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卒業生の主な進路状況

（令和4年３月３１日現在）令和3年度卒業生進路状況

大学・短大

専門学校
就 職

89.4%89.4%89.4%

（１）県内大学
琉球大学、名桜大学、沖縄県立芸術大学、沖縄国際大学、沖縄大学、
沖縄キリスト教短期大学、沖縄女子短期大学
（２）県外大学
大阪芸術大学、大阪河崎リハビリテーション大学、神奈川工科大学、
環太平洋大学、九州共立大学、城西国際大学、上武大学、尚美学園大学、
千葉科学大学、東京経済大学、東京情報大学、徳島文理大学、日本体育大学
純真短期大学

（１）看護医療系
浦添職業能力開発校、那覇看護専門学校、浦添看護学校、沖縄職業能力開発大学校、
那覇看護専門学校、沖縄看護専門学校、穴吹医療大学校、四万十看護学院、四日市医師
会看護専門学校
（２）その他の専門学校
育英義塾教員養成学院、ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｱｶﾃﾞﾐｰ(IDA)、ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾘｿﾞｰﾄｶﾚｯｼﾞ(IRC)、浦添職業能力開発高、エルケア医療保育専門学校、
沖縄大原簿記公務員専門学校、沖縄こども専門学校、沖縄情報経理専門学校那覇校、沖縄調理師専門学校、沖縄統合医療学院、
沖縄ビジネス外語学院、沖縄ビューティーアート専門学校、沖縄ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ&ﾎﾃﾙ観光専門学校、沖縄ペットワールド専門学校、
沖縄歯科衛生士学校、沖縄ラフ＆ピース専門学校、沖縄リゾート＆スポーツ専門学校、沖縄リハビリテーション福祉学院、
国際電子ビジネス専門学校（KBC)、国際ビジネスアカデミー、スペースチャイナ外語学院、専門学校大育、
専門学校ライフジュニアカレッジ沖縄、総合学園ヒューマンアカデミー那覇校、那覇日経ビジネス専門学校、
専修学校パシフィックテクノカレッジ学院、専修学校ビューティーモードカレッジ、琉球リハビリテーション学院、
琉球リハビリテーション学院那覇校、専門学校ITカレッジ沖縄、大育理美容専門学校、、ＳＯＬＡ沖縄学園、愛知美容専門学校、
大阪外語専門学校、小井手ファッションビューティ専門学校、国際文化理容美容専門学校渋谷校、専門学校名古屋スクールオブビジネス、
東京アニメーションカレッジ専門学校、東京国際ビジネスカレッジ、東京ダンス・俳優＆舞台芸術専門学校、東洋医療専門学校、
トヨタ神戸自動車大学校、日本工科大学校、日本デザイナー学院九州校、福岡医療専門学校、福岡ウェディング＆ブライダル専門学校、
福岡ビューティーアート専門学校、福岡リゾート＆スポーツ専門学校、代々木アニメーション学院東京校、国際理容美容専門学校、
履正社医療スポーツ専門学校、等

医療法人おもと会、医療法人社団恵仁会、沖縄銀行、沖縄創設(株)、
学童クラブわんぱく家、嘉新琉球collective株式会社、
株式会社Ｂ・Ａ・Ｐビューティーアートプランニング、
株式会社KPG HOTEL&RESORT、株式会社イー・コード、
株式会社薬正堂、カルビー株式会社、コウノイケ・エアポートサービス(株)
沖縄支社、こども発達支援センターのびっと、佐川急便株式会社、
社団福祉法人仁愛会、ドリームエントランス、那覇バス(株)、西原町役場、
ペイントラボ沖縄支社、ペットショップCOO&RIKU、松本歯科医院、
(有)琉盛システム、リウボウストア(株)、ル・パティシエ・ジョーギ、
(株)あんしん、(株)伊集鉄筋工業、(株)オンデーズ、(株)くみき、
(株)日本ユニテック、MAKEBAKE℃、SAS埼玉アンテナシステム、
WBFリゾート沖縄株式会社、自衛隊、等

令和4年３月31日現在
（卒業生２84名中、２54名決定）

  本校の生徒たちは、大学だけでなく、専門学校
進学や就職内定に向けて目的意識を持って取
り組んでいます。進路指導部では、早期からの
進路オリエンテーション、課外講座、総合型選抜
（旧AO入試）や小論文、面接対策など、皆さん
の夢実現のサポートをします。ぜひ、南風原高校
で皆さんの夢を叶えて下さい。

進路決定率



県内唯一、沖縄の文化を学ぶ

資格は自分の財産になる

卒業生からのコメント卒業生からのコメント

卒業生からのコメント卒業生からのコメント

普通科としての授業に加え、情報処理を中心としたビジネスに関する基礎・基本を学びます。
各種アプリケーションソフトウェアの操作方法を習得し、進学・就職等の進路に活かします。

郷土の文化や歴史の学習を通して、豊かな心を育み、主体的に進路選択を行い、将来、地域社会に貢献
する人材を育成する。

※専門科目は週４時間程度（普通科のため、専門科目は専門高校の１/３程度）

専
門
必
修

専
門
選
択

・情報処理（文書作成や表計算の基礎を学習）
・ビジネス基礎（ビジネスの基礎・基本を学習）
・ネットワーク活用（電子商取引について学習）

・簿記（会計の基礎を学習）
・観光ビジネス（地域を生かした観光ビジネスを学習）
・プログラミング（プログラミングの基礎を学習）

選
択
科
目

普通課程の授業に加え、琉球楽器・琉球舞踊・古武術の実技や扮装(化粧・着付け・髪結い)、
舞台演出などを学びます。実習では歌碑巡りや博物館見学、近くの公民館や福祉施設で
の慰問・交流を図ることで、沖縄の文化を総合的に学びます。

普通課程の授業に加え、琉球楽器・琉球舞踊・古武術の実技や扮装(化粧・着付け・髪結い)、普通課程の授業に加え、琉球楽器・琉球舞踊・古武術の実技や扮装(化粧・着付け・髪結い)、
舞台演出などを学びます。実習では歌碑巡りや博物館見学、近くの公民館や福祉施設で舞台演出などを学びます。実習では歌碑巡りや博物館見学、近くの公民館や福祉施設で
の慰問・交流を図ることで、沖縄の文化を総合的に学びます。慰問・交流を図ることで、沖縄の文化を総合的に学びます。

専門科目  ：  郷土の音楽　琉球舞踊　古  武  術

 ・  国語基礎（県内私立大学・公務員試験等に対応した演習を行う）
 ・  政治・経済（現代の政治、経済、国際関係における理解を深め、現代社会の構成
　 及び成立過程、諸問題を学ぶ）
 ・  数学プラス（数学1・Ａ等の演習を学習）
 ・  中国語（中国語の基本的な知識と初歩的な会話を学ぶ）
 ・  観光ビジネス（地域を生かした観光ビジネスを学習） 郷文公式ＳＮＳ

もやっています！
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卒業生からのコメント卒業生からのコメント

普通総合コースは、特進クラス１クラスと普通総合クラス４クラスに分かれています。

基礎力の定着を図るとともに、進学に向けて実践力と応用力を身につけることを目的とした授業になっています。

早期講座や課外講座、模擬試験等により、進学対策を強化しています。

将来を見据え、進学・就職どちらにも対応できる科目全般を幅広く学び、進路の選択肢を広げていきます。

希望者は課外講座の受講も可能。２年、３年次の選択科目も充実しています。

文系・理系の発展科目で進学対策をサポート
・理科選択（物理、化学、生物、地学から希望進路に合わせて選択）
・国語表現（小論文やプレゼン対策として文章作成、発表や討論を行う）
・沖縄の歴史（先史時代から現代までの沖縄の歴史について学習）
・英語応用（大学や看護系入試の問題を総合的に学習）
・数学Ⅲ（大学の理工系学科希望者向け）
・数学Ｃ（大学の理工系学科希望者向け）

多彩な選択科目で進路選択をサポート
・身近な科学（物理・化学・生物・地学分野の身近な現象について学習）
・実用英語（英検準２級レベルの文法を中心とした学習）
・生涯スポーツ（レクリェーションスポーツ、ニュースポーツなど）
・造形基礎（色や形の美術的表現基礎を学び、作品制作を行う）
・実用書道（書道を通して様々な表現活動と作品制作を行う）
・保育基礎（子どもの発達の特性や保育の方法と保育の環境を学習）
・保育ピアノ（ピアノの基礎や楽譜の読み方、演奏を行う）
・中国語（中国語の基本的な知識と初歩的な会話を学習）



学校行事

44月月 55月月
66月月
77月月
88月月

99月月1010月月1111月月
1212月月
11月月
22月月
33月月

入学式、始業式、身体測定、内科検診、対面式、部活動紹介、新入生歓迎球技大会、第1回実力テスト、遠足

三者面談、中間テスト、生徒総会
平和リーダー研修、県高等学校総合体育大会

生徒会役員選挙
平和壁新聞コンクール、新体力テスト
期末テスト

校内弁論大会
１学期HR長リーダー研修、夏期講座

夏期講座

第2回実力テスト
2学期HR長リーダー研修

南風原祭（毎年開催）、中間テスト、県高等学校新人体育大会

職業講話（1、2年）
まちづくりプランニング（3年）

期末テスト、芸術鑑賞
人権に関する講話

県立高等学校推薦入試

卒業生を送る会、期末テスト

卒業式、県立高等学校一般入試、修了式



中学生の皆さんへ

部活動（文化系）

生徒会長メッセージ

郷土芸能部
○ 第４５回全国高等学校総合文化祭郷土芸能部門
 　最優秀賞・文部科学大臣賞（全国制覇）
○ 第３２回沖縄県高等学校郷土芸能大会　優秀賞
○ 第９回沖縄県高校生郷土芸能ソロコンテスト舞踊部門
　 高文連会長賞、芸大学長賞、金賞

ビジネスライセンス部
○ 第６８回全国高等学校ワープロ競技大会　出場
○ 令和３年度沖縄県高等学校商業実務競技大会ワープロ競技速度の部
　 団体優勝
○ 全商検定１級６種目合格（令和３年度県内高校で最多の１級取得）
○ 全商会計実務検定財務諸表分析合格（県内唯一の合格者）

書道部
○ 第33回沖縄県高等学校席上揮毫大会　高書研会長賞
　 （R4．8月に全国高等学校総合文化祭とうきょう大会派遣予定）

美術部
○ 第５回全九州高等学校総合文化祭長崎大会　文化連盟賞

その他文化系部活動
○ 吹奏楽部、ＪＲＣ、放送部、軽音楽部、農園芸部など

郷土芸能部
○ 第４５回全国高等学校総合文化祭郷土芸能部門
 　最優秀賞・文部科学大臣賞（全国制覇）
○ 第３２回沖縄県高等学校郷土芸能大会　優秀賞
○ 第９回沖縄県高校生郷土芸能ソロコンテスト舞踊部門
　 高文連会長賞、芸大学長賞、金賞

ビジネスライセンス部
○ 第６８回全国高等学校ワープロ競技大会　出場
○ 令和３年度沖縄県高等学校商業実務競技大会ワープロ競技速度の部
　 団体優勝
○ 全商検定１級６種目合格（令和３年度県内高校で最多の１級取得）
○ 全商会計実務検定財務諸表分析合格（県内唯一の合格者）

書道部
○ 第33回沖縄県高等学校席上揮毫大会　高書研会長賞
　 （R4．8月に全国高等学校総合文化祭とうきょう大会派遣予定）

美術部
○ 第５回全九州高等学校総合文化祭長崎大会　文化連盟賞

その他文化系部活動
○ 吹奏楽部、ＪＲＣ、放送部、軽音楽部、農園芸部など

郷 土 芸 能 部

ビジネスライセンス部

美 術 部書 道 部



沖縄県立 南風原高等学校
〒９０１－１１１７
沖縄県島尻郡南風原町津嘉山１１４０番地

ＴＥＬ（０９８）８８９－４６１８
ＦＡＸ（０９８）８８９－３６６７

部活動（体育系）

その他の部活・男女ハンドボール部、野球部、女子バドミントン部、サッカー部、男女バスケットボール部、
男女硬式テニス部、弓道部、女子ソフトボール同好会、ダンス同好会など

・全国高等学校総合体育大会レスリング競技
　60kg級　3位
・県総体　学校対抗戦２位
　　　　 ６０kg級優勝　６５kg級優勝
　　　 　１２５kg優勝
・県新人大会　団体２位
　　　　 ６０kg級優勝　１２５kg級優勝

・全国高等学校総合体育大会レスリング競技
　60kg級　3位
・県総体　学校対抗戦２位
　　　　 ６０kg級優勝　６５kg級優勝
　　　 　１２５kg優勝
・県新人大会　団体２位
　　　　 ６０kg級優勝　１２５kg級優勝

レスリング部レスリング部

・県総体　団体２位
・県総体　個人総合1位　城間穂純
・県新人大会　団体優勝
　　　　 個人総合１位　城間穂純

・県総体　団体２位
・県総体　個人総合1位　城間穂純
・県新人大会　団体優勝
　　　　 個人総合１位　城間穂純

新体操部新体操部

・県総体　男子ダブルス　準優勝・県総体　男子ダブルス　準優勝

卓球部卓球部

・県新人大会　
       男子個人組手　３位
・県新人大会　
       男子個人組手　３位

空手道部空手道部

・県総体　男子団体優勝（7連覇）
・県新人大会　男子団体準優勝
・県総体　男子団体優勝（7連覇）
・県新人大会　男子団体準優勝

バドミントン部バドミントン部

・県新人大会　女子団体優勝・県新人大会　女子団体優勝

ボウリング部ボウリング部

「エバくん」男の子
名前の由来は“はえばる”の字からとってハルちゃんとエバくんで“はえばる”になる
見た目は郷土文化コースから沖縄っぽさとバルＴの赤から炎をとった
バル高のにぎやかさから、エバも情熱的で元気な感じ

「ハルちゃん」女の子
名前の由来はエバくんと同じ
見た目は校内の自然から緑をイメージした自然の豊かさからほんわかして大人しい感じ

（美術部 作成）エバくん ハルちゃん
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