな中学校より赴任、教頭 仲村伝助氏 南星中学校
より赴任、外職員１０名赴任
赴任式、始業式 １６学級（普通 １５、特殊１） 職員３６名 生徒 ５３３名(男子２７３名、女子２６０名）７日

８日 入学式 １７５名（男子９２名、女子８３名）
６月１９日 島尻地区夏季総合体育大会 優勝 男子バレーボール
７月 ２日 体育館解体撤去開始

２５日 沖縄県夏季陸上競技大会 男女総合優勝、男子優勝
９月１９日 第１回発明祭

１０月 ９日 第２４回島尻地区陸上競技大会 男女総合準優勝（男子２位）
・共通２００ｍ １位 磯貝 翼〈３年） ・２年１００ｍ １位 知念麻未
・８００ｍＲ １位（磯貝、金城、小波津、夫田）・２年８００ｍ １位 長嶺久美子
・共通４００ｍ １位 太田守人（３年） ・共通１５００ｍ １位 當山五月

１１月 ７日 島尻地区駅伝大会 女子３位、男子９位
２３日 全国納税貯蓄組合連合会（檜山健一会長）より学校表彰（感謝状）

１２月 ４日 学校図書館モデル校研究発表会（第三年次） 全体会場（役場２階ホール）
平成１１年

１月 ６日 創立５０周年記念庭園起工式
２月２５日 創立５０周年記念講演会

演題 「世界に羽ばたく君たちへ」 講師 前原利夫 ９期（字玉城）
２６日 創立５０周年記念式典（生徒対象）

３月１４日 第５１回卒業式
２６日 玉城哲雄先生 沖縄タイムス社 教育功労賞（特殊教育）受賞
３１日 体育館落成 体育館開き

離任式 仲村伝助教頭（定年）、上原康一教頭（西崎中へ） 外職員１１名離任

平成１１年度
４月 １日 辞令交付式 金武幸一教頭 国頭中学校より赴任 外職員１２名赴任

赴任式、始業式１６学級（普通１５、特殊１）職員３６名 生徒５６１名（男子２７４名、女子２８７名）７日
８日 入学式１９９名（男子９７名、女子１０２名）

１６日 第１回１学年宿泊体験学習（玉城少年自然の家にて）
５月 １日 ＰＴＡ総会 第１５代会長 照屋盛豊氏 選出
６月２６日 創立５０周年記念式典・祝賀会（一般）
７月２５日 沖縄県吹奏楽コンクールＢパート金賞

１０月 ８日 第２５回島尻地区陸上競技大会 女子総合３位
・共通女子８００ｍ １位 長嶺久美子 ・共通女子１５００ｍ １位 當山五月

１１月１４日 玉城中学校文化祭 展示の部、舞台の部発表
２７日 第５回島尻地区中学校総合文化祭

字前川の伝統芸能アヤグ、特殊学級マギデークニを発表
３０日 沖縄県教育賞受賞 玉城哲雄先生

１２月１５日 沖縄県人権作文コンテスト優秀賞 石嶺恵利子（県版道徳副読本に採用予定）
平成１２年

１月２９日 島尻地区新人大会 優勝 野球・男子バレーボール
２月 １日 学力向上発表教育講演会 講師 金城孝夫氏（沖縄尚学高校野球部監督）
３月１２日 第５２回卒業式 卒業生１８４名（男子８４名、女子１００名）

３１日 離任式 職員１４名 定年退職(安次富勲校長、玉城哲雄先生、嶺井なおみ先生)

平成１２年度
４月 ３日 辞令交付式 第１５代校長 阿嘉広雄 三和中学校より赴任 外職員７名

赴任式、始業式１５学級（普通１４、特殊１）職員３１名 生徒５３２名（男子２７２名、女子２６０名）７日
８日 入学式 新入生１５２名（男子８１名、女子７１名）



５月１５日 島尻地区学校美化審査 優良賞受賞
６月１６日 島尻地区中体連夏季総合体育大会（～１８日） 準優勝(男子バレーボール、野球)

２５日 兵庫県雲雀丘学園中との生徒会交流
９月２３日 島尻地区科学作品展 金賞

１０月２９日 第２５回体育祭
１１月２５日 島尻地区中学校総合文化祭 琉舞、特殊学級演劇に出演
１２月１７日 沖縄県中学校総合文化祭 「アヤグ」幕開け（三線）出演

平成１３年
１月２７日 島尻地区中体連新人総合体育大会（～２９日） 準優勝 （男子・女子バレーボール）
３月１６日 第５３回卒業式、卒業生１８０名（男子９４名、女子８６名）

平成１３年度
４月 ２日 辞令交付式 職員１１名赴任

７日 赴任式、始業式 生徒数（男子２５２名、女子２５３名）
９日 入学式 新入生（男子７４名、女子７９名）

６月１５日 島尻地区中体連夏季総合体育大会（～１７日） 優勝 男子バレーボール
７月２１日 県中体連夏季総合体育大会 野球、男女バレーボール、女子バスケットボール出場

２７日 県吹奏楽コンクール 金賞（Ｂパート）
９月２３日 地区中学校科学作品展 金賞２作品、銅賞１作品

１０月 ５日 地区陸上競技大会 共通女子４００ｍＲ １位
１４日 県中学校科学作品展 優秀賞１作品、優良賞１作品

１２月 ８日 優良ＰＴＡ文部科学大臣表彰祝賀会
平成１４年

１月２６日 地区中体連新人大会（～２８日） 準優勝 男子バレーボール
２月 ９日 県青少年科学作品展 沖縄電力社長賞１作品、県教育長賞１作品
３月１４日 第５４回卒業式

２９日 離任式 阿嘉広雄校長 外職員１０名

平成１４年度
４月 １日 辞令交付式 第１６代校長 山内美武氏 水納小中学校より赴任 外職員８名

５日 赴任式、始業式 生徒数（男子２２６名、女子２１７、合計４４３名）
８日 入学式 新入生（男子７１名、女子６８名）

６月 ３日 福祉教育・国際理解講演会（ＮＧＯ沖縄 池間哲郎）
２１日 島尻地区中体連夏季総合体育大会（～２３日） ３位 男子バレーボール

７月 ６日 全日本中学校通信陸上競技大会
・共通男子棒高跳び １位 垣花健太

２４日 県中体連夏季体育大会 サッカー、男子バレーボール、女子バスケットボール出場
９月２１日 地区中学校科学作品展 金賞２作品 ３年仲松義晃・２年津波古良太、宮平祐

１０月 ４日 地区陸上競技大会 （総合６位）
県英語スピーチコンテスト 仲村貢 地区代表として参加

１３日 県中学校科学作品展 学校賞、優良賞１作品、佳作１作品
１９日 県中学校陸上競技大会 １年女子４００ｍＲ １位 瑞慶覧優子

１２月 ８日 優良ＰＴＡ文部科学大臣表彰祝賀会
平成１５年

１月１６日 鑑賞教育：ＪＥＣブラス コンサート
２５日 地区中体連新人大会（～２７日）

準優勝 男子バレーボール、 ３位 男子バレーボール・女子剣道
３月１３日 第５５回卒業式

平成１５年度
４月 １日 辞令交付式 職員３名赴任

７日 赴任式、始業式 生徒数（男子２０５名、女子２０３名、合計４０８名）
８日 入学式 新入生（男子５７名、女子５６名）

５月１３日 第１回学校公開日
６月２０日 第２９回島尻地区中体連夏季総合体育大会（～２２日）

・男子バレーボール 優勝 ・女子バスケットボール 準優勝
１０月 ３日 第２９回島尻地区中学校陸上競技大会 （総合８位）

１１日 第４５回県児童生徒科学作品展
最優秀賞・読売新聞社賞

「高分子吸収体の謎」大城宣文・照喜名王・杉浦勇（２年）（全国へ出品）
優良賞「自然落下でできる渦」並河善己（１年）・津波古良太・宮平祐（３年）

１８日 第２６回「体育祭」
１１月１５日 第１６回県中学校女子駅伝競走大会（宮古島大会）

区間賞 第４区 (２km) １位 當山紗貴子（３年）
２７日 高円宮杯 第５５回全日本中学校英語弁論大会 比嘉美和（３年）県代表として参加

１２月 ５日 第４５回島尻地区音楽発表会「選択女声合唱」 最優秀賞
２４日 第４７回日本学生科学賞：中央審査「入選２等」

「高分子吸収体の謎」 大城宣文・照喜名王・杉浦勇（２年）



平成１６年
１月２１日 鑑賞教育：観劇「真夏の夜の夢」：劇団「青い鳥」
２月１４日 第２６回沖縄青少年科学作品展「学校奨励賞」
３月 ２日 市町村合併に伴う子ども会議（生徒代表４名）

５日 ダイキンオーキッドゴルフ職場訪問（１、２年）
１３日 第５６回卒業式
３１日 山内美武校長（退職）

平成１６年度
４月 １日 辞令交付式 第１７代校長 呉屋 繁氏 知念中学校より赴任 外職員１０名

７日 赴任式、始業式 生徒数（男子１９３名、女子１９０、合計３８３名）
入学式 新入生（男子６４名、女子６６名、合計１３０名）８日
第５５回沖縄県陸上競技選手権大会兼国体選考会５月 ９日
中１・中２女子１００ｍ １位 津波 茜 （１年）

６月 ９日 島尻地区英語ストーリーコンテスト 最優秀賞 平良江莉(３年)
２０日 第３０回島尻地区中学校夏季男子バレーボール大会 優勝
２２日 第３０回島尻地区中学校夏季野球大会 準優勝
２７日 第５０回全日本中学校通信陸上競技選手権（沖縄）大会

１年女子１００ｍ １位 津波 茜 （１年）
共通女子円盤投げ １位 比嘉美樹 （３年）

７月 ２日 沖縄県中学校英語ストーリーコンテスト 優秀賞 平良江莉（３年）
２５日 第２４回沖縄県中学校夏季陸上競技大会

１年女子１００ｍ ２位 津波 茜 （１年）
２８日 第３７回新報音楽コンクール・管楽部門

１位 桐原芳樹（３年）・伴奏：山内麻奈未
８月１５日 第３５回全沖縄ジュニア陸上競技選手権大会

男子ＢＣ共通ジャベリックスロー１位 知念良太 （３年）
女子ＢＣ共通ジャベリックスロー１位 比嘉美樹 （３年）

９月１７日 島尻地区英語スピーチコンテスト「高円宮杯全日本中学校英語弁論大会」
優良賞 ３年 大城五月

第４４回島尻地区児童・生徒科学作品展
金 賞 「渦輪とカルマン渦」 ２年：並河善己、大城陽平

「水面波の研究」 ３年：杉浦勇、野原和樹、大城宜文
「紅茶の性質の研究」 ３年：比嘉祥勝、照喜名王、大城秀之進、中村太一

１０月 １日 第３０回島尻地区中学校陸上競技大会 （総合の部：８位）
８日 第４４回沖縄県児童・生徒科学賞作品展

優良賞・「渦輪とカルマン渦」 ２年：並河善己、大城陽平
「水面波の研究」 ３年：杉浦勇、野原和樹、大城宜文

２３日 第４６回沖縄県中学校陸上競技大会
共通男子棒高跳び １位 知念良太（３年）

２９日 第３５回全国ジュニアオリンピック陸上競技大会
男子ＢＣ共通ジャベリックスロー ３１位 知念良太（３年）
女子ＢＣ共通ジャベリックスロー ２９位 比嘉美樹（３年）

１１月 ６日 第２８回島尻地区中学校男子駅伝競走大会 第３位
１０日 平成１６年度「税についての作文」

優秀賞 伊良皆香織（３年）、組合長賞 新垣卓也（３年）
１２月 ７日 第４６回島尻地区音楽発表会「選択女声合唱」最優秀賞

平成１７年
２月１１日 第４３回全沖縄児童生徒書き初め展「受賞者」

金賞 嶺井龍樹（２年）、 山入端優花（１年）
１９日 第２７回沖縄青少年科学作品展

沖縄県教育長賞・「水面波の研究」 ３年：杉浦勇、野原和樹、大城宜文
３月 ４日 ダイキンオーキッドゴルフ：職場訪問及び観戦（１、２年生）

１１日 第５７回 卒業式

平成１７年度
辞令交付式 職員１０名赴任４月 １日

７日 赴任式、始業式 生徒数（男子１８１名、女子１９１名、合計３７２名）
平成１７学年度入学式 新入生（男子６１名、女子６８名、合計１２９名）８日

６月１４日 島尻地区英語ストーリーコンテスト 優秀賞 新垣尚美(３年)
７月 ２日 沖縄県中学校英語ストーリーコンテスト 優秀賞 平良江莉（３年）

２８日 第４４回沖縄県吹奏楽コンテスト 銀賞
第３７回新報音楽コンクール・管楽部門 １位 桐原芳樹（３年）伴奏：山内麻奈未

８月 ８日 第１８回都道府県対抗 大会：島尻選抜選手 井上杏奈（２年）ジュニアバスケットボール
１６日 ３年生福祉施設訪問学習（～１７日）９月
１２日 玉城中学校文化祭 展示の部、舞台の部発表（生徒、ＰＴＡ、地域）～１３日１１月
２１日 第２６回九州中学校陸上競技大会 １年女子100ｍ 津波 茜（参加）

１２月 ５日 第１８回都道府県対抗ｼﾞｭﾆｱﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会：島尻選抜選手 大城直人（２年）



平成１８年
２月１１日 第４３回全沖縄児童生徒書き初め展「受賞者」

金賞 嶺井龍樹（２年）、 山入端優花（１年）
１９日 第２７回沖縄青少年科学作品展

沖縄県教育長賞・「水面波の研究」 ３年：杉浦勇、野原和樹、大城宜文
第５８回 卒業式３月１０日

平成１８年度
辞令交付式４月 １日

７日 上原廣子教頭他 教職員１２名
赴任式、始業式 生徒数（男子２０２名、女子１９１名、合計３９３名）
平成１８学年度入学式 新入生（男子７９名、５７女子名、合計１３６名）１０日

７月 １日 第５２回全日本中学校通信陸上競技選手権（沖縄）大会
共通女子１００m（１位）津波 茜 低学年女子４００ｍR（１位）
共通男子４００ｍ（１位）稲福恭

１６日 九州中学校ソフトテニス大会（開催地：熊本県）へ
平良将・比嘉紀洋ペアが、県代表として参加。

２３日 第４６回沖縄県合唱コンクール（金賞） 九州大会へ
９月２６日 第３２回島尻地区中学校陸上競技大会

男子の部： ８位、 女子の部：２位、 総合の部：２位
平成１９年

３月１０日 第５９回卒業式

平成１９年度
辞令交付式 第１８代長嶺由弘校長他 教職員８名４月 ２日

９日 赴任式、始業式 生徒数（男子１９６名、女子２００名、合計３９６名）
平成１９学年度入学式 新入生（男子５８名、女子７６名、合計１３４名）１０日

５月２６日 第２９回沖縄県中学校陸上選手権大会 （～２７日）
２・３年男子 １位３０００ｍ 嶺井雄宇

２・３年男子 １位ジャベリックスロー 吉田悠太
１位４×１００R仲村杏里 比嘉玲衣奈 中村数 仲里明日美２・３年女子

６月 ４日 国際交流会「シンガポールの高校生」
第３３回島尻地区中体連夏季総合体育大会（～１７日）１５日
男子バレー 男子バスケット部（準優勝） 野球部（３位）ボール部（優勝）

７月 ７日 第５３回全日本中学校通信陸上競技選手権（沖縄）大会 （～８日）
共通男子 １位ジャベリックスロー 吉田悠太 ６０ｍ４０㎝ 大会新記録

２２日 第４７回沖縄県合唱コンクール（金賞） 九州大会へ
９月２８日 第３３回島尻地区中学校陸上競技大会

男子の部： 優勝、 女子の部：４位、 総合の部：３位
１１月 ３日 地区駅伝競走大会 男子２位

県駅伝競走大会 男子４位１７日
平成２０年

２月 ５日 修学旅行出発（～８日）
１３日 教育講演会 講師：島袋勉氏演題「夢をあきらめない」

第６０回 卒業式３月 ９日

平成２０年度
辞令交付式 教職員５名４月 １日
赴任式、始業式 生徒数（男子１９７名、女子２０４名、合計４０１名）７日
平成２０学年度入学式 新入生（男子６１名、女子７２名、合計１３３名）８日

５月２４日 第３０回沖縄県中学校陸上選手権大会
２・３年男子１１０MH １位 與那嶺 慶
２・３年男子４×１００MR１位 比嘉明大、大湾政太郎、與那嶺 慶、高嶺宏隆

４４秒９９（大会新）
６月２０日 野球 バドミントン部（優勝）第３４回島尻地区中体連夏季総合体育大会 部(優勝）
７月 ５日 第５４回全日本中学校通信陸上競技選手権（沖縄）大会

共通男子４×１００MR １位 比嘉明大、大湾政太郎、與那嶺 慶、高嶺宏隆
４５秒４９（大会新）

県中体連夏季総合体育大会（～２３日）７月２１日
陸上競技 共通男子 走幅跳び １位 諸見里真寛 九州大会へ

２２日 第４８回沖縄県合唱コンクール（金賞） 九州大会へ
第３４回島尻地区中学校陸上競技大会９月２６日

男子の部：優勝、 女子の部：優勝、 総合の部：優勝
共通男子１００ｍ １位 大湾政太朗
共通男子３０００ｍ １位 知念寛弥
共通男子４００ｍＲ １位 比嘉明大、大湾政太朗、與那嶺慶、諸見里真寛

４４秒６（地区新記録）
共通年女子８００ｍ １位 當山シェリーリー



１年女子４００ｍＲ １位 仲里桃花、百名愛星、玉城亜利紗、諸喜田千穂
共通女子走幅跳 １位 仲村杏里
共通女子走高跳 １位 當山シェリーリー

県中学校陸上競技大会１０月１８日 第５０回沖縄
共通男子４００ｍＲ １位 比嘉明大、大湾政太朗、與那嶺慶、諸見里真寛

４６秒８７（県新記録）
１１月 １日 島尻地区駅伝競走大会 男子優勝 女子５位

９日 学校創立６０周年記念式典・記念文化祭・祝賀会
１５日 県駅伝競走大会 （那覇） 男子２位 九州大会へ

平成２１年
１月２４日 地区中体連新人大会（～２６日） バドミントン（優勝）男子バレー（３位）
３月１２日 第６１回 卒業式

２４日 修了式 ・離任式
平成２１年度

４月 １日 辞令交付式 與那嶺剛教頭はじめ 教職員８名
７日 赴任式、始業式 生徒数（男子１７９名、女子２１２名、合計３９１名）

平成２１年度入学式 新入生（男子６０名、女子６５名、合計１２５名）８日
６月 ７日 南城市学校公開日、授業参観、親子サイバー犯罪学習会

１２日 地区中学校夏季総合体育大会（～１４日）
バドミントン部（準優勝）空手同好会（女子団体型優勝）男子バレー部（３位）

７月１９日 第４９回沖縄県合唱コンクール（金賞） 九州大会へ
県中体連夏季総合体育大会 女子バドミントン部 優勝２１日

２４日 第４９回沖縄県吹奏楽コンクール（優良賞）
全国学校音楽コンクール沖縄大会 合唱部出場８月 １日

１０月 ６日 テーマ『熱い思いを闘志にかえて 勝利のゴールに一直線』体育祭
１１月 ２日 県駅伝競走大会 （那覇） 男子２位 九州大会へ

平成２２年
１６日 野球部（準優勝）１月 地区中体連新人大会

２月 ８日 修学旅行出発（～１２日）
３月 ９日 第６２回 卒業式

１８日 修了式 ・離任式
平成２２年度 学校沿革概要

辞令交付式 第１９代伊川治美校長はじめ 教職員１４名赴任４月 １日
赴任式、始業式 生徒数（男子１７９名、女子２０４名、合計３８３名）７日

８日 平成２２年度入学式 新入生（男子５９名、女子６５名、合計１２４名）
６月１１日 地区中学校夏季総合体育大会（～１３日）

第１５回地区新人バドミントンシングルス大会 １年女子の部 準優勝 金城結以花（１年）８月５日
１６日 第４４回沖縄県サッカー祭り（Ｃ組）島尻地区大会 サッカー部 準優勝

９月２８日 １学年農業講演会 花野果村社長：大城浩明氏
１０月 １日 第３６回島尻地区中学校陸上競技大会

＜団体＞ 男子８位、女子１０位、総合８位
１４日 教育講演会 興南高校野球部監督：我喜屋優氏 「小さな島から出発」
１６日 第５２回沖縄県中学校陸上競技大会（八重山大会）

ジャベリックスロー １位 安次富達貴（３年）
３０日 島尻地区駅伝競走大会 女子４位（県大会出場）男子９位

区間賞 １位 金城桃子（３年）
平成２３年

１月 島尻地区中体連新人大会ソフトテニス大会（～１６日）１５日
低学年男子団体 優勝 、 低学年男子個人 優勝 崎原琉輝、上地慶明（１年）
低学年女子個人 準優勝 平良沙耶、伊波舞子（１年）

２２日 島尻地区中体連新人大会 準優勝 サッカー部
１１日 第６３回 卒業式
２４日 ・離任式修了式

平成２３年度 学校沿革概要
４月 １日 辞令交付式 比嘉正晃教頭はじめ 教職員７名赴任

７日 赴任式、始業式 生徒数（男子１１９名、女子１３２名、合計２５１名）
８日 平成２３年度入学式 新入生（男子６８名、女子６３名、合計１３１名）

２９日 学級ＰＴＡ、学年ＰＴＡ、ＰＴＡ総会、部活動育成総会
１０日 地区中学校夏季総合体育大会（～１２日）

８月 １日 第４５回県ユース（Ｕー ）サッカー選手権大会島尻地区大会 準優勝15
９月３０日 第３７回島尻地区陸上競技大会

共通男子 ＭＲ 優勝 屋宜孝志 崎間恒之介 國吉 遼 山田正一朗400
１年女子 Ｍ 第２位 知念可奈恵 ２年女子 Ｍ 第２位 金城結以花800 800
年男子走幅跳 第３位 知念大河 共通男子 Ｍ 第３位 宇地原辰紀1 3000

共通男子 Ｍ 第３位 山田正一朗100
１０月４日 総合訪問（島尻教育事務所・市教育委員会）



来校者：島尻事務所長、上原敏彦他１２名、南城市教育長、高嶺朝勇他２名
１１月 ５日 第２７回島尻地区中学校駅伝競争大会 女子 第３位

５区 第１位 金城結以花 ３区 第２位 伊良皆桜(３年)
１２月 ５日 性・エイズ学習講演会「人権を通して生き方を考えよう」講師：比嘉正央氏

１８日 総合文化発表会
１月２１日 第３７回島尻地区新人総合体育大会（～２３日）

新人バドミントン大会：女子団体３位
女子ダブルス 優勝：金城結以花（２年）、稲福亜美（２年）
３位：中村佳純（２年）、重茉依（２年） 新人サッカー競技大会 ３位
新人ソフトテニス大会 代表男子団体 ３位
代表男子個人 優勝：上地慶明（２年）、崎原琉輝（２年）

３月 ２日 ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント見学（１学年）
７日 県立高校入学者選抜学力検査（～８日）

１１日 第６４回卒業式
２３日 平成２３年度修了式・離任式

平成２４年度 学校沿革概要
４月 １日 辞令交付式 第２０代国吉昇校長はじめ 教職員１２名赴任

９日 赴任式、始業式 生徒数（男子１１９名、女子１３２名、合計２５１名）
１０日 平成２４年度入学式 新入生（男子６８名、女子６６名、 合計１３４名）
１５日 第５回沖縄インドアソフトテニス大会

準優勝 中学生男子 上地慶明・崎原琉輝（３年）
８日 島尻地区夏季中学校体育大会

第３８回島尻地区中学校夏季ソフトテニス競技大会
優勝 代表個人 大城和磨・上地慶明（３年）

１０日 第３０回島尻地区中学校夏季バドミントン競技大会
１位 女子ダブルス 稲福亜美・金城結以花（３年）
３位 女子ダブルス 仲村佳純・重茉依（３年） ２位 女子団体

２５日 第３２回沖縄県中学校バドミントン競技大会
女子ダブルス ３位 稲福亜美・金城結以花（九州大会出場） ３位 女子団体
第５４回沖縄県中学校ソフトテニス競技大会
準優勝 男子個人 上地慶明・大城和磨（九州大会出場）

１７日 第１２回全国中学校総合文化祭栃木大会
沖縄県島尻地区郷土芸能選抜出場 糸数 枝美里（３年）

２８日 第３８回島尻地区中学校陸上競技大会 総合５位入賞 男子６位 女子８位
共通女子１５００ｍ 1位 金城結以花 共通女子 ８００ｍ 1位 金城結以花
１年男子１００ｍ １位 當山全樹 共通男子 砲丸投 ２位 中村ジェームズ翔

２０日 第５４回沖縄県中学校陸上競技大会
女子共通８００ｍ 1位 金城結以花 女子共通１００ｍＨ ２位 中村向日葵
共通男子砲丸投 ３位 中村ジェームス翔

２１日 第２９回体育祭 体育祭テーマ「青空広がるこの場所で 仲間とともに駆けぬけろ！」
３０日 平成２４年度沖縄県愛鳥週間ポスターコンクール 最優秀賞 楳田航紀（２年）
１７日 野球部 善行賞 沖縄県退職校長会
１８日 第３２回全国豊かな海づくり大会絵画コンクール中学校の部

沖縄県教育長賞 友利笑歌（２年）
２０日 沖縄県青少年育成県民会議会長賞 伊波舞子（標語の部）

３０日 島尻地区中学校音楽発表会 地区代表選出 独唱：上原功裕 独唱（伴奏）：崎間日向子
１２月２日 平成２４年度中学生の「税についての作文」 優秀賞 伊敷美和

８日 第３２回中学生人権作文コンテスト沖縄県大会 優秀賞 知念美菜
平成２４年度第５９回全沖縄学校音楽発表会
島尻地区代表 独唱の部：上原功裕（２年） 伴奏：崎間日向子（２年）

２６日 第５９回全沖縄学校音楽発表会 独唱：上原功裕 独唱（伴奏）：崎間日向子
平成２５年

１月 ７日 ３学期始業式
２月 １日 学力向上強化月間～２８日

３日 西日本新聞社九州山口各県学校図書館協議会主催
入選 自由図書の部 宇地原由佳（２年）

９日 第４９回全沖縄青少年読書感想文・感想画コンクール
感想画 優秀賞 宇地原由佳（２年）
第２回沖縄県中学生新人駅伝競走大会女子の部 優勝
女子の部区間賞 第４区１位 平良美南
第４９回全沖縄青少年読書感想文・感想画コンクール
感想画自由 優秀賞 宇地原由佳（２年）

１０日 第５１回全沖縄児童生徒書き初め展 金賞：嶺井莉彩３年
２３日 第５１回島尻地区中学校新人軟式野球強化大会 優勝



１０日 第６５回卒業式
２２日 平成２４年度修了式・離任式

平成２５年度 学校沿革概要
４月 １日 辞令伝達式式 山田正策、下地貴之、大城敦子、八幡辰史、上地彩香 着任

８日 赴任式、始業式（男子１３７名、女子１３２名、合計２６９名）
９日 平成２５年度入学式 新入生（男子７２名、女子６３名、 合計１３５名）

２１日 第１３回島尻地区中学校軟式野球シード権大会 準優勝
５月１２日 平成２５年度島尻地区春季ソフトテニスシード権大会

代表の部優勝 崎間 駿太郎・平田 智也 低学年の部優勝 座間味正輝・渡嘉敷星南
１５日 横浜市立老松中学校との交流会（３年生）
１７日 校内陸上競技大会（雨天の為国民体育館にてレク大会：ドッジボール・大縄飛び大会）
１９日 第６４回沖縄陸上競技選手権大会

男子中学ジャベリックスロー 第１位 嶺井友貴（５７Ｍ１８）
女子Ｂ１００ＭＨ 第２位 中村向日葵（１６秒９２）
教育講演会「甲子園のマウンドから見えるもの」
講師：我喜屋優 氏（興南高校野球部 監督）

６月 ７日～９日 地区夏季総合体育大会
野球部 第３９回島尻地区中学校夏季軟式野球大会 準優勝
男子ソフトテニス 第３９回島尻地区中学校夏季ソフトテニス競技大会 団体３位
低学年男子団体３位 代表男子個人３位 崎間駿太郎・平田智也

１２日 奥武島海神祭「ハーリー」地域行事学習へ全校参加、１学年競漕参加
１４日 第１回アートフェスティバル 美術部３位
１８日 平和学習 １学年：平和講演会 講師：石嶺眞吉 氏 ３学年：平和祈念資料館
１９日 １学期終業式
２７日 第１回沖縄県中学校アートコンクール 準優勝

制作の部 優良賞 山入端もね・古波津風 特別賞 阿部瑠々香
展示の部 優良賞 山入端もね・津波ももこ 佳作 大城七彩

２９日 ３年生 サマースクール（ミントンの会）～夏季休業期間
２２日 第１２回全国女子中学生ウエイトリフティング競技選手権大会

５３ｋｇ級 １位（記録１１９ｋｇ）日中新 具志堅莉奈
２４日 第４４回全沖縄ジュニア陸上競技選手権大会 男少年Ａ１１０ｍＨ ３位 仲村裕之

男ＡＢＣ共通ジャベリックスロー 嶺井友貴 女少年Ａ１００ｍＨ ２位 中村向日葵
２６日 ２学期始業式
２７日 地域清掃ボランティア活動（全校生徒・職員）

９月１９日 県教育庁表敬 第１２回全国女子中学生ウエイトリフティング競技選手権大会
５３ｋｇ級 １位（記録１１９ｋｇ）日中新 具志堅莉奈

２７日 平成２５年度島尻地区中学校陸上競技大会
優秀選手賞：具志堅莉奈（２年女子（第12回全国女子中学校重量挙競技選手権大会勝）
第３９回島尻地区中学校陸上競技大会
第１位 共通男子ジャベリックスロー 嶺井友貴
第１位 共通男子走高跳 山城英亨 第２位 共通男子走幅跳 知念大河
第１位 共通女子ジャベリックスロー 中村向日葵
女子３位 男子４位 総合３位

11日 平成25年度全国地域安全運動ポスター・標語（公益財団法人沖縄県防犯協会連合会）
ポスターの部優秀賞：山入端もね（3年） 標語の部 佳作賞：山入端もね（3年）

18日 県中体連陸上競技大会宮古島大会～20日（嶺井豊、知念大河、山城英亨、中村向日葵）
第５５回県中学校陸上競技大会 第２位 共通女子１００ｍＨ 中村向日葵
第２位 共通女子ジャベリックスロー 中村向日葵

11月２日 地区駅伝競争大会（男子３７回・女子２９回） 区間１位（第５区）城間輝樹
区間３位（第２区）平良明日花 区間３位（第３区）山田颯香

14日 平成２５年度中学生の「税についての作文」
沖縄県納税貯蓄組合連合会優秀賞：井上和明・安田卓央（３年）
那覇青色申告納税貯蓄組合優秀賞：玉城魁聖・大城孝晃・長嶺亮（３年）

11月29日 地区音楽発表会 最優秀賞 独唱の部 上原功裕 伴奏 崎間日向子
７日 第５３回島尻地区中学校軟式野球強化大会優勝 野球部
15日 第2回学校公開日 第9回ミュージックフェスタＩＮ玉中 開催
19日 平成25年度沖縄県愛鳥週間ポスターコンクール表彰

日本鳥類保護連盟会長賞 楳田航紀
25日 教育講演会 講師：石井 浩子 氏 （ノートルダム女子大学准教授）

「えっ 生活リズムって何？」規則正しい生活が人生を変える
平成２６年

１月17日 優秀競技者賞（全国規模大会で優勝、国際大会３位以内）
（第２７回全国ウェイトリフティング選手権大会５３ｋｇ級）ウェイトリフティング競技 具志堅莉奈

25日 第３９回島尻地区新人剣道競技大会低学年男子 個人の部 準優勝 知念優太
第５９回全琉音楽祭 独唱 上原功裕 伴奏 崎間日向子

26日 第３７回琉球新報旗争奪高等学校ウェイトリフティング選手権大会



中学生の部 女子５３ｋｇ級 第１位 具志堅 莉奈
第３９回島尻地区新人バドミントン競技大会 男子団体 １年生の部 準優勝
代表 男子シングルス 準優勝 大城 礎良 女子団体 １年生の部 準優勝
女子団体 準優勝 金城五月花・安次富ひより・當間美緒・津波古さくら・親川沙瑛・
山内まい・島和奏
代表女子ダブルス 準優勝 安次富ひより・當間美緒 ３位 親川沙瑛・津波古さくら

２月５日 生徒会「いじめ０宣言」
２日 沖縄県中学校新人団体戦バドミントン選手権大会 準優勝 金城五月花・安次富ひより

・當間美緒・津波古さくら、親川沙瑛・山内まい・城間和夏
第５７回西日本読書感想画コンクール 読書感想文自由 入選 宇地原由佳（３年）
西日本新聞社九州山口各県学校図書館協議会主催入選
自由図書の部 宇地原由佳（3年）

10日 沖縄県児童生徒等表彰スポーツ活動部門
第１２回全国女子中学生ウェイトリフティング競技選手権大会
５３ｋｇ級 第１位及び最優秀選手賞 具志堅 莉奈（2学年）

２２日 第３回沖縄県中学校新人駅伝競争大会 女子第３区１位 知念 亜実（２年）
３月５日 ダイキンオーキッドレディースゴルフ大会事前学習（1学年）

７日 ダイキンオーキッドレディースゴルフトーナメント観戦（1学年）
９日 第66回卒業式(男子：70、女子：63名 計133名)
24日 平成２５年度修了式・離任式

平成２６年 学校沿革概要
４月 １日 辞令交付式 第２１代兼屋辰郎 校長はじめ教職員１４名赴任

７日 赴任式、始業式（男子１４２名、女子１３１名、合計２７３名）
８日 平成２６年度入学式 新入生（男子５８名、女子６４名、 合計１２２名）

３０日 授業参観、学級ＰＴＡ、学年ＰＴＡ、ＰＴＡ総会、部活動育成総会・結成会
５月 １日 学力向上強化月間～３１日

２１日 島尻地区中学校夏季体育大会開会式
２５日 第１回南城市学校公開日、授業参観 （２２０名余り 参加）
２７日 １年総合的な学習の時間「ハーリーの由来」講師：中村 正賢氏
３０日 生徒会総会

６月６日 第４０回島尻地区中学校夏季総合体育大会 ～８日
８日 第３８回島尻地区中学校夏季ソフトテニス競技大会

代表男子団体 準優勝 新垣 幸太・渡嘉敷 星南・座間味 正輝・座波 晃大・
新崎 愛京・狩俣 祐大・幸田 大貴・阿部 武将

島尻地区中学校夏季バドミントン競技大会
女子団体 ３位 金城 五月花・當間 美緒・安次富 ひより・津波古さくら

親川沙瑛・比嘉なぎさ・知念菜々美
女子ダブルス優勝 安次富 ひより・當間 美緒
女子ダブルス３位 親川 沙瑛・津波古 さくら
女子シングルス３位 金城 五月花

１３日 校内陸上競技大会
平和学習会（２学年：アブチラガマ見学、

１７日 平和学習会（１学年平和講演会：３学年：平和祈念資料館見学）
７月１５日 サイバー犯罪講演会

１７日 １学期大清掃
１８日 １学期 終業式
２３日 第３４回沖縄県中学校バドミントン競技大会

女子団体３位 安次富ひより・當間美緒・金城五月花・津波古さくら・親川沙瑛
比嘉なぎさ・知念菜々美

８月６日 リーダー研修（玉城青少年の家）
８日 旧盆入り

１７日 デジラボおきなわ・ファイナルプレゼンテーション（パソコン同好会）
（株）レキサス特別賞 （小波津泰斗・宮国雅士・新垣幸太）

１８日 第５５回島尻地区中学校軟式野球１、２年生強化大会 優勝
２２日 全国中学校重量挙げ選手権大会 １位（日本中学新） 具志堅 莉奈
２３日 第１１回九州中学校ソフトテニス選抜大会 ～２７日

狩俣祐太、座波晃大、玉城愛奈、新城瑞穂
２４日 第８回セントラルスポーツ杯 軟式野球

優勝 （玉城Ａ） ２位（玉城Ｂ）
最優秀選手賞 八幡 匠悟 優秀選手賞 城間 盛人

第４回八重瀬町長杯争奪美ら島総体記念ウエイトリフティング競技大会
１位 具志堅 莉奈

２５日 ２学期始業式
２９日 地域ボランテイア清掃

９月 ６日 第１０回創造アイデアロボットコンテスト島尻地区中学校大会
優勝 板良敷知春・宮国雅士 淳優勝 瑞慶村元輝

２４日 子ども達のための食育講演会 ＰＴＡ文化教養（キューピー協賛）



１０月 ３日 第４０回島尻地区中学校陸上競技大会 男子１１位 女子１６位 総合１３位
２年男子１００ｍ ３位 知念大成 共通女子砲丸投 ３位 長浜亜唯梨

第９回琉球新報学校新聞コンクール並びに第１６回沖縄県中学校社会科新聞コンクール
１２日 金賞 大濵里奈（３年） 当山愛菜（２年）
１７日 長崎がんばらんば国体記念全国中学生女子選抜大会

認定証 中学新記録 トータル１３７ｋｇ（スナッチ６５・ジャーク７２）
１９日 第６回全日本少年春季軟式野球大会 沖縄予選 優勝
２４日 校内合唱コンクール 金賞（３年３組、２年３組、１年３組）
３１日 エイズ・性教育講演会

１１月 １日 地区駅伝競争大会 学力向上強化月間～３０日
５日 農業体験学習（1年）～６日 ・職場体験学習（２年）～７日
７日 第６回全日本少年春季軟式野球 九州大会 ～９日

１７日 修学旅行 ～２０日
２３日 島尻地区ＰＴＡ研究大会 （本校会場）
２８日 地区中学校音楽発表会 学級合唱：３年３組 有志合唱
３０日 第４回しんぶん感想文コンクール

優秀賞並びにＴＳＵＴＡＹＡ賞 中学校の部 当山 茉虹（１年）
１２月４日 県学力到達度調査（２学年）：国・理・英、 （１学年）：数 ～５日（社、数）

７日 代表男子個人 優勝 狩俣祐大・座波晃大 ３位 新崎愛京・新垣響
代表 女子 ３位（新城瑞穂・屋宜妃菜・新城瑞稀・武村優花・玉城愛奈・糸数未羽

高嶺葉月・普天間萌花）
１６日 標準学力検査 ～１７日
２１日 総合学習発表会 第２回学校公開日
２５日 ２学期終業式 ＰＴＡ主催家庭教育講演会（生活リズムの確立）

講師：前橋 明 氏（早稲田大学人間科学学術院教授・医学博士）他スタッフ３名
平成２７年

１月 ６日 ３学期始業式
９日 地区新人総合体育大会開会式

１０日 第３９回島尻地区新人総合体育大会（先行大会）～１１日
第４０回島尻地区中学校新人ソフトテニス競技大会
代表 男子 優勝（安部武将・安田怜矢・平良知己・平良郁人・新垣響・

新崎愛京・狩俣祐大・座波晃大）
代表個人 準優勝 新垣響・新崎愛京 ３位 狩俣祐大・座波晃大

１４日 第３８回島尻地区新人総合体育大会（先行大会）～１４日
ソフトテニス大会 男子代表団体優勝

２４日 地区新人総合体育大会～２６日
第３２回島尻地区中学校新人バドミントン競技大会

男子シングルス３位 大城礎良
低学年男子団体 ３位（屋宜宣明・城間圭斗・久高秀一郎・親泊翔・新里逸樹・

安慶名優斗・牧志凜・新垣完武）
女子団体 準優勝（親川沙瑛・津波古さくら・知念菜々美・比嘉なぎさ・山内まい・

中村南・仲里梨々香）
女子ダブルス 準優勝 親川沙瑛・津波古さくら ３位 知念菜々美・比嘉なぎさ

２６日 優秀競技者賞（ウェイトリフティング競技） 具志堅莉奈
第４０回島尻地区中学校新人軟式野球大会 準優勝

６日 第１回南城市英語プレゼンテーションコンテスト 優秀賞 当山愛奈
１３日 島尻地区中学校ダンス発表会（本校会場）

３月 ４日 ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント事前指導（説明会）
６日 ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント見学（１年生対象）

１３日 第６７回 卒業式
２４日 平成２６年度修了式・離任式
２６日 県立高校２次合格発表

第２６回都道府県対抗全日本中学校ソフトテニス大会 ～２８日 座波晃大
第２１回ヨネックス杯九州中学校ソフトテニス大会 ～３０日

新崎愛京、新垣響 狩俣祐大 玉城愛奈
２８日 第３２回若獅子旗西日本なぎなた大会 玉城綺音、諸見里真莉奈、玉村純鈴

平成２７年度 学校沿革概要
４月 １日 辞令交付式 平仲麻紀 教諭はじめ教職員１２名赴任

７日 赴任式、始業式（男子１３５名、女子１２６名、合計２６１名）
８日 平成２７年度入学式 新入生（男子５５名、女子６６名、 合計１２１名）

２１日 全国学力・学習情報調査
２６日 第７回地区中学校バドミントン春季シード権大会

男子 個人シングルス ３位 大城 礎良 ３位 津波古 礼人
女子 ダブルス 準優勝 親川 沙瑛・津波古 さくら

３位 比嘉 なぎさ・知念 菜々美



２８日 授業参観、学級ＰＴＡ、学年ＰＴＡ、ＰＴＡ総会、部活動育成総会・結成会
５月 １日 学力向上強化月間～３１日

１０日 第１７回 ＹＯＮＥＸ杯
女子団体 ３位 親川沙瑛・津波古さくら・山内まい・比嘉なぎさ・ 知念菜々美

１６日 地区中学校ソフトテニス春季強化大会
代表男子団体 準優勝 低学年男子団体 準優勝

１７日 ３学年ＰＴＡ親子作業
与那原町長旗争奪第３２回沖縄県小中学生なぎなた大会
団体試合 中学生の部 ３位 玉村 純鈴・諸見里 真莉奈

２０日 島尻地区中学校夏季体育大会開会式
２３日 第３７回 沖縄県中学校陸上競技選手権大会

女２・３年 四種競技 １位 中村 南 男２・３年 砲丸投 １位 喜舎場 鈴希
男共通 円盤投 １位 喜舎場 鈴希 男２・３年 四種競技 ２位 比嘉龍之介
女２・３年 砲丸投 ２位 長浜 亜唯梨

２７日 チャレンジデー
２９日 生徒会総会
３１日 第１回南城市学校公開日、授業参観 （２２０名余り 参加）

６月５日 第４１回島尻地区中学校夏季総合体育大会 ～７日
第４１回 地区中学校夏季バドミントン競技大会
男子代表シングルス 推薦書 大城 楚良・津波古 礼斗
女子代表団体 準優勝 親川 沙瑛・津波古 さくら・山内 まい・比嘉 なぎさ

知念 菜々美
女子代表個人ダブルス 準優勝 親川 沙瑛・津波古 さくら

３位 比嘉 なぎさ・知念 菜々美
第４１回 地区中学校夏季野球競技大会 地区５位（県大会出場）
第４１回 地区中学校夏季サッカー競技大会 地区６位（県大会出場）
第４１回 地区中学校夏季剣道競技大会

低学年の部 個人戦 優勝 大城 日向（県大会はなし）
第４１回 地区中学校夏季ソフトテニス競技大会
男子代表団体 優勝 阿部 武将・平良 知己・新垣 響・平良 郁人・安田 怜矢

新崎 愛京・座波 晃大
男子代表個人 ３位 狩俣 祐大・座波 晃大
男子代表個人 推薦書 新崎 愛京・新垣 響
男子低学年団体 準優勝 高嶺朝輝・大城勇輝・中村海・大城快斗・大田 浩之進

井上 拓武・幸田 大貴・平良 信之介
男子低学年個人 優勝 幸田 大貴・中村 海 ３位 平良 信之介・大城 快斗
女子代表個人 推薦書 玉城 愛奈・武村 優花 女子低学年団体 ３位

１３日 平和学習会（２学年：アブチラガマ見学、
１６日 平和学習会（２学年：糸数壕体験：３学年：平和祈念資料館見学）

１年総合的な学習の時間「ハーリーの由来」講師：安次富勲氏
１９日 奥武島ハーリー １学年１２１名 参加
２１日 第３０回 体育祭
２６日 南城市少年の主張 優秀賞 赤嶺 弦 長浜 樹梨亜
２7日 第６１回 全日本中学校通信陸上競技沖縄大会

男子 共通円盤投 第１位 比嘉龍之介 男子 共通四種競技 第３位 比嘉龍之介
男子 共通円盤投 第３位 喜舎場 鈴希

男共通４×１００ｍ 第４位 八幡 匠悟・知念 信海・安仁屋 大翔・知念 大成
２８日 女子共通ジャベリックスロー 第４位長浜樹梨亜 女子１年砲丸投第６位伊野由理奈

女子 共通四種競技 第１位 中村 南
女子 共通砲丸投 第６位 長浜 亜唯梨 共通 円盤投 第７位 長浜 樹梨亜

３０日 平和学習会（１学年：平和講演会 ）
７月１０日 海外短期留学 玉城 莉未 比嘉芹菜

１１日 第３５回 沖縄県中学校夏季陸上競技大会
女共通 １００ｍＨ 第１位 中村南 女低学 ８０ｍＨ 第１位 上原 あかり

１２日 第５７回沖縄県中学校ソフトテニス競技大会
男子代表個人の部 ３位 狩俣 祐大・座波 晃大

１４日 薬物乱用防止講演会
１６日 １学期大清掃
１７日 １学期 終業式
２４日 第３５回沖縄県中学校バドミントン競技大会

女子団体 親川 沙瑛・津波古 さくら・山内 まい・比嘉 なぎさ
知念 菜々美・仲里 梨々花・稲福 歩奈

２６日 第５５回沖縄県吹奏楽コンクール 奨励賞 吹奏楽部
８月１日 第２１回島尻地区中学校バドミントン新人シングルス大会

１年男子の部 優勝 津波古 礼斗
１年男子初心者の部 優勝 城間 光樹
２年女子シングルス ３位 知念 菜々美

２日 第２７回地区中学校ソフトテニス強化大会



団体の部 優勝 １年女子の部 ３位 ２年女子の部
男子代表団体 ３位 親川 龍太・松崎 竜己・高嶺 朝輝・幸田 大貴

平良 信之介・座波 晃大
男子低学年団体 ３位 川端 紀耶・玉那覇 海翔・大城 海・神谷 日優

町田 宗之・新垣 翔・兼行 備恵
男子代表個人 優勝 座波 晃大・平良 信之介
低学年男子 ３位 新垣 翔・兼行 備恵

８日 旧盆入り
１５日 第３９回沖縄県中学校新人シングルスバドミントン大会

優勝 津波古 礼斗
１６日 第２５知花杯沖縄県中学校ソフトテニス大会

準優勝 狩俣 祐大・座波 晃大
１７日 第２５回「児童・生徒の平和メッセージ展」作文部門 優秀賞 幸喜 汐里

全国たなばた競書大会 観峰賞 城間 音羽
１８日 第５７回島尻地区中学校軟式野球強化大会 ３位
２５日 ２学期始業式

９月 １日 地域ボランテイア清掃
９月 ６日 第１０回創造アイデアロボットコンテスト島尻地区中学校大会

優勝 板良敷朝春・宮国雅士 淳優勝 瑞慶村元輝
１１日 平成２７年度ＪＡ共催全国小・中学生書道地区コンクール

半紙の部 優秀賞 神谷 春輝（１年） 山入端 円花（２年）末吉 早貴（３年）
条幅の部 優秀賞 徳元 乃愛（２年） 當銘 杏野（３年）

１８日 第４１回島尻地区中学校陸上競技大会 男子７位 女子１２位 総合１０位
２５日 島尻地区英語スピーチコンテスト 優良賞 前田 映奈
２６日 第５５回島尻地区児童・生徒科学賞作品展

銀賞 新垣 若奈（世界一小さなリニアモーターカー） ２年
比嘉 なぎさ（世界一小さなリニアモーターカー）２年
親泊 翔（水に浮いた油を取り除く研究） ２年

銅賞 金城 かりん（コンクリートの固まり方） １年
新里 由衣香（コンクリートの固まり方） １年
座間味 裕理子（グラスハープ） １年
前川 綺良々（炭酸水素ナトリウムの分解） ２年

１０月１７日 第１７回沖縄県中学校社会科新聞コンクール
金賞 崎間 叶衣・飯塚 まり（１年）
銀賞 井田 佑実・玉城 玲奈（１年）・当山 茉子（２年）

屋宜 妃菜・屋良 鼓太郎（３年）
銅賞 銘苅 春史・知念 琉杏・津波古 明里・兼行 備恵

仲村渠 恵美梨・座波 明日香（１年）
前川 綺良々・親泊 翔・城間 向日和・新垣 若奈・百名 芽愛
安座間 愛梨・山入端 円花（２年）
仲本 寿成・新城 瑞穂・屋良 拓人・普天間 萌香・上原 由芽子
大城 慧佳・安次富 はるか・田場 美咲・仲里 梨々香・当山 愛菜

比嘉 芹菜・武村 優花・細田 りりあ・知念 美羽・玉城 時次郎
山田 正之・大城 武斗

１８日 ２学年 親子ＰＴＡ作業
２０日 南城市学力調査 （国語、理科、英語）
２１日 〃 （社会、数学）
２４日 第３９回島尻地区中学校駅伝大会 男子６位 女子１０位

個人 ３位 銘苅春史（第４区 記録１０分１８秒）
２６日 第６３回全琉小・中・高校図画作文書道コンクール

散文最優秀賞 玉村純鈴（２年）
散文優秀賞 城間向日和（２年）
韻文優秀賞 幸喜汐里（１年）大城渚・当山茉虹・當山桃華（２年）宇地原基紀（３
平成２７年度第２回日本漢字能力検定
準２級 大城 唯奈・当山 愛菜

２９日 第１回 学校保健委員会
日 農業講演会 １学年 講師：大城竹幸氏

１１月 １日 学力向上強化月間～３０日
５日 避難訓練 校内合唱コンクール 金賞（３年３組、１年３組）

１１日 第２５回島尻地区中学校意見発表大会
優秀賞 男子の部：高嶺 朝輝（２年） 女子の部：當山 桃華（２年）

１２日 第５２回読書感想文感想画南部地区コンクール
読書感想文 課題 優秀 伊禮 あやめ（３年）
読書感想画 自由 優秀 玉城 麻央（２年）崎間 恒次郎（２年

１３日 平成２７年度第１回実用英語技能検定
準２級 井田 匠・堀川 華月

１６日 修学旅行 ～１９日
１７日 農業体験学習（1年）～１８日 ・職場体験学習（２年）～１９日



２０日 第２１回 島尻地区中学校総合文化祭 １学年見学 リコーダー合奏 吹奏楽部
１２月 １日 地区中学校音楽発表会 学級合唱の部 優秀賞 ３年３組

学校合唱の部 優秀賞 有志合唱
重唱の部 優秀賞 大城 留菜・嶺井 舞子・座間味 裕理子（伴奏）

３日 芸術鑑賞「恩鶴がやっていって来た」
４日 第６５回「社会を明るくする運動」作文コンテスト

県知事賞 最優秀賞 眞境名 桃
６日 第２７回島尻地区中学校ソフトテニス競技冬季強化大会

低学年女子団体 優勝 糸数 万梨奈・金城 かりん・飯塚 まり・崎間 叶衣
座波 明日香・小島 梨々花・森山 由紀乃 島袋 紗吏奈

代表個人の部 優勝 座波 晃大・大城 快斗
男子団体低学年の部 ３位 親川 龍太・川端 紀耶・玉那覇 海翔 ・ 大城 海

神谷 日優・町田 宗之・新垣 翔 兼行 備恵
１１日 エイズ・性教育講演会 講師：笹良秀美氏
１３日 沖縄県中学校総合文化祭
１４日 生徒会役員選挙
１５日 市標準学力検査 ～１６日
２０日 第４０回沖縄県吹奏楽アンサンブルコンテスト

銅賞 管打六重奏
第３５回島尻地区中学校バドミントン秋季大会
男子シングルス ３位 津波古 礼斗
女子ダブルス 準優勝 比嘉 なぎさ・知念 菜々美
女子団体３位 比嘉 なぎさ・知念 菜々美・玉城 未央・井上 千穂

松原 樹里・比嘉 ななこ・富盛 陽日希
２５日 ２学期終業式

平成２８年
１月 ６日 ３学期始業式

８日 地区新人総合体育大会開会式 レクチャーコンサート２学年
１６日 第４１回島尻地区中学校新人ソフトテニス競技大会

男子団体 低学年の部 ３位 兼行 備恵・新垣 翔・大城 海
玉那覇海翔・親川龍太・神谷日優 町田宗之・松崎竜己

男子代表個人優勝 座波晃大・幸田大貴 低学年個人 ３位 新垣翔・兼行備恵
女子団体 低学年の部 ３位
第４１回島尻地区中学校新人剣道大会
優勝 １年生 大城 日向

２３日 地区新人総合体育大会～２５日
第３３回島尻地区中学校新人バドミントン競技大会
男子シングルス ３位 津波古 礼斗
女子ダブルス 準優勝 比嘉 なぎさ・知念 菜々美
女子団体 ３位
第６０回沖縄県中学校新人ソフトテニス大会
男子個人 優勝 座波晃大・幸田大貴

３０日 第３５回沖縄県リコーダーコンテスト
金賞 吹奏楽部（第３７回全日本リコーダーコンテストへ推薦）

３１日 南城市教育の日 総合学習発表会 学校公開日
２月 ６日 第１回南城市英語プレゼンテーションコンテスト 優秀賞 当山愛奈

９日 新入生オリエンテーション
１３日 第５回 沖縄県中学校新人駅伝競走大会 男子 ５位 女子 １１位
２４日 県学力到達度調査（２学年）：国・理・英、（１学年）：数 ～２５日（社、数）
２９日 ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント事前指導（説明会）

３月 ２日 南城市教育委員会学校訪問
３日 校内学力向上推進実践発表会
４日 ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント見学（１年生対象）
９日 県立高等学校 学力検査 ～１０日
１２日 第６８回 卒業式
２４日 平成２７年度修了式・離任式

第４回部活動対抗駅伝大会
第２７回都道府県対抗全日本中学校ソフトテニス大会 ～３０日 座波晃大
第２２回ヨネックス杯九州中学校ソフトテニス大会 ～２８日 幸田大貴

２８日 県立高校２次合格発表
２７日 第３７回全日本リコーダーコンテスト 吹奏楽部

平成２８年度 学校沿革概要
４月 １日 辞令交付式 與那嶺律子教頭はじめ教職員１２名赴任

学力向上強化月間
７日 赴任式、始業式（男子１１５名、女子１３２名、合計２４７名）
８日 平成２８年度入学式 新入生（男子５０名、女子６９名、 合計１１９名）



１９日 全国学力・学習状況調査
２８日 授業参観、学級ＰＴＡ、学年ＰＴＡ、ＰＴＡ総会、部活動育成総会・結成会
３０日 第28回地区中学校ソフトテニス競技春季強化大会 女子低学年団体 優勝

第 8回地区中学校バドミントン春季シード権大会 女子団体 ３位
女子ダブルス 準優勝 比嘉なぎさ・知念菜々美

５月 １日 家庭学習強化月間
第28回地区中学校ソフトテニス競技春季強化大会

代表個人 準優勝 座波晃大・大城裕貴
２１日 第38回沖縄県陸上競技選手権大会

～２２日 男子 共通ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ２位 喜舎場鈴希
共通円盤投３位 喜舎場鈴希
２・３年砲丸投３位 喜舎場鈴希
１年走高跳２位 渡名喜瑞貴

女子 １年走高跳３位 泉 かりん
２５日 チャレンジデー（ヨガ）
２９日 第１回南城市学校公開日、授業参観 （２０２名参加）第１回学校評議員会
３１日 生徒会総会

６月 ８日 奥武島ハーリー １学年１１９名 参加
１０日 第４２回島尻地区中学校夏季総合体育大会 ～１２日

第４２回島尻地区中学校夏季ソフトテニス競技大会
男子ソフトテニス代表個人 優勝 座波晃大・幸田大貴

第３４回島尻地区中学校夏季バドミントン大会
女子団体 ３位 比嘉なぎさ・知念菜々美・井上千穂・比嘉ななこ・玉城未央

富盛陽日希・松田愛華
女子ダブルス 準優勝 比嘉なぎさ・知念菜々美

第４２回島尻地区中学校夏季ソフトテニス競技大会
女子代表団体 ３位 城間みなみ・知念泉羽・安谷屋春妃・城間向日和・安座間愛莉

新垣若奈・柴田麗奈・新里由衣香
低学年 女子個人 ３位 金城かりん・座波明日香

第４２回 島尻地区中学校夏季軟式野球競技大会 準優勝
大城雄馬・大城悠輔・田中柊馬・平安常人・中石金太朗・福地柚斗・川平春樹
森山蓮・安里太翔・當銘悠馬・屋嘉比琉汰・知念笙仁・城間海翔・山入端大悟
西銘大輝・具志堅春樹・金城和磨・大城敦也・上地主浩・糸数律輝

１６日 平和学習会（２学年：糸数壕体験）
１７日 平和学習会（１学年：平和講演会：３学年：平和祈念資料館見学）

島尻地区英語ストーリーコンテスト 優良賞 高嶺朝輝
第２６回「児童・生徒の平和メッセージ展」誌部門 優秀賞 知念琉杏

２４日 校内陸上競技大会
３０日 地区中学校国語授業改善研修会 学力調査官招聘授業（３年１組 照屋実由輝教諭）

７月 １日 新校舎（図書館・コンピュータ室・技術室等）完成・鍵引き渡し
南城市少年の主張大会 優秀賞 當山哲音 新垣若奈

９日 第３６回 沖縄県中学校夏季陸上競技大会
男共通砲丸投 第２位 喜舎場鈴希（九州大会出場）

１０日 ３年親子ＰＴＡ作業
１１日 新図書館開館
１２日 サイバー犯罪防止講演会
１９日 １学期大清掃

海外短期留学（～8.8) 大城瑠奈・松原樹里・泉川玲奈・新垣若奈
２０日 １学期終業式
２４日 第３６回沖縄県中学校バドミントン競技大会

女子団体 ３位 比嘉なぎさ・知念菜々美・井上千穂・比嘉ななこ・玉城未央
富盛陽日希・松田愛華

女子ダブルス ３位 比嘉なぎさ・知念菜々美（九州大会出場）
２５日 １学年サマースクール（～２９日）学習支援ボランティア「ミントゥンの会」
３０日 第２１回島尻地区中学校バドミントン新人シングルス大会

女子シングルス（初心者の部） 準優勝 比嘉あいこ
３１日 第５７回沖縄県新人野球大会 第三位

８月 ２日 第２８回地区中学校ソフトテニス強化大会
女子代表団体 ３位 座波明日香・飯塚まり・柴田麗奈・島袋紗吏奈・金城かりん

八幡咲・糸数万利菜・森山由紀乃
女子代表個人 ３位 森山由紀乃・崎間叶衣

２７日 第４７回全沖縄ジュニア陸上競技選手権大会
女少年Ａ100ｍＨ ４位 上原あかり
男ＡＢＣ共通円盤投げ ４位 喜舎場鈴希
男少年Ｂ1500ｍ ４位 銘苅春史

２５日 ２学期始業式
９月 １日 学力向上強化月間

２日 地域ボランティア清掃



９日 ＪＡ共催全国小・中学生書道地区コンクール
半紙の部 優秀賞 泉かりん（１年） 城間音羽（２年） 山入端円花（３年）
条幅の部 優秀賞 泉かりん（１年） 徳元乃愛（３年）

ＪＡ共催全国小・中学生交通安全ポスター地区コンクール
交通安全ポスターの部 優秀賞 玉城麻央

１６日 第４２回島尻地区中学校陸上競技大会 男子６位 女子９位 総合８位
共通男子棒高跳 １位 平安常人 共通女子走幅跳 １位 上原あかり
共通男子砲丸投 ２位 喜舎場鈴希 共通男子ジャベリックスロー ２位 森山蓮
２年男子1500ｍ ２位 銘苅春史 １年女子800ｍ ２位 知名希来莉
１年男子400ｍＲ ３位 渡名喜瑞貴・糸数律輝・佐藤空月・新城凜
１年男子走幅跳 ３位 渡名喜瑞貴 ２年女子100ｍ ３位 糸数万利菜

２６日 第５６回島尻地区児童・生徒科学賞作品展
金賞 玉村純鈴・大畑尚美・阿部桃花（３年）
銅賞 比嘉なぎさ・大城渚（３年） 崎間叶衣・仲村渠恵美梨（２年）

座間味裕理子・知念琉杏（２年）
１０月 ４日 ２年職場体験学習（～6日） １年農業体験学習（～5日）

５日 プール・武道場建築安全祈願祭
８日 第１８回沖縄県中学校社会科新聞コンクール

金賞 平良南都美・奈良岡路暖・泉かりん（１年） 阿波根麗美（３年）
銀賞 城間美優・當山六月・嶺井きらら・津波古笑来・井上朝香・嶺井美琉（１年）

富盛陽日希・井田佑実・飯塚まり・座間味裕理子・上江洲莉子・崎間叶衣
仲村渠恵美梨・大城留奈（２年）
新垣若奈・高嶺朝輝・山入端円花（３年）

銅賞 知念叶・知念杏美・仲西萌・金城沙和（１年）
玉那覇海翔・知念琉杏・玉城玲奈（２年）
知念由夏・大城莉愛・嶺井汐梨・當山桃華・喜舎場心音・当山茉虹
大畑尚美・前川稀良々・親泊翔（３年）

９日 第５６回沖縄県児童・生徒科学賞作品展
佳作 玉村純鈴・大畑尚美・阿部桃花

１６日 ２学年親子ＰＴＡ作業
１８日 南城市学力調査 （国語、理科、英語）
１９日 〃 （社会、数学）
２６日 いじめ０宣言（全体朝会）
３１日 第６４回全琉小・中・高校図画作文書道コンクール

書道 優秀賞 山入端円花（３年） 優良賞 泉かりん（１年）
韻文 優秀賞 川端紀耶（２年）久高秀一朗・大城莉愛・当山茉虹（３年）
散文 優良賞 玉村純鈴（３年）
絵画 優良賞 崎間恒次郎（３年）

１１月 １日 避難訓練
５日 第４０回島尻地区中学校駅伝大会 男子５位 女子８位

区間賞 （２区２位）銘苅春史 （５区２位）大城陸
（３区３位）糸数玲音

１１日 校内合唱コンクール 金賞（３年２組、２年２組、１年２組）
１６日 第２６回島尻地区中学校意見発表大会

優秀賞 男子の部：上原麻聖輝（２年） 女子の部：片野咲（２年）
１７日 第５３回読書感想文感想画南部地区コンクール

読書感想文 課題 優良 嶺井舞子（２年）
自由 優良 小島梨々花（２年）嶺井汐梨（３年）

２３日 2016 オーロラカップ（シンクロナイズドスイミング）ソロ２位 片桐花菜
２４日 ３年修学旅行（～２４日）

１２月 ２日 性・エイズ学習会 講師：百名奈保氏
６日 島尻地区中学校音楽発表会 学級合唱の部 優秀賞 ３年２組

学校合唱の部 優秀賞 有志合唱
独唱の部 優秀賞 高嶺朝輝 伴奏 崎間恒次郎

９日 芸術鑑賞（音楽鑑賞会）「唄の演奏を楽しむ」森の音楽館
１０日 沖縄県中学校総合文化祭
１２日 生徒会役員選挙
１５日 １年市標準学力検査（～16日）
２４日 第２６回島尻地区中学校バドミントン秋季シード権大会

男子団体 優勝 城間光樹・仲村康希・嶺井誠也・小波津璃王・津波古礼斗
仲村尚泰・比嘉尊琉

男子ダブルス 優勝 城間光樹・小波津璃王
男子シングルス 優勝 津波古 礼斗

２５日 ２学期終業式
第７回玄岡旗争奪中学校親善野球大会

３位 大湾政和・上地主浩・新垣菜王・玉城竜馬・大城敦也・西銘大輝・城間海翔
具志堅春樹・中村和寛・島袋琉心・中村彪冴・井上成・座波孝太朗・泉琉碧
福地瑠起・嘉数翔太



敢闘賞 上地主浩
２６日 ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメントポスター公募展

優秀賞 泉かりん
平成２９年

１月 ６日 ３学期始業式
１５日 第２６回島尻地区ＰＴＡ研究大会（与那原・南風原大会）

ＰＴＡ連合会長賞 志良堂史氏・當間均氏・大城幸広氏・城間克哉氏
２１日 地区新人総合体育大会～２３日

第３４回島尻地区中学校新人バドミントン競技大会
男子団体 優勝 小波津璃王・城間光樹・津波古礼斗・仲村康希・嶺井誠也・仲村尚泰

城間慎之介
男子シングルス 優勝 津波古礼斗 ３位 仲村尚泰
男子ダブルス 優勝 小波津璃王・城間光樹
女子団体 ３位 富盛陽日希・松田愛華・玉城玲奈・銘苅美月葵・銘苅有紗・前田倫佳

比嘉あいこ
第４２回島尻地区中学校新人剣道大会

優勝 大城日向
３１日 南城市教育の日 総合学習発表会（学校公開日）第２回学校評議員会

生徒表彰 スポーツ活動 片桐花菜（シンクロナイズドスイミング）
津波古礼斗（男子バドミントン）
比嘉なぎさ・知念菜々美（女子バドミントン）
座波晃大・幸田大貴（男子ソフトテニス）

教育・文化活動 吹奏楽部
２月 ４日 第３６回沖縄県リコーダーコンテスト

金賞 吹奏楽部（第３８回全日本リコーダーコンテストへ推薦）

７日 新入生オリエンテーション
１０日 第２回南城市英語プレゼンテーションコンテスト 優秀賞 奈良岡路暖
１３日 南城市教育委員会学校訪問
２３日 県学力到達度調査（２学年）：国・理・英、（１学年）：数 ２４日（社、数）
２８日 ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント事前指導（説明会）

３月 ３日 ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント見学（１年生対象）
８日 県立高等学校 学力検査 ～９日

１１日 第６９回 卒業式
２６日 第３７回全日本リコーダーコンテスト 銀賞 吹奏楽部


