
６．南風原高等学校沿革概要

昭和50年 6月19日 沖縄県立南風原高等学校設置方針を定める。（沖縄県教育委員会）
11月 1日 職員人事発令 校長 宮里 毅 沖縄工業高等学校長より

昭和51年 4月10日 開校式 第1回入学式（男258 女190 計448名）
昭和53年 4月 9日 県高校春季野球大会優勝 5月3日九州大会（大分県）へ出場

9月30日 校歌決まる。（作詞 新潟県長岡市 小高友一氏 作曲 本校教諭 伊敷勝次氏）
昭和54年 7月22日 第61回全国高等学校野球選手権沖縄大会準優勝
昭和57年 1月11日 全国図書館協議会主催 第27回青少年読書感想文コンクール優秀賞・毎日新聞社賞（３年大城しのぶ）
昭和60年11月 1日 創立10周年記念式典 記念誌発行
昭和63年12月24日 児童生徒科学展 最優秀賞 生物クラブ
平成元年11月27日 89全国高校生パソコンソフトコンテスト パソコン大賞受賞
平成 2年 6月18日 全九州高校総合体育大会新体操個人総合優勝 津波古要（３年）

8月 8日 全国高校総合体育大会 新体操男子個人総合優勝 津波古要（３年）
12月22日 全国高校生 パソコンコンテスト グランプリ賞受賞
4月18日 セミナーハウス「南風館」落成式並びに祝賀会

8月3日～7日 第16回全国高等学校総合文化祭 文化連盟賞（郷土芸能部門）吹奏楽部
平成 5年 6月26日 全九州高校総体（熊本県） バドミントン団体男子準優勝（沖縄初）

女子ベスト8進出 個人ダブルス・ベスト４（久米・大城）
8月 4日 全国高校総体（バドミントン）女子ダブルス・ベスト16（久米・大城）シングルス・ベスト16（久米）
8月24日 全国高文祭（美術工芸部門）入賞 金城智恵美（３年）

平成 6年 4月 7日 平成6年度入学者よりコース制（文理（普通 特進） 体育 郷土文化 教養）実施
平成07年12月02日 創立20周年記念式典及び祝賀会（期生会よりマイクロバス･ワゴン車各1台寄贈）
平成 8年11月17日 九州高校弁論大会 優良賞（津波古さくら）（３年）
平成 9年 1月16日 郷土文化コース発表会（組踊り「花売りの縁」他）那覇市民会館

2月26日 第１回体育コース本島縦断駅伝（辺戸岬～本校）
平成11年04月01日 第10代校長 宮里景眞氏 就任
平成11年10月 3日 第８回体育祭テーマ「今 高鳴る鼓動を胸に秘め 全力疾走 南風魂」 マスゲーム好評

ﾌ ｪ ｰ ﾇ ｺ ﾝ

平成12年 4月 4日 火の国杯争奪全九州選抜ソフトテニス大会 団体 準優勝
9月30日 第３回舞台祭 『俺たちを見ろ 舞台にぶつける 南風魂』(10月1日まで)

ﾌ ｪ ｰ ﾇ ｺ ﾝ

11月20日 アジアスポーツ交流事業（バドミントン福建省へ派遣）11月30日まで
12月24日 全九州高校選抜ソフトテニス大会(12月24日まで) 団体男子優勝 個人 ２位 神谷智 外間大介組

平成13年 4月 2日 第13回九州高校選抜ソフトテニス火の国旗大会 男子団体準優勝
7月22日 九州高校ソフトテニス大会男子団体優勝
10月21日 第５回琉球古典音楽二揚選奨（最優秀：神谷大輔）

平成14年 1月27日 全九州高等学校ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ競技選抜大会 48kg級優勝 大城みさき（ﾄｰﾀﾙ 132.5㎏）
2月 2日 全国商業協会主催 當真美香１級（３冠：簿記 ワープロ コンピュータ利用技術）
04月01日 第11代校長 神谷育雄氏 就任
8月 4日 全国高等学校女子選手権 ウエイトリフティング 48kg級優勝 大城みさき

平成15年 2月18日 全国商業高等学校協会主催 １級 城間香（３冠：簿記 ワープロ コンピュータ利用技術）
8月11日 第27回全国高等学校総合文化祭 郷土芸能部門（福井県） 優良賞 「歓待の舞」 郷土芸能部
9月11日 「朝の読書」開始

9月19・20日 木管独奏 鶴見潤子（伴奏：平良美和子） 独唱 玉那覇淑美（伴奏：田場力男）（各銀賞）
平成16年 2月 5日 全国商業高等学校協会主催 卒業生成績優秀者表彰 金城裕太

3月 1日 全国高等学校体育学科連絡協議会会長賞 眞境名和明
9月25日 日韓交流レスリング競技大会 松本茂 日本代表
10月02日 第10回 学園祭 テーマ「みんなで協力し合い 今という青春の思い出を」

平成17年 2月28日 全国高等学校体育学科連絡協議会会長賞 新垣栄太 松本茂
全国商業高等学校協会主催 卒業生成績優秀者表彰 森田みなみ

4月 1日 第12代校長 長浜和子氏 就任
7月23日 第７回全国高校女子ウエイトリフティング競技選手権大会（京都市）

69kg級２位 宮平奈美子 58kg級３位 小渡沙也乃 48kg級６位 新垣恵利奈
10月 3日 体育祭 テーマ「太陽の下３年に一度の競技の祭典 ライバル達と競い合え」（黄金森陸上競技場）
11月01日 創立記念行事 「校訓碑除幕式」 「生き生きセミナー」
11月05日 県高校総合文化祭郷土芸能部門 優秀賞「歓待の舞」全国大会へ派遣

平成18年01月15日 第14回全九州高等学校ウエイトリフティング競技選抜大会 ＋105kg級 優勝 中村慎喜
69kg級 優勝 宮平奈美子（２年）(ｽﾅｯﾁ78kg ｼﾞｬｰｸ95kg ﾄｰﾀﾙ173kg いずれも大会新)

07月04日 体育館入館式
8月 6日 第30回全国高校総合文化祭（京都大会） 郷土芸能部門 優秀賞並びに文化庁長官賞
8月23日 第8回全国ウェイトリフティング高校女子選手権 69kg級:優勝 宮平奈美子
8月30日 トライアスロン アジア選手権ジュニア日本代表 与那嶺和
9月29日 第１回 学校祭「はじけろっ！！一致団結ＢＡＬ高祭」 舞台発表 展示発表(30日まで）
10月10日 第61回のじぎく兵庫国民体育大会出場・ウェイトリフティング少年男子105Kg超級:優勝 仲村慎喜
11月 5日 秋田わかすぎ国体記念杯ウェイトリフティング女子競技会 63kg級：優勝 棚原貴恵

平成19年 3月11日 平成18年度JOCオリンピックカップ第27回全日本ジュニアウェイトリフティング選手権大会
女子63Kg級：優勝 宮平奈美子(スナッチ・トータルで日本高校記録）

4月 1日 第13代校長 識名昇氏 就任
6月 2日 県高校総体 ボクシングモスキート級優勝:大城聖都

ウェイトリフティング女子団体優勝 63㎏級優勝:宮里諒子
8月 1日 第31回全国高等学校総合文化祭島根大会 郷土芸能部（43名）出場
9月15日 第31回沖縄県高文連囲碁将棋秋季大会 女子団体優勝

9月28日･29日 第11回学園祭「きずなを深める はじけよ 最高の仲間で 一生の思い出SHOWTIME」
10月3･6日 県高校新人大会 ボクシングモスキート級 優勝:大城聖都

平成20年 5月19日 第32回沖縄県高等学校文化連盟囲碁・将棋夏季大会 女子団体：優勝
5月30日 県高等学校総合体育大会 ・ボクシングモスキート級:優勝 大城聖都（3年）（九州大会出場）
7月24日 第35回九州ジュニアテニス選手権大会（16歳以下） シングルス：優勝 金城充
9月18日 第32回沖縄県高等学校総合文化祭 囲碁・将棋秋季大会 女子団体：優勝

9月20日～22日 第35回沖縄県高等学校新人陸上選手権大会 男子棒高跳：優勝 山城祐介
11月 1日 平成20年度沖縄県高等学校新人体育大会



・新体操競技男子個人：優勝 大濱康紀 ・レスリング 個人戦 96kg級：優勝 根間拓斗
平成21年 1月10日 第14回全沖縄高等学校ソフトテニス選手権大会 個人：優勝 仲眞由樹・砂川恵太郎

1月25日 平成20年度県高校新人大会サッカー競技・優勝
4月 4日 第38回春季少年少女テニス大会 ダブルス優勝：金城充（九州大会出場）
4月 7日 第34回入学式（男子178名、女子165名、計343名）
4月12日 第39回天沼杯テニス大会 優勝：金城充(３年)
5月29日 県高等学校総合体育大会 総合16位（男子12位 女子24位）

・レスリング 74kg級：１位 宮城雅貴(３年)(九州・全国大会出場)
・陸上 男子棒高跳：優勝 山城祐介(３年)(九州・全国大会出場)
・新体操 大濱康紀(２年)(九州・全国大会出場)

7月 5日 全商協ワープロ実務検定合格 １級：屋良有香・前田佳洋（３年）
8月29日 第24回高等学校対抗秋季陸上競技大会

男子棒高跳び：１位 山城祐介(３年) 女子棒高跳び：１位 富盛梨菜(１年)
9月～11月 第88回全国高校サッカー選手権大会沖縄県予選 優勝(全国大会出場)
10月31日 平成21年度沖縄県高等学校新人大会

・ソフトテニス男子 団体戦：優勝 個人戦：1位 吉浜真・新垣智大(2年)
・新体操：１位 大濱康紀(２年)

11月 7日 第33回沖縄県高等学校総合文化祭 仲宗根菊乃(平成２２年度九州高等学校総合文化祭派遣)
第20回沖縄県高等学校郷土芸能大会 優秀賞「八福の舞」平成22年度全国高等学校総合文化祭派遣
第33回沖縄県高等学校総合文化祭美術工芸部門・平面（絵画）の部：優秀賞 仲宗根菊乃（２年）

平成22年 1月24日 全商協 簿記検定 １級：宮城勝太（３年）
4月 7日 沖縄高等特別支援学校南風原高校分教室スタート
5月 3日 レスリング第４回沖縄県高等学校国体記念大会

優勝：50㎏級 新垣貴志（３年）74㎏級 畠山隆綺（１年）８４㎏級 長田敦希（１年）
5月29日 県高等学校総合体育大会 総合25位（男子21位 女子35位）

・陸上競技 やり投げ：優勝 吉田逸希 ・新体操 個人総合優勝：大濱康紀（３年）
7月 4日 全商協主催ワープロ実務検定合格 １級：青葉莉奈（３年） 生盛志帆（３年） 大城莉実（３年）
7月28日 平成22年度全国高等学校総合体育大会「美ら島沖縄総体2010」総合開会式公開演技(2年・郷土芸能部)
8月 2日 第34回全国高等学校総合文化祭宮崎大会 郷土芸能部門：文化連盟賞（郷土芸能部）

器楽・管弦楽部門：文化連盟賞（石原幸枝３年 屋冨祖萌２年）
8月14日 2010サマー陸上競技選手権大会 高校砲丸投げ：第１位 富原健斗（３年）
9月15日 第39回沖縄県高等学校音楽コンテスト

（金管楽器独奏部門）金賞：屋冨祖萌（２年）（声楽独唱部門）金賞：狩俣淳樹（２年）
9月26日 全商協情報処理検定合格 １級：照喜名葉月（２年）
11月28日 全商協ワープロ実務検定合格 １級：國吉真汰・砂川大地・玉城あかね（３年）
12月25日 第７回郷土文化コース・郷土芸能部公演 和やかに～奏でる・舞う・武る～

平成23年1月14日 平成22年度キャリア教育優良教育委員会・学校、企業及び団体等文部科学大臣賞被表彰
1月30日 『第54回西日本読書感想画コンクール』 最優秀賞（文部科学大臣賞）：新里大（３年）
2月 5日 第36回沖縄県吹奏楽ソロコンテスト トランペット独奏 金賞：屋冨祖萌（２年）
4月 1日 教頭 砂川 岩雄 他29名就任
4月 7日 第36回入学式（男子163名 女子118名 計281名）

沖縄高等特別支援学校南風原高校分教室１年 在籍生徒 男子５名 女子３名 計８名
5月27日 県高等学校総合体育大会 総合17位（男子９位 女子40位）

・新体操 男子個人総合優勝 喜瀬智成（３年）（九州、全国大会出場）
・サッカー 優勝 南風原高等学校 （九州、全国大会出場）

6月19日 第122回珠算・電卓実務検定試験 １級 運天叶奈・照喜名葉月（３年）
7月 3日 第44回ワープロ実務検定試験

１級 新垣禎章（２年） 運天叶奈・具志堅はずき・桑江桃子・仲里舞香（３年）
9月 2日 第1回守禮之邦民謡コンクール 最高賞 賀数佳子（２年）
9月16日 沖縄県高等学校新人体育大会（陸上競技）

男子ハンマー投げ 優勝 大城良樹（２年）（南九州大会出場）
女子七種競技 優勝 金城葉奈 （南九州大会出場）

9月25日 第45回情報処理検定試験 １級 仲間貴史（３年）
10月29日 沖縄県高等学校新人体育大会 ・新体操 男子個人総合優勝 崎原佑史（２年）
11月 3日 第35回全九州高等学校音楽コンクール（金管楽器部門） 金賞・グランプリ賞 屋冨祖萌（３年）
11月 5日 第22回沖縄県高等学校郷土芸能大会 演目「八福の舞」 優秀賞 南風原高等学校
11月13日 第123回珠算・電卓実務検定試験 １級 山城凌哉・金川千尋・神里未来・知念彩乃（３年）
11月27日 第63回沖縄県民体育大会 新体操競技

優勝 前黒島智之（１年） ２位 崎原佑史（２年） ３位 具志堅海輝（１年）
平成24年 1月28日 沖縄県高等学校新人体育大会 サッカー競技 優勝

2月29日 全国商業高等学校長協会 卒業生成績優秀者表彰 照喜名葉月（３年）
全国商業高等学校長協会 三種目以上１級合格者表彰 照喜名葉月（３年）

2月24日、3月2･3日 郷土文化コース及び郷土芸能部在校生・卒業生有志合同公演～綾百花 奏でる・舞う・武る～黄金ホール
3月31日 校長 中村 孝夫（行政へ） 事務長 桃原 恵子（浦添商業へ） 他２５名離任
4月 1日 第15代校長 山田 保 事務長 伊禮 理 他２２名就任
4月 7日 第37回入学式（男子192名 女子132名 計324名）

沖縄高等特別支援学校南風原高校分教室１年 男子６人 女子４人 計10人
4月20日 JOCジュニアオリンピックカップ2012年度全日本ジュニアレスリング選手権大会

グレコローマンスタイル42kg級 ２位 福里光
6月 1日 県高等学校総合体育大会 総合20位（男子11位 女子43位）

・ボクシング ライトウェルター級 1位 上原拓哉（2年）（九州・全国大会出場）
・陸上競技 女子 ７種競技 １位 金城葉奈（３年）（南九州大会出場）
・レスリング ５５ｋｇ級３位 佐々木冬磨（２年） ６６ｋｇ級２位石川勇摩（３年）（九州大会出場）

７４ｋｇ級 ３位 長田敦希（３年） 学校対抗戦 ３位
・新体操 ロープ １位 崎原佑史（３年）２位 前黒島智之（２年）３位 具志堅海輝（２年）

リング １位 崎原佑史（３年）２位 前黒島智之（２年）３位 金城宏和（２年）
男子個人総合 １位 崎原佑史（３年）２位 前黒島智之（２年）３位 金城宏和（２年）
男子団体 優勝 南風原高等学校（崎原・前黒島・金城・具志堅）

7月 1日 第46回ワープロ実務検定試験 １級 新垣聖愛（２年）大城果穗（３年）
7月 1日～8日 2012年アジアカデットレスリング選手権大会（キルギス共和国）参加



日本選手団選手男子ＧＲ42㎏級 福里 光（１年）
7月13日 第１回実用英語技能検定合格 準２級 國頭まい 久貝華保（３年）
8月29日 NTT西日本杯全沖縄高等学校ソフトテニス大会 男子団体戦 ２位 南風原高等学校

9月 8日～9日 第27回沖縄県高等学校秋季陸上大会
棒高跳び１位 仲村光児（１年）２位 石新航洋（１年）３位 山田和輝（１年）
三段跳び３位 内間未羅乃（２年） 砲丸投げ３位 我那覇孝之助（１年） 110ＭＨ３位屋宜孝志（１年）
走り幅跳び ３位 津波大樹（１年） やり投げ １位 嘉数龍希（３年） 男子総合 ３位

9月21日 沖縄県高等学校新人体育大会（陸上競技）
男子棒高跳び １位 内間未羅之(２年)(南九州大会出場）２位 中村光児(２年)(南九州大会出場）
男子走高跳び ２位 津波大樹（１年)(南九州大会出場）
男子フィールドの部 ２位 南風原高等学校 男子総合 ２位 南風原高等学校

9月26日 特別支援実習棟完成（１階 食品加工室・農場実習室 ２階 多目的教室１・２）
10月26日 特別支援実習棟竣工式及び祝賀会
11月 3日 沖縄県高等学校新人体育大会

・レスリング 60kg級 １位 佐々木冬磨（２年）（九州大会出場）
・新体操 クラブ １位 前黒島智之（２年）２位 具志堅海輝（２年）３位 金城宏和（２年）

ロープ １位 前黒島智之（２年）２位 金城宏和（２年）３位 具志堅海輝（２年）
男子個人総合 １位 前黒島智之（２年）２位 金城宏和 ３位 具志堅海輝（２年） 男子団体優勝

・卓球 女子ダブルス ２位 大城桃子（２年）大城愛乃（１年）
・ボクシング ライト級 ２位 上原拓哉（２年）（九州大会出場）

11月 4日 第23回沖縄県高等学校郷土芸能大会 演目「御根引ちぬ御祝」優秀賞（全国大会出場）
11月 4日 第14回識名園歌会（学生の部）沖縄テレビ社長賞(優秀賞）宮良財（２年） 入選2名
11月10日 第9１回全国高校サッカー選手権大会沖縄県大会 準優勝 南風原高等学校
11月20日 第33回沖縄県青少年育成大会 （善行青少年）県知事賞 上里春香（２年）
12月23日 第49回沖縄県高校ボクシング競技選手権大会 ライト級 １位 上原拓哉（２年）
12月24日 2013年ＪＯＣジュニアオリンピック九州地区予選会

カデットの部 グレコローマンスタイル42㎏級 優勝 福里光（１年）
平成25年 3月17日 第19回沖縄県高等学校ボクシング春季大会 (ライトウェルター級) 第１位 上原拓哉（２年)

4月 1日 教頭 桃原 健次 屋良 淳 他22名就任
4月 8日 第38回入学式（男子163名 女子119名 計282名）

沖縄高等特別支援学校南風原高校分教室１年（男子5人 女子5人 計10人）
4月22・23日 1年生宿泊学習（1泊2日 糸満青年の家にて）

2013年度ＪＯＣジュニアオリンピックカップ 全日本ジュニアレスリング選手権大会
男子カデットの部グレコローマンスタイル42㎏級 第3位 福里光（2年5組）

5月19日 第64回沖縄県陸上競技選手権大会(第66回全国高等学校陸上競技選手権大会南九州地区予選派遣大会)
男子B 走り幅跳び 第3位 海老沼勝輝(1年3組)

6月 1日 平成25年度沖縄県高等学校総合体育大会 ソフトテニス 男子団体 第3位 南風原高等学校
6月 2日 平成25年度沖縄県高等学校総合体育大会

・レスリング 60㎏級 第1位 佐々木冬磨(3年1組) 50㎏級 第2位 福里 光（2年5組）
・新体操 男子団体 優勝 南風原高等学校

男子個人総合 優勝 前黒島智之（3年2組） 第2位 金城宏和（3年1組）
第3位 具志堅海輝(3年2組) 仲村和也(2年9組)

ロープ 第1位 前黒島智之 第2位 仲村和也 第3位 金城宏和
クラブ 第1位 前黒島智之 第2位 金城宏和 第3位 具志堅海輝

6月 4日 平成25年度沖縄県高等学校総合体育大会
第58回沖縄県高等学校陸上選手権大会兼南九州地区予選大会
・男子総合 第2位 フィールドの部男子 第2位
・男子棒高跳び 第1位内間未羅之（3年4組） 第2位山田和輝（2年4組）第3位 中村光児（3年8組）
・男子走り高跳び 第3位 津波大樹（2年8組） 男子110Ｍハードル 第3位 屋宜孝志（2年4組）

6月 4日 平成25年度沖縄県高等学校総合体育大会 卓球
・女子ダブルス 第1位 大城桃子（3年7組） 大城愛乃（2年5組）
・女子シングルス 第2位 大城桃子（3年7組）

6月 5日 平成25年度沖縄県高等学校総合体育大会 バドミントン 男子団体 第3位 南風原高等学校
6月12日 生徒会長選挙（生徒会長：2年5組内間竜一）
6月14日 第1回沖縄県高等学校郷土芸能ソロコンテスト

・三線部門 金賞 大畑彩香 桃原菜美花(3年3組) 石嶺愛莉(2年3組)
・琉球舞踊部門 金賞 平良順一郎(3年3組)※特別賞：高文連会長賞も同時受賞

金賞 仲宗根杏樹(3年3組) 銀賞 神里麻理亜(3年3組)
6月30日 第48回ビジネス文書実務検定試験

1級 崎原用大（2年2組） 1級（速度部門）神山鈴（他2年2名） 我如古優果（他3年3名）
7月 7日 第1回実用英語技能検定試験 準2級 桃原里奈（2年） 兼島勇治（3年3名）
7月14日 バドミントン全日本ジュニア選手権県予選

シングルス準優勝 知念隼人(2年4組) ダブルス第3位 知念隼人(2年4組)上原尚仁（1年7組）ペア
7月19日 平成25年度 全国グレコローマンスタイル選手権大会県予選(レスリング)

60㎏級 第1位 佐々木冬磨(3年1組) 50㎏級 第2位 福里 光(2年5組)
全国高等学校総合体育大会 出場 卓球部 大城桃子(3年7組) 大城愛乃（2年5組）
・陸上部 津波大樹(2年8組) 内間未羅之(3年4組) 中村光児(3年8組)
・新体操 前黒島智之(3年2組) ・レスリング 佐々木冬磨(3年1組)
・ソフトテニス 上地立希(2年6組) 鬚川修之郎(3年5組)

7月31日 第37回全国高等学校総合文化祭長崎大会 演目「御結婚ぬ御祝」 郷土芸能部35名出演
8月 3日 第66回 全国高等学校陸上競技選手権大会 南九州地区予選

男子棒高跳び 第2位 内間未羅之(3年4組) 第3位 中村光児(3年8組)
男子走り高跳び 第3位 津波大樹(2年8組) 男子フィールドの部 第3位

9月11・13日 第42回沖縄県高等学校音楽コンテスト 独唱男子の部 金賞 仲村渠智也(1年)
木管 独奏の部 クラリネット 金賞 山城翔太(2年)

9月22日 第50回全商協会主催情報処理検定
2級 喜舎場秀章 與那覇恵 森山奈美（2年1組）、大城優梨 桑江姫生 城間友花（2年2組）、

糸洲朝晴（3年1組）具志堅海輝 平良盛治 小田咲綾 玉城はるか 仲嶺侑芽 比嘉みずき（3年2組）
9月27・28日 学園祭「青春万歳！学園祭なに見るの？和でしょ！？」
11月24日 第49回ビジネス文書実務検定試験



1級（速度部門）玉城裕真（2年2組）、富盛未聖（3年1組）、諸見里磨人（3年5組）、
島袋有加（3年8組） 津波古ともる 赤嶺美月（3年9組）

2級 大田咲綾（3年2組）、神里直希（3年5組）
12月25日 2学期終業式 健康講話（薬物乱用防止講話 講師：少年サポートセンター 仲本 環）

・ボクシング 第50回沖縄県高等学校ボクシング選手権大会
ピン級 第1位 大河原龍也（2年5組）
ライトウェルター級 第2位 上原拓哉（3年4組） ウェルター級 第3位 真境名星七（2年9組）

・男子新体操 第23回OTVカップ争奪総合体操競技大会 団体総合 1位 南風原高等学校
個人総合 1位 仲村和也（2年9組） 2位 高原飛夢（2年7組） 3位 中村剛（2年8組）

・男子バレーボール 第3回那覇南部地区高等学校バレーボール大会
男子2部優勝 南風原高等学校 最優秀選手賞 大城拓巳(2年4組)

第61回全琉小中高校図画作文書道コンクール
書道 優良賞 伊敷航平 伊佐泉美 伊佐美波（1年10組） 創作文 優良賞 岩崎冴佳（3年3組）

吹奏楽 第38回沖縄県吹奏楽アンサンブルコンテスト 管打八重奏 銅賞 南風原高等学校
郷土芸能 第1回パレードコンテスト 郷土芸能部門部長賞 金賞 南風原高等学校

平成26年 2月6･7日 平成25年度体育コース卒業記念駅伝
2月 8日 警察庁主催「命の大切さを学ぶ教室作文コンクール」 警察庁長官官房長賞 山城由佳(3年5組)
2月18日 第3回漢字検定 準2級 伊佐泉美（分教室1年）伊佐美波（分教室1年）
3月 1日 第36回卒業式（男157 女113 合計270）
4月 1日 第16代校長 棚原秀則 事務長 嘉手苅幸美 ほか１２名就任
4月 7日 始業式・第39回入学式(男子159名、女子144名、合計303名）

沖縄高等特別支援学校南風原分教室１年(男子6名、女子4名、合計10名)
5月31日 平成26年度 県高等学校総合体育大会（～6月4日まで)

・男子フィールドの部 2位 男子総合 3位 ・砲丸投 1位 我那覇孝之助
・走高跳 2位 津波大樹 ・110ｍＨ 2位 屋宜孝志 ・棒高跳 1位 石新航洋 3位 山田和輝
・ソフトテニス男子団体 第3位 ・ボクシング ピン級第1位 大河原龍也
・レスリング 55㎏ 第１位 徳比嘉一仁 50㎏ 第２位 福里光
・卓球女子シングルス 第２位 大城愛乃
・新体操男子 個人総合１位 仲村和也 第２位 高原飛夢 ３位 中村 剛
・バドミントン 男子団体 第２位 ダブルス第３位（知念隼人－上原尚仁・田場盛吾－新里智司）

女子団体 第３位 ダブルス第２位（與儀美羽－前田志織）シングルス 與儀美羽
6月12日 生徒会長選挙･野球部推戴式

県高校総体 ・陸上競技 男子フィールドの部２位 男子総合３位
・砲丸投げ１位 我那覇孝之助 棒高跳び１位 石新航洋
秩父宮賜杯第67回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 南九州地区予選大会
・走高跳 第1位 津波大樹 110ｍＨ 第4位 屋宜孝志 棒高跳 第5位 石新航洋

6月14日 第2回高校生郷土芸能ソロコンテスト
三線部門：金賞（高文連会長賞）：小谷優希 金賞：井上京香 銀賞：兼箇段翔
舞踊部門：金賞（高文連会長賞）：宮崎花澄 金賞（県立芸術大学長賞）：山里優美

銀賞：大城万理奈
6月15日 第25回九州身体障害者水泳選手権沖縄大会 女子50ｍ平泳ぎ 1位 上原ひかり(3－9)
7月 6日 第1回英語検定２級合格 シェン・シンユウ 第1回漢字検定２級合格 桃原里奈 準２級合格 高良正人
7月13日 バドミントン ＪＯＣジュニアオリンピックカップ全日本ジュニア選手権大会県予選

・男子ダブルス 優勝(新里智司・田場盛吾）２位(上原尚仁・伊良皆文珠）３位(津波古悠・高江洲快登)
・男子シングルス 優勝 上原尚仁 ２位 新里智司
・女子ダブルス 優勝 與儀美羽・前田志織 ・女子シングルス２位 與儀美羽 ３位 前田志織

7月27日 第38回全国高等学校総合文化祭茨城県大会 パレード部門 グッドパレード賞受賞 郷土芸能部35名出演
7月29日 第1回漢字検定 準2級 玉城和典（分教室2年）
8月19日 レスリング 第30回高校生グレコローマンスタイルレスリング選手権大会 ５５㎏級第３位徳比嘉一仁
8月27日 南風原高等学校創立40周年期成会結成大会
9月27日 第13回体育祭｢青春万歳！光る汗 輝く笑顔 今こそ見せる 南風魂」
10月22日 防災講話(1・2校時 講師：丹野祐子 氏｢震災の記憶を未来に伝える」東日本大震災閖上中学校遺族会)
10月27日 第51回読書感想文感想画南部地区コンクール

・読書感想文自由図書の部 優秀賞 與那嶺すず ・読書感想画 優秀賞 照屋有紗 優良賞 照屋 巧
第62回全琉小・中・高校図画作文書道コンクール 優秀賞 伊佐美波

11月15日 第14回高校生フォーラム17才からのメッセージ 金賞 宮﨑花澄
11月15日 第38回沖縄県高等学校総合文化祭第25回郷土芸能大会 優秀賞 演目｢御結婚の御祝」郷土芸能部35名出演
11月23日 第52回ビジネス文書実務検定試験 1級（神谷麻里奈） 1級速度部門（岡村凜 金城媛子 嘉陽梨奈）
11月23日 第2回沖縄県パレードコンテスト 郷土芸能専門部長賞 金賞 郷土芸能部33名出演
12月12日 第58回沖縄県高等学校家庭クラブ研究発表大会 優良賞 金城真利香
12月19日 芸術鑑賞（お笑い米軍基地 於：那覇市民会館）
12月25日 ｻｯｶｰ波布リーグ2014 1部ベストＤＦ 新垣羽郷 優秀選手賞 諸見一彰 3部優秀選手賞 小底初輝

平成27年 1月25日 第34回沖縄県リコーダーコンテスト
・四重奏 金賞 友利芽亜利・鳩間貴唯・松田真珠美・上原楓
・合奏 金賞(全国派遣) 友利芽亜利・鳩間貴唯・上原楓・上原まりあ・松田真珠美・久手堅香織

2月4日･6日 体育コース3年生卒業記念駅伝（辺戸岬～摩文仁～南風原高校）
2月 7日 警察庁主催 第4回「命の大切さを学ぶ教室 全国作文コンクール」

警察庁官房給与厚生課長賞 2年4組 大城梨莉「命どぅ宝」
バドミントン県新人ダブルス大会 優勝 男子（上原尚仁、新里智司）

2月 9日 平成26年度沖縄県高等学校文化連盟活動賞 ＜団体＞郷土芸能部
2月15日 第53回全沖縄児童生徒書き初め展 最優秀賞（津嘉山朝子）

金賞（新垣明子、大城海琴、當眞嗣竜、備瀬遥、伊佐美波、伊佐泉美）
第52回沖縄教育版画コンクール 特選（ 新垣綾平 ） 佳作（ 當山隆斗、照屋巧 ）

2月18日 第3回漢字検定 2級 伊佐泉美（分教室2年）
2月28日 体育コース閉コース式

・全国高等学校体育学科･コース連絡協議会 体育優秀生徒表彰 3年4組 新垣羽郷、前黒島咲南
・沖縄県高等学校文化連盟活動賞表彰 3年3組 宮﨑花澄（郷土芸能部）

3月 1日 第37回卒業式（男173 女123 合計296）
3月24日 修了式 特別支援教育講話「心の躓き(つまずき)について考える」 講師：知名 孝

3月28日～30日 第36回全国リコーダーコンテスト高校の部 合奏 金賞（徳山賞）



友利芽亜利 鳩間貴唯 上原楓 松田 真珠美 上原まりあ 久手堅香織
3月25日～28日 第43回全国高等学校選抜バドミントン大会 男子団体 ９位 高江洲快登、伊良皆文珠、濱元伸吾、

津波古悠、上原尚仁(2年)、新垣渉、新里智司、田場盛吾、外間翔(1年)
3月27日～29日 第58回全国高等学校選抜レスリング大会 ５位 徳比嘉一仁(1年)

平成27年度
4月 1日 教頭 金城 優子 他17名就任
4月 7日 始業式・第40回入学式(男子146名、女子147名、合計293名）

沖縄高等特別支援学校南風原分教室１年(男子6名、女子4名、合計10名)
4月16日 新入生歓迎スポーツ大会(那覇市民体育館)
4月19日 平成27年度第52回稲福杯争奪バドミントン選手権大会 女子団体準優勝 （主将：與儀美羽）
4月25日 平成27年度第26回那覇南部地区高等学校バドミントン春季リーグ戦 男子団体優勝（主将:高江洲快登）
4月26日 2015年度JOCジュニアオリンピックカップ全日本ジュニアレスリング選手権大会

男子カデットグレコローマンスタイリル54kg級 3位 徳比嘉一仁
5月7～8日 １年生宿泊研修(沖縄県立 糸満青少年の家)
5月13日 分教室社会･理科校外学習
5月22日 生徒総会
5月28日 高校総体推戴式
5月29日 平成27年度 県高等学校総合体育大会 開会式 （～6月2日まで)

・バドミントン男子 団体優勝 シングルス 1位上原尚仁 2位伊良皆文珠(3年) 3位新垣渉(2年)
ダブルス 1位上原尚仁(3年)･新里智司(2年) 2位高江洲快登(3年)･田場盛吾(2年)

3位新垣渉･外間翔(2年) 3位津波古悠(3年)･伊良皆文珠(3年)
女子 団体3位 シングルス2位前田志織(2年) 3位與儀美羽(2年)

ダブルス1位 前田志織･與儀美羽
・ソフトテニス 男子団体 第3位 濱口京平 伊佐常志 山城康成 赤山大空
・レスリング 55㎏ 1位 徳比嘉一仁 84㎏ 2位 仲程生竜(分教室) 女子の部 55㎏ 1位 堀北千愛
・新体操男子 団体優勝 個人総合･ｽﾃｨｯｸ・ﾘﾝｸﾞ1位
・陸上 三段跳び 3位 海老沼勝輝

6月 9日 平和集会(1･2校時）講師：沖縄戦遺骨収集ボランティア「ガマフヤー」代表 具志堅隆松 氏
6月10日 生徒会長選挙･野球部推戴式（6校時）
6月13日 九州高校総体 新体操団体出場 個人出場 川端普斗(2年)
6月14日 第2回高校生郷土芸能ソロコンテスト三線部門：金賞（高文連会長賞）：宮城マナミ

金賞（県立芸術大学長賞）：新垣勝裕 銀賞：備瀬遥(分教室3年)
舞踊部門：金賞（高文連会長賞）：仲村里央 金賞：志慶眞愛梨 銀賞：仲宗根真希

6月15日 分教室 前期就業体験(～26日)
6月20日 九州高校総体学校対抗

・バドミントン男子団体3位 高江洲快登(3年)・津波古悠・上原尚仁(3年)・伊良皆文珠(3年)・新里智司
・田場盛吾・新垣渉・濱元伸悟

・レスリング 女子の部 56㎏ 2位 堀北千愛
6月21日 第130回珠算・電卓実務検定試験合格者（普通計算部門・ビジネス計算部門ともに合格）

1級(電卓)新城来夏 2級(電卓)仲里由莉奈・荷川取千夏
6月23日 危険物処理資格(乙種４類)取得 大城将寿
6月28日 第80回簿記実務検定試験 3級 内間美海
7月 4日 バドミントン ＪＯＣジュニアオリンピックカップ全日本ジュニア選手権大会県予選

・男子シングルス 優勝 新垣渉 2位 外間翔 3位 田場盛吾 4位 新里智司
・男子ダブルス 優勝(新里智司・田場盛吾）2位 新垣渉・外間翔
・女子シングルス 優勝 前田志織 2位 與儀美羽
・女子ダブルス 優勝 與儀美羽・前田志織

7月 5日 第54回ビジネス文書実務検定試験 2級 我喜屋夢可 (速度)2級 眞志取薫（分教室2年）
7月 7日 郷土文化コース3年生校外実習ちむぐくる館（高齢者対象）
7月 9日 人権講話(講師：県警本部青少年サポートセンター 屋良淳 氏）
7月10日 第1回英語検定 準2級 呉屋美奈 赤嶺秀斗
7月15日 分教室(中部農林校校分教室との交流学習)
7月17日 終業式 交通安全講話(講師：与那原警察署 交通課・當間敦史 氏 生活安全課・大城望 氏）
7月21日 第55回沖縄県吹奏楽コンクールＡパート 銀賞
7月27日 バドミントン 第41那覇南部地区1年生大会

男子シングルス 2位 比嘉祐太 ダブルス 2位 久保仁儀 比嘉祐太
7月29日 第39回全国高等学校総合文化祭滋賀大会「器楽・管弦楽部門」文化連盟賞 久手堅香織（2年）
7月31日 第39回全国高等学校総合文化祭滋賀大会 郷土芸能部門「御結婚の御祝」

優秀賞・文化庁長官賞 受賞（郷土芸能部40名）
8月 6日 第25回沖縄県高等学校野外スケッチ大会優秀賞 備瀬遙(分教室3年)
8月11日 第11回南九州小編成吹奏楽コンテスト高等学校の部 金賞

きらめき賞 Saxパート 上原楓 鳩間貴唯 上原まりあ
8月16日 第31回全国高校生グレコローマンスタイルレスリング選手権大会 55㎏級 第2位 徳比嘉一仁
8月17日 バドミントン 第41回那覇南部地区シングルス大会

少年男子 優勝 新里智司 準優勝 田場盛吾 3位 外間翔 比嘉裕太
少年女子 優勝 前田志織 準優勝 與儀美羽 3位 金城さやか

8月29日 第26回全国高等学校総合文化祭優秀校東京公演 東京国立劇場「御結婚の御祝」40名出演
※（7月31日第39回全国高等学校総合文化祭滋賀大会郷土芸能部門出演者に同じ）

9月 4日 第44回沖縄県高等学校音楽コンクール 器楽アンサンブルの部 金賞
管楽器独奏の部アルト･サックス 金賞 上原まりあ 独唱男子の部 金賞 仲村渠智也
独唱女子の部 金賞 上原ありさ

9月 4日 沖縄県高等学校対抗秋季陸上競技大会 三段跳び 3位 海老沼勝輝 やり投げ 3位 嘉数翔太
9月27日 第53回情報処理検定試験 2級 大城拓也 安次富要 上原楓 真喜志康竜

10月1･2日 舞台祭｢青春はみんなのもの 輝く 舞台はみせるもの スポットライトは俺らのもの」
10月16日 遠足(1年:西原きらきらビーチ 2年:美々ビーチ糸満 3年:宜野湾トロピカルビーチ)
10月22日 防災講話(1・2校時 講師：丹野祐子氏 ｢震災の記憶を未来に伝える」東日本大震災閖上中学校遺族会)
10月26日 第63回全琉小・中・高校図画作文書道ｺﾝｸｰﾙ （書道の部）優良賞 新城結奈，大城彩紀恵(1年)

（分教室）最優秀賞 瑞慶覧萌(1年) 優良賞 砂川あき(3年) 大城海琴 伊佐美波(2年)
10月27日 第51回読書感想文感想画南部地区コンクール



・読書感想文自由図書の部 優秀賞 與那嶺すず ・読書感想画 優秀賞 照屋有紗 優良賞 照屋 巧
第62回全琉小・中・高校図画作文書道コンクール 優秀賞 伊佐美波(分教室3年)

10月31日 第94回サッカー選手権大会 ベスト４進出
10月31日 沖縄県高校新人大会

・バドミントン男子 団体優勝 シングルス 1位新里智司 2位外間翔 3位新垣渉･田場盛吾
ダブルス1位 新里智司･田場盛吾 2位新垣渉･外間翔 （以上2年）

・バドミントン 女子 団体優勝 シングルス1位前田志織 2位與儀美羽
ダブルス1位 前田志織･與儀美羽 3位 高江洲七瀬･比嘉美紀 （以上2年）

・ソフトテニス 男子団体 第2位
・レスリング 男子 55㎏ 1位 徳比嘉一仁(2年) 84㎏ 2位 仲程生竜(分教室1年)

女子の部 55㎏ 1位 堀北千愛(1年)
・新体操男子 優勝 個人総合･ﾘﾝｸﾞ･ﾛｰﾌﾟ1位 川端普斗(2年) 2位 仲間勇気(1年) 3位 白川喬平(1年)

11月 3日 第94回全国高校サッカー選手権大会沖縄県大会 ３位
11月 7日 第39回沖縄県高等学校総合文化祭 第26回郷土芸能大会「ハーリー」 優秀賞受賞 郷土芸能部47名出演

11月11･13日 2年インターンシップ
11月15日 第52回全沖縄読書感想文・感想画コンクール 優秀賞 上原万季(1年)
11月17日 第70回国民体育大会 レスリング優秀競技者賞 德比嘉一仁(2年)
11月18日 第37回 校内ロードレース大会 男子1位仲本大輝(2年) 2位内間清仁(3年) 3位宇根詳間(1年)

女子1位金城沙紀(2年) 2位仲本亜理朱(1年) 3位宮里奈々(2年)
11月21日 創立40周年記念式典
11月22日 第55回ﾋﾞｼﾞﾈｽ文書実務検定試験 1級 新城来夏，大城貴夢（3年），岡村凜(2年)
11月22日 第3回沖縄県パレードコンテスト 金賞 郷土芸能専門部長賞受賞 郷土芸能部33名出演
12月13日 第40回沖縄県ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙｺﾝﾃｽﾄ管打六重奏 銀賞 上原まりあ(2年)
12月15日 性（エイズ）教育講演会「ライフサイクルと性の健康」（講師：助産院きらら代表 百名 菜保 氏）
12月17日 芸術鑑賞 組踊「執心鐘入」
12月18日 九州選抜大会 バドミントン男子 団体３位， ダブルス第２代表 新里智司・田場盛吾(2年)
12月25日 第26回ひむか杯2016年JOC九州予選会 レスリング

76㎏級グレコローマンスタイル５位 仲程生竜(分教室1年) 女子の部3位 堀北千愛(1年)
12月25日 2学期終業式 健康講話「薬物乱用防止」（講師：県警本部青少年サポートセンター 比嘉 勉 氏）

平成28年 1月22日 第50回沖縄県高等学校新人体育大会サッカー競技(男子) 3位
1月29日 平成27年度沖縄県高等学校文化連盟活動賞 ＜団体＞郷土芸能部

＜個人＞安里郁乃（3年） 井上京香（3年） 備瀬遙（分教室3年）
1月30日 第53回沖縄教育版画コンクール 優秀 名城良紀(1年)
1月30日 第35回沖縄県リコーダーコンテスト 吹奏楽部 第37回全日本リコーダーコンテスト派遣決定

（重奏の部）6名 （合奏の部）7名
1月31日 第41回沖縄県ソロコンテスト ｱﾙﾄｻｯｸｽ銀賞 上原まりあ(2年) ﾄﾛﾝﾎﾞｰﾝ銀賞 上原ありさ(1年)
2月 5日 平成27年度沖縄県児童生徒等表彰 教育・文化活動部門 郷土芸能部

他の児童生徒の模範部門 備瀬遙（分教室3年）
2月 7日 平成27年度第51回全九州高等学校レスリング新人選手権大会

55kg級 2位 德比嘉一仁(2年) 56kg級 2位 堀北千愛(1年)
3月 1日 第38回卒業式（男150 女116 合計266）
3月24日 修了式 特別支援教育講話「出来ないことを嘆くな！・・・」 講師：下地隆之 手登根雄次
3月24日 平成27年度第44回全国高等学校選抜バドミントン大会 男子ダブルス5位 新里智司･田場盛吾（2年）
3月26日 全日本リコーダーコンテスト 合奏の部 金賞 四重奏の部 金賞
3月29日 平成27年度 全国高等学校選抜レスリング大会 55㎏ 3位 徳比嘉一仁(2年)
3月31日 定期人事異動 （校長）棚原秀則 （教頭）桃原健次 （事務長）嘉手苅幸美 他14名

平成28年度
4月 1日 第17代校長 大宮廣子 教頭 屋宜宣安 事務長 新城 薫 他14名就任
4月 7日 始業式・第41回入学式(男子157名、女子144名、合計301名）

沖縄高等特別支援学校南風原分教室１年(男子５名、女子５名、合計10名)
4月14～15日 １年生宿泊研修(沖縄県立 糸満青少年の家)
4月16～17日 平成28年度第27回那覇南部地区高等学校バドミントン春季リーグ戦 男子団体優勝

平成28年度第27回那覇南部地区高等学校バドミントン春季リーグ戦 女子団体優勝
4月23～24日 平成28年度第53回稲福杯争奪バドミントン選手権大会 女子団体準優勝
4月23～24日 ジャパンカップソフトテニス2016沖縄県予選 ダブルスベスト8 長田怜大(3年)・金城重睦（2年)

シングルスベスト8 長田怜大（3年）
4月28日 新入生歓迎スポーツ大会(那覇市民体育館)
5月 6日 分教室 野外実習
5月14日 第34回タイムス杯体操競技大会 1位 川端普斗(3年) 2位 仲間勇気(2年)
5月20日 生徒総会
5月26日 高校総体推戴式
5月28日 平成28年度 県高等学校総合体育大会 開会式 （～6月1日まで)

・バドミントン 男子 団体優勝 シングルス1位 新里智司 2位 外間翔 3位 田場盛吾・新垣渉
ダブルス1位 新里智司･田場盛吾 2位 新垣渉･外間翔
女子 団体優勝 シングルス1位 前田志織 2位 與儀美羽
ダブルス1位 前田志織･與儀美羽

・ソフトテニス 男子団体 第４位
・レスリング 55㎏1位 徳比嘉一仁 60㎏2位 大城政竜 66㎏2位 徳比嘉二仁 74㎏2位 仲程生竜(分教室)

女子の部 60㎏1位 堀北千愛 46㎏3位 亀川優佳 学校対抗の部３位
・新体操男子 1位 川端普斗 2位 仲間勇気 3位 山城大輝

6月 3日 人権講話「響き合う毎日」（エッセイスト 三宮麻由子氏）
6月 7日 平和集会(1･2校時）講師：崎原真弓氏「琉球の先人たちから学ぶ ちむぐくる」
6月 8日 生徒会長選挙･野球部推戴式（1校時）
6月11日 第4回沖縄県高校生郷土芸能ソロコンテスト三線部門

県立芸術大学長賞：喜友名可奈子(3年）榮百合香(2年)
6月15日 分教室 前期就業体験(～26日)

6月17～21日 平成28年度全九州高等学校総合体育大会
・バドミントン男子団体5位 新垣渉・新里智司・田場盛吾・外間翔・比嘉祐太・久保仁義・新本健人

ダブルス 5位 新里智司・田場盛吾



女子シングルス 5位 與儀美羽
・レスリング 56㎏級2位 堀北千愛

6月22日 新体力テスト（全生徒)
6月25日 第72回 日本ユネスコ運動全国大会in沖縄 オープニングアトラクション出演 舞踊「ハーリー」

7月1～4日 第71回 国民体育大会沖縄県選手選考会兼平成28年度高校生グレコローマン選手権大会
フリースタイル 55㎏級1位 徳比嘉一仁 60㎏級2位 大城政竜
グレコローマン 55㎏級1位 徳比嘉二仁 84㎏級2位 仲程生竜 60㎏級3位 大城政竜
フリースタイル 56㎏級1位 堀北千愛 74㎏級3位 仲程生竜

7月 3日 ビジネス文書実務検定 1級 前花里緒 大城寿奈(2年) (速度)2級 大城海琴（分教室3年）
7月 9～10日 バドミントン ＪＯＣジュニアオリンピックカップ全日本ジュニア選手権大会県予選

・男子シングルス 3位 比嘉祐太
7月12日 校内弁論大会本選(1・2校時)
7月20日 終業式 交通安全講話(講師：比嘉奈津美氏 當間広美氏

与那原警察署：生活安全課・大城望氏 福盛義夫氏）
7月23日 第55回沖縄県吹奏楽コンクールＡパート 銀賞

7月25～26日 バドミントン 第42回那覇南部地区1年生大会 男子シングルス 2位 仲村渠大雅 3位 金城恒太
ダブルス 優勝金城恒太・富里柊斗 3位 國吉世樹・仲村渠大雅

7月30日 第40回全国高等学校総合文化祭広島大会 郷土芸能部門出演 舞踊「ハーリー」（～8月1日）
8月 2日 第40回全国高等学校総合文化祭広島大会「器楽・管弦楽部門」文化連盟賞 上原ありさ（2年）
8月10日 第26回沖縄県高等学校野外スケッチ大会優秀賞 新垣明子(分教室3年)
8月 7日 全国高等学校総合体育大会バドミントン競技 男子団体2回戦進出

8月11～12日 第28回NTT西日本前沖縄高等学校ソフトテニス大会 男子団体3位 個人3位 高澤龍太郎・宜保一稀
8月20日 「海・夏まつりin糸満」ポスターデザイン 最優秀賞 新垣明子(分教室3年)
9月 2日 第45回沖縄県高等学校音楽コンテスト 器楽アンサンブルの部 金賞(～4日)

管楽器独奏の部アルト･サックス 金賞 上原まりあ
ボーカルアンサンブルの部 銀賞

9月10～11日 沖縄県高校新人シングルスバドミントン大会 3位比嘉祐太 ベスト8久保仁儀
9月 9～11日 平成28年度第3回高校生秋季強化リーグ・レスリング大会

60・66㎏級 1位 徳比嘉一仁 6位 大城政竜 74・84㎏級3位 仲程生竜
女子リーグ 1位 堀北千愛 3位 亀川優佳

9月11日 第２回沖縄県小中高ソフトテニスオープン大会 団体3位
9月18日 OTVカップ争奪総合体操競技大会 個人総合1位 仲間勇気
9月22日 第45回全沖縄高校対抗ソフトテニス大会 団体2位
10月 1日 学園祭｢魂～ゲキアツやっさ！３年に一度の学園ピック！～」
10月 7日 遠足(1年:西原きらきらビーチ 2年:美々ビーチいとまん 3年:あざまサンサンビーチ)

10月15～16日 那覇南部地区バドミントン秋季リーグ戦団体戦 女子団体Aブロック3位
10月21日 学校説明会
10月22日 第16回全国障害者スポーツ大会 水泳25m平泳ぎ 1位 新垣明子(分教室3年）

一般卓球 1位 當眞嗣竜(分教室3年)
10月23日 新人大会 個人総合1位 仲間勇気

10月22～24日 第62回沖縄県高等学校新人ソフトテニス競技大会 男子団体3位 ベスト4 金城重睦・富田英寿
10月26日 第64回全琉小・中・高校図画作文書道ｺﾝｸｰﾙ （書道の部）（分教室）最優秀賞 徐欄(1年)

（作文の部）優秀賞 赤嶺海都(1年)
10月29日 第６回群舞の祭典イヤサッサ踊らなinうちなーんちゅ大会 結大賞
10月29日 平成28年度沖縄県高等学校新人大会（～11月1日）

・バドミントン男子 団体優勝 シングルス 2位久保仁儀 3位比嘉祐太
ダブルス3位 比嘉祐太・新本健人 8位富里柊斗･金城恒太

・バドミントン女子 団体ベスト8
・ソフトテニス 男子団体 第2位 ダブルス 3位金城重睦 富田英寿
・レスリング 全日本ジュニアレスリング日本代表 徳比嘉一仁

60㎏ 1位 大城政竜 84㎏ １位 仲程生竜(分教室) 55㎏ 1位 徳比嘉二仁
女子の部 60㎏ 1位 堀北千愛 46㎏ 1位 亀川優佳

・ボクシング バンタム級 第3位仲宗根和紀(1年)
11月 4日 地震・津波避難訓練（２校時）

11月 9～11日 2年インターンシップ
11月12日 第40回沖縄県高等学校総合文化祭 第27回郷土芸能大会 舞踊「ハーリー」優秀賞 郷土芸能部49名出演
11月13日 第68回沖縄県民体育大会レスリング競技県沖縄県レスリング選手権

66㎏級1位 徳比嘉一仁 60㎏級1位 徳比嘉二仁 84㎏級1位仲程生竜 66㎏級3位 大城政竜
60㎏級1位 堀北千愛

11月18日 第38回 校内ロードレース大会
11月20日 第4回沖縄県パレードコンテスト 金賞並びに高文連郷土芸能専門部長賞受賞
11月27日 第57回ﾋﾞｼﾞﾈｽ文書実務検定試験 1級 神里優樹(3年) 金城媛子(3年) 我喜屋夢可(3年)

(速度)2級 平田剛生(分教室2年)
11月27日 第68回沖縄県県民体育大会 新体操 個人総合 クラブ・ロープ第1位 仲間勇気

11月29～30日 JOCジュニアオリンピック沖縄県予選レスリング大会
男子ジュニアの部 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ 63㎏級1位 大城政竜 ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝ 63㎏級2位 大城政竜
男子カデットの部 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ 58㎏級1位 徳比嘉二仁 ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝ 58㎏級1位 徳比嘉二仁

ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ 84㎏級3位 仲程生竜 ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝ 84㎏級3位 仲程生竜
女子ジュニアの部 60㎏級1位 堀北千愛 46㎏級1位 亀川優佳

12月11日 第41回沖縄県ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙｺﾝﾃｽﾄ管打楽器七重奏 銀賞 上原ありさ(2年)
12月15日 芸術鑑賞会〈バリ島ガムラン音楽・舞踊〉
12月16日 卒業生講話（本校卒業生８名）
12月17日 第53回沖縄県高等学校ボクシング選手権大会 バンタム級 第3位仲宗根和紀(1年)
12月20日 性（エイズ）教育講演会「考えよう！性のこと」（講師：豊見城南高校 上原厚子・斎藤綾 先生）

12月23～26日 全九州高等学校選抜大会 バドミントン男子 ベスト８
12月22日 2学期終業式 健康講話「薬物乱用防止」（講師：県警本部青少年サポートセンター 屋良淳 氏）

平成29年
1月14～15日 那覇南部地区バドミントン新人ダブルス大会 準優勝 比嘉祐太・新本健人

ベスト8 金城恒太・富里柊斗 ベスト8 津波古さくら・城間梨子
2月 3日 全九州高等学校レスリング新人選手権大会



55㎏級1位 徳比嘉二仁 60㎏級5位 大城政竜 84㎏級5位 仲程生竜
56㎏級3位 堀北千愛 46㎏級2位 亀川優佳

2月 5日 第36回沖縄県リコーダーコンテスト 合奏の部 金賞 第38回全日本リコーダーコンテスト派遣決定
2月 7日 3年生を送る会

2月25～26日 第47回沖縄県高校新人ダブルスバドミントン選手権大会
優勝 比嘉祐太・新本健人 3位 久保仁儀・仲村渠大雅 ベスト8 金城恒太・富里柊斗

3月 1日 第39回卒業式
3月 4～ 5日 第37回沖縄県選抜バドミントン選手権大会

男子ダブルス 準優勝 新里智司・外間翔 ベスト8 新垣渉・田場盛吾
男子シングルス ベスト8 新里智司、新垣渉
女子ダブルス 3位 前田志織・與儀美羽 女子シングルス3位 前田志織、與儀美羽

3月 7日 特別支援教育講話 人生「好きに生きるさ」 講師 友利 敏幸 氏
3月24日 修了式

3月22～26日 第45回全国選抜バドミントン競技大会 男子団体出場
3月26日 全日本リコーダーコンテスト 合奏の部 金賞
3月31日 定期人事異動 （教頭）金城 優子 他 18名 離任

平成29年度
4月 1日 教頭 安次富利恵子 教頭 平良浩希 他22名就任
4月 7日 始業式・第42回入学式(男子158名、女子151名、合計309名）

南風原高等支援学校第1回入学式(男子11名、女子９名、合計20名)
4月12日 １年生研修(スタートアップハエバル）

4月15～16日 平成29年度第28回那覇南部地区高等学校バドミントン春季リーグ戦 男子団準優勝
4月19日 平成29年度定期健康診断
4月21日 新入生歓迎スポーツ大会

4月21～23日 JOCジュニアオリンピックカップ大会全日本ジュニアレスリング大会推薦出場
58kg級 徳比嘉二仁(2年) 63kg級 大城政竜(3年) 女子59kg級 堀北千愛(3年)

4月23日 九州地区スプリング新体操競技 種目別シニアリボン6位 シニアフープ4位 神里妃名子(2年)
5月10日 進路講演会 講師：劉耕助氏
5月14日 第35回タイムス杯体操競技大会

個人総合1位 仲間勇気(3年) クラブ1位 ロープ1位 仲間勇気(3年)
5月19日 生徒総会
5月21日 平成29年度 ＰＴＡ総会・授業参観

南風原高等支援学校開校記念講演 講師：高山恵子氏
「実力を引き出すための理解と支援～うまくいく条件を一緒に探しましょう～」

5月25日 高校総体推戴式
5月27日 平成29年度 県高等学校総合体育大会 開会式 （～5月31日まで)

・バドミントン 男子 団体優勝(3連覇) シングルス 準優勝 比嘉祐太(3年)
ダブルス3位 久保仁儀(3年)･仲村渠大雅(2年)
女子 団体準優勝 シングルス3位 前田葉月(1年)

・ソフトテニス 男子団体 第３位 富田英寿(3年) 金城重睦(3年) 高澤龍太朗(2年) 宜保一稀(3年)
城間絵途(2年) 宮城武弘(2年) 城間樹(3年) 喜納大樹(3年)

・卓球 男子団体 第３位 諸見里安晃(3年) 呉屋一磨(3年) 宮城蓮(2年) 比嘉瑞希(2年)
古波藏朝一(2年) 平山良一朗(1年) 高江洲恭也(1年) 知念優磨(1年)

・サッカー男子 第３位 末吉永弥(3年) 玉城大暉(3年) 新里雅樹(3年) 宇根詳間(3年)
渡久地龍平(3年) 前田裕人(3年) 久髙ひかる(3年) 山入端樹(3年) 島袋大輝(3年)
波平康太(3年) 舩谷竜生(2年) 照屋玲(2年) 松本篤武(2年) 知念莉音可(1年)
上原洸(2年) 竹本悠真(2年) 濵川尚大(2年) 神里隆斗(1年) 飯塚隼人(1年)

・レスリング 55㎏1位 徳比嘉二仁(2年) 66kg2位 大城政竜(3年) 84㎏1位 仲程生竜(分教室3年)
94㎏2位 金城有吾(分教室2年) 女子の部 60㎏1位 堀北千愛(3年) 46㎏1位 亀川優佳(2年)

・新体操男子 個人総合1位 仲間勇気(3年) ロープ1位 クラブ1位 仲間勇気(3年)
6月 2日 卒業生講話（同窓生講師24名）
6月 6日 平和集会(1･2校時）講師：仲村真氏「７２年前の南風原」
6月 7日 生徒会長選挙･野球部推戴式（1校時）
6月 8日 火災避難訓練

6月10日～11日 第5回沖縄県高校生郷土芸能ソロコンテスト
三線部門 金賞（高文連会長賞) 生駒千枝(2年) 金賞 輿那嶺彩(2年） 銀賞 当眞有佳梨(3年)
琉球舞踊部門 金賞（高文連会長賞）豊川想礼(3年) 金賞（県立芸術大学長賞）門口さゆか(3年)

銅賞 宮里さくら(3年) 銅賞 森山英梨華(分教室2年）
6月12日 南風原高等支援学校 南風原分教室 前期就業体験(～22日）
6月13日 第27回児童生徒の平和のメッセージ展 図画部門

特別支援学校の部 最優秀賞 天願綾音(分教室3年) 高等学校の部 優良賞 新垣江里(1年)
6月16日～20日 平成29年度全九州高等学校総合体育大会

・レスリング 55㎏1位 徳比嘉二仁(2年) 56㎏1位 堀北千愛(3年) 46㎏2位 亀川優佳(2年)
6月18日 珠算・電卓実務検定1級 大城莉音(3年)
6月22日 新体力テスト（全生徒)

7月 1日～ 2日 バドミントン ＪＯＣジュニアオリンピックカップ全日本ジュニア選手権大会県予選
男子ダブルス優勝 與儀七友(1年)･島颯社(1年)
男子シングルス優勝 島颯社(1年) 2位 仲村渠大雅(2年)
女子ダブルス3位 前田葉月(1年)･知念菜々美(1年) 女子シングルス2位 前田葉月(1年)

7月 2日 ビジネス文書実務検定1級 大城莉音(3年)
7月11日 校内弁論大会本選(1・2校時) 最優秀賞 糸嶺春華(2年)
7月13日 ３学年性教育講演会 講師：笹良秀美氏「ライフプランニングと性の健康～幸せな関係のために～」

第1回英語発表コンテスト
レシテーション部門１位 新垣芽生(2年) プレゼンテーション部門1位 玉城梨紗(3年)

7月14日 遠足(1年:西原きらきらビーチ 2年:美々ビーチいとまん 3年:学校)
7月18日 ２学年性教育講演会 講師：上間陽子氏「沖縄の夜業界について」上原厚子氏「女性の性を考えよう」

喜瀬実名子氏「Happy＆Smaileな人生を」
7月21日 終業式 交通安全講話(講師：与那原警察署 當銘哲也氏 宮城喬氏 玉城康成氏）
7月22日 第57回沖縄県吹奏楽コンクールＡパート 銀賞



7月22～23日 第43回那覇南部地区高等学校バドミントン1年生大会
男子シングルス3位 島颯杜(1年) 3位 與儀七友(1年）
女子シングルス優勝 前田葉月(1年） 準優勝 知念菜々美(1年） 3位 比嘉なぎさ(1年)

7月29～8月2日 平成29年度全国高等学校総合体育大会レスリング競技 55㎏3位 徳比嘉二仁(2年)
平成29年度全国高等学校総合体育大会バドミントン競技男子団体出場個人シングルス出場比嘉祐太(3年)

7月31日 第26回りゅうぎん紅型デザインコンテスト 未来枠 優良賞 赤嶺耕平(2年)
7月31～8月2日 第41回全国高等学校総合文化祭宮城大会

パレード部門出演 郷土芸能部 器楽・管弦楽の部出場 仲村渠由梨(3年)
8月 3～ 4日 第29回NTT西日本全沖縄高等学校ソフトテニス大会 男子団体2位 Ｂチームの部1位

高澤龍太朗(2年) 国吉晃輔(2年) 城間絵途(2年) 宮城武弘(2年) 喜屋武晴(2年) 新崎愛京(2年)
個人3位 高澤龍太郎(2年)・国吉晃輔(2年)

8月16～19日 第33回全国グレコローマンスタイル選手権大会 55㎏3位 徳比嘉二仁(2年)
8月26日 第1回那覇市長杯ソフトテニス大会 Ｂクラス男子優勝

9月 1～ 3日 第46回沖縄県高等学校音楽コンテスト ピアノ演奏の部 銅賞 島袋守史(1年)
木管独奏の部 銅賞 島袋莉音(2年) 独唱の部 銀賞 高良由紀乃(2年)
器楽アンサンブルの部 リコーダー四重奏 金賞 伊禮あやめ(2年) 高良由紀乃(2年) 森山美香(2年)

久手堅彩華(2年)
ボーカルアンサンブルの部 金賞 上原ありさ(3年) 伊禮あやめ(2年) 高良由紀乃(2年) 知念麗羅(2年)

森山美香(2年) 久手堅彩花(2年) 吉田咲也花(1年)
9月 9～10日 第44回沖縄県高校新人シングルスバドミントン大会 男子優勝 與儀七友(1年) 3位 島颯杜(1年)

9月29日 第52回沖縄県高等学校英語弁論大会 第3位 玉城梨紗(3年)
10月 1日 第14回体育祭｢輝かせ青春の汗 見せてやれ 我らが南風魂」

10月13～16日 第72回国民体育大会岩手大会レスリング競技 55㎏3位 徳比嘉二仁(2年)
10月14日 平成29年度自転車鍵掛け甲子園 Cブロック 優勝
10月20日 第34回沖縄県商業高等学校英語スピーチコンテスト 2位 優秀賞 赤山夏香(3年)

10月22～27日 平成29年度グローバルリーダー海外短期研修事業「沖縄県高校生芸術文化国際交流プログラム」
郷土芸能部門(ハワイ)参加 大城茉綸(2年) 生駒千枝(2年) 平田晴香(2年) 堀川裕貴(2年)

10月23日 第63回沖縄県高等学校新人ソフトテニス競技大会 男子団体3位
高澤龍太朗(2年) 国吉晃輔(2年) 城間絵途(2年) 宮城武弘(2年) 喜屋武晴(2年) 新崎愛京(2年)
仲村英泰(1年) 森山樹(1年)

10月28日 平成29年度沖縄県高等学校新人大会（～10月31日）
・卓球 男子団体 第３位
宮城蓮(2年) 比嘉瑞希(2年) 古波藏朝一(2年) 平山良一朗(1年) 高江洲恭也(1年) 知念優磨(1年)
山里涼太(1年) 具志堅興太(1年)

・バドミントン 男子団体優勝(5連覇) シングルス 1位島颯杜(1年) 2位與儀七友(1年)
ダブルス準優勝 富里柊斗(2年)・金城恒太(2年) 3位 島颯杜(1年)・與儀七友(1年)

・バドミントン女子 団体3位 シングルス 2位前田葉月(1年)
・新体操男子 個人総合1位 新垣大悟(1年) フープ2位 新垣大悟(1年)
・新体操女子 個人総合2位 神里妃名子(2年) フープ2位 ボール3位 神里妃名子(2年)
・レスリング 男子団体3位 50kg3位 冨里友生(高支1年） 55kg2位 津波古健治(高支1年)

60㎏1位 徳比嘉二仁(2年) 60kg3位平田一真(高支1年) 84㎏1位 金城有吾(分教室2年)
女子の部 46㎏1位 亀川優佳(2年)

10月31日 第65回全琉小・中・高図画作文書道コンクール
書道の部 最優秀賞 徐 蘭（分教室2年） 安里鈴音(1年) 新垣夏香（2年）
韻文の部 優秀賞 仲里康雄(3年) 前田優花(3年)

11月 2日 平成29年度全日本音楽教育研究会全国大会沖縄大会 アトラクション出演（かぎやで風、若衆ぜい他）
11月 8日 1学年大学出前講座 12講座 講師12名

11月 8～10日 2学年インターンシップ
11月 8日 3学年南風原町まちづくりプランニング 8講座 講師9名
11月 9日 「世界津波の日」2017高校生島サミットin沖縄 アトラクション出演（ 空手・古武術 琉球舞踊他）
11月12日 珠算・電卓実務検定1級 大城茉依(3年) 親川菜々(3年) 前花里緒(3年) 上里有里果(3年) 大城寿奈(3年)
11月16日 平成29年度九州八県赤十字大会 アトラクション出演 舞踊「歓待の舞」他

11月17～18日 平成29年度 第21回沖縄県産業教育フェア
11月18～19日 JOCジュニアオリンピック沖縄県予選レスリング大会

男子ジュニアの部 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ 60㎏級1位 徳比嘉二仁(2年) 84kg級2位 金城有吾(2年)
ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝ 60㎏級1位 徳比嘉二仁(2年) 84kg級2位 金城有吾(2年)

男子カデットの部 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ 54㎏級3位 津波古健治(高支1年)
ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝ 63㎏級2位 平田一真(高支1年) 54㎏級3位 津波古健治（分教室1年）

女子ジュニアの部 46㎏級1位 亀川優佳
11月19日 第5回沖縄県パレードコンテスト 郷土芸能部 金賞及び高文連郷土芸能専門部長賞
11月22日 第39回 校内ロードレース大会 男子1位 宇根詳間(3年) 2位 照喜名朝史(1年) 3位 喜久里聖 (1年)

女子1位 仲島日菜(2年) 2位 仲本亜理朱(3年) 3位 濱川理子(2年)
11月26日 平成29年度朝日大学第33回高等学校英語弁論大会（岐阜県） 3位（奨励賞）久保仁儀(3年)

ビジネス文書実務検定1級 親川菜々(3年) 石原里佳子(3年)
12月７日 性（エイズ）教育講演会 講師：笹良秀美氏「性と生～今、あなたに伝えたいこと」

キャリア教育・就労支援発表会「自分にあった仕事をさがすためには」発表者 長濱颯志（分教室3年）
12月10日 第42回沖縄県ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙｺﾝﾃｽﾄ管打楽器八重奏 銀賞 伊禮あやめ(2年) 森山美香(2年) 島袋莉音(2年)

高良由紀乃(2年) 知念麗羅(2年) 久手堅彩花(2年) 吉田咲也花(1年) 島袋守史(1年)
12月11日 第41回沖縄県高等学校総合文化祭郷土芸能部門 優秀賞(10年連続 通算21回)
12月14日 芸術鑑賞会〈ミュージカルコメディ 真夏の夜の夢）
12月17日 平成29年度第16回那覇南部地区高校サッカー大会 優勝
12月21日 平成29年度人権講話（5,6校時） 講師：下條満代氏「生命の大切さといじめの構造を考える」
12月25日 2学期終業式
12月27日 第54回全沖縄青少年読書感想文感想画コンクール 優良賞 富永永遠(1年) 優良賞 新垣江里(1年)

平成30年
1月 4～15日 平成29年度第57回日米親善国際交流高校レスリング米国遠征 日本代表 徳比嘉二仁(2年)
1月13～14日 第43回那覇南部地区バドミントン新人ダブルス大会

男子優勝 富里柊斗(2年)・金城恒太(2年) 準優勝 島颯杜(1年)・與儀七友(1年)
女子優勝 前田葉月(1年)・知念菜々美(1年) 3位 津波古さくら(2年)・比嘉なぎさ(1年)

1月20日 平成29年度緑化コンクール 学校環境緑化の部 入選



1月21日 第37回沖縄県リコーダーコンテスト 高校の部
独奏の部 銀賞 高良由紀乃(2年) 3重奏の部 銀賞 伊禮あやめ(2年) 島袋莉音(2年) 高良由紀乃(2年)
合奏の部 金賞 伊禮あやめ(2年) 森山美香(2年) 島袋莉音(2年) 高良由紀乃(2年) 知念麗羅(2年)

久手堅彩花(2年) 吉田咲也花(1年) 島袋守史(1年) 城間愛希子（高支1年)
1月23日 県警察本部交通部長より感謝状 郷土芸能部
1月26日 平成29年度沖縄県高等学校新人体育大会サッカー競技 ベスト４

田場楓(2年) 舩谷竜生(2年) 濵川尚大(2年) 松本篤武(2年) 知念莉音可(2年) 儀間透悟(2年)
城間泉輝(2年) 喜久里聖(1年) 高江洲友紀(1年) 飯塚隼人(1年) 前泊瞬(1年) 照喜名朝史(1年)
金城洋平(1年) 城間英太(1年) 江洲希流斗(1年) 山城京也(1年) 石原翔(1年) 又吉世崚(1年)

1月29日 分教室3年 3学期就業体験 (～2月9日)
2月 6日 3年生を送る会
2月 9日 沖縄県高等学校総合文化祭優秀賞連続10回（通算21回）受賞記念及び沖縄県立南風原高等支援学校開

校記念第12回南風原高等学校郷土文化コース・郷土芸能部公演 ～華やかに 奏でる・舞う・武る～
3月 1日 第40回卒業式
3月 5日 特別支援教育講話 「みんなちがっていい」 講師 城間 園子 氏（琉球大学大学院准教授）
3月23日 修了式

3月25～29日 第61回全国高等学校選抜レスリング選手権大会出場 徳比嘉二仁(2年)
3月25日 第39回全日本リコーダーコンテスト 金賞（４年連続）花村賞受賞
3月31日 定期人事異動 校長 大宮廣子 教頭 屋宜宣安 事務長 新城 薫 他11名 離任

平成30年度

4月 9日 始業式・第43回入学式(男子164名、女子133名、合計297名）
4月12日 1年生スタートアップハエバル（新入生1日研修）
4月20日 新入生歓迎スポーツ大会（体育館・グラウンド）



７．南風原高等支援学校沿革概要

平成28年
3月17日 平成28年第５回県教育委員会会議において県立南風原高等支援学校(仮称)の設置方針決定

（県立南風原高等学校への併設型）
4月21日 平成28年第７回県教育委員会議において校名候補を「沖縄県立南風原高等支援学校」に決定
7月21日 平成28年第３回県議会において、沖縄県立高等学校等の条例の一部を改正する条例を議決

（沖縄県条例第45号）
沖縄県立南風原高等支援学校 南風原町字津嘉山1140番地（公報号外第26号：平成28年10月1日施行）

7月29日 沖縄県立高等学校管理規則等の一部を改正する規則
（沖縄県立高等学校管理規則の一部改正）
（沖縄県立特別支援学校管理規則の一部改正）
（沖縄県教育委員会規則第9号）
（公報号外第26号：平成28年10月1日施行）

10月 1日 沖縄県立高等学校等の設置に関する条例の一部を改正する条例が施行され沖縄県立南風原高等支援
学校設置（創立記念日）、職員人事発令
校長 大宮 廣子、教頭 金城 優子、屋宜 宣安、安里 吉実、事務長 新城 薫、教諭 山里 剛

11月11日 平成29年度県立高等特別支援学校入学者定員告示（県教育委員会告示第４号）（産業科２学級20名）
平成29年度

4月 1日 沖縄県立南風原高等支援学校開校
校長 大宮 廣子 教頭 平良浩希 他職員10名発令

4月 7日 沖縄県立南風原高等支援学校開校式
南風原高等支援学校 第１回 入学式（男子11名、女子９名、計20名）

4月12日 １年生研修(スタートアップハエバル）
4月19日 平成29年度定期健康診断
4月21日 新入生歓迎スポーツ大会
5月19日 生徒総会
5月21日 平成29年度 ＰＴＡ総会・授業参観

南風原高等支援学校開校記念講演 講師：高山恵子氏
「実力を引き出すための理解と支援～うまくいく条件を一緒に探しましょう～」

5月25日 高校総体推戴式
5月27日～5月31日 平成29年度 県高等学校総合体育大会 開会式

レスリング 84㎏1位 仲程生竜(分教室3年) 94㎏2位 金城有吾(分教室2年)
6月 6日 平和集会(1･2校時）講師：仲村真氏「７２年前の南風原」
6月 8日 火災避難訓練

6月10日～11日 第５回沖縄県高校生郷土芸能ソロコンテスト
琉球舞踊部門 銅賞 森山英梨華(分教室2年）

6月12日～22日 南風原高等支援学校 南風原分教室 1学期就業体験
6月13日 第27回児童生徒の平和のメッセージ展 図画部門

特別支援学校の部 最優秀賞 天願綾音(分教室3年)
6月22日 新体力テスト（全生徒)

7月５日～７日 学校見学会
7月13日 ３学年性教育講演会 講師：笹良秀美氏「ライフプランニングと性の健康～幸せな関係のために～」
7月14日 遠足(1年:西原きらきらビーチ 2年:美々ビーチいとまん 3年:学校)
7月18日 ２学年性教育講演会 講師：上間陽子氏「沖縄の夜業界について」上原厚子氏「女性の性を考えよう」

喜瀬実名子氏「Happy＆Smaileな人生を」
7月21日 終業式 交通安全講話(講師：与那原警察署 當銘哲也氏 宮城喬氏 玉城康成氏）
9月 7日 沖縄県特別支援学校就労支援キャンペーン 生徒代表 東江常仁（分教室3年）

９月13日～15日 学校体験入学
10月 1日 体育祭｢輝かせ青春の汗 見せてやれ 我らが南風魂」

10月16日～27日 南風原特別支援学校1年・分教室2年、3年 2学期就業体験
10月28日～31日 平成29年度沖縄県高等学校新人大会

レスリング 男子団体3位 50kg3位 冨里友生(高支1年） 55kg2位 津波古健治(高支1年)
60kg3位平田一真(高支1年) 84㎏1位 金城有吾(分教室2年)

10月28日 第17回全国障害者スポーツ大会（愛媛大会）卓球競技 銅メダル 仲宗根透喜（分教室2年）
10月31日 第65回全琉小・中・高図画作文書道コンクール

書道の部 最優秀賞 徐 蘭（分教室2年）
11月15日 沖縄県特別支援学校技能検定試験

メンンテナンス部門：テーブル拭き 1級 池間舜、2級 野原慎也(高支1年)
自在ほうき 1級 大城三里季、2級 波平俊（分教室2年）、モップ 1級 浜比嘉奈美（分教室3年)
接客部門：喫茶サービス 2級 仲村渠千紗（分教室3年）､1級 アルシーバル宏、1級 徐蘭（分教室2年）

11月17～18日 平成29年度 第21回沖縄県産業教育フェア
11月18～19日 JOCジュニアオリンピック沖縄県予選レスリング大会

男子ジュニアの部 84kg級 2位 金城有吾(分教室2年)
男子カデットの部 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ 54㎏級 3位 津波古健治(高支1年)

ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝ 63㎏級 2位 平田一真(高支1年) 54㎏級 3位 津波古健治（高支1年）
11月26日 第29回沖縄県特別支援学校体育大会(沖縄県総合運動公園陸上競技場)

男子代表200Ｍ 1位 仲程 生竜（分教室3年）
女子代表200Ｍ 3位 仲村渠 千紗、天願 綾音（分教室3年）
ソフトボール投げ 1位 浜比嘉 奈美（分教室3年）
混成リレー 2位 平田剛生（分教室3年）、上原七美・池間舜・宮良真心（高支1年）

12月７日 性（エイズ）教育講演会 講師：笹良秀美氏「性と生～今、あなたに伝えたいこと」
キャリア教育・就労支援発表会「自分にあった仕事をさがすためには」発表者 長濱颯志（分教室3年）

12月14日 芸術鑑賞会〈ミュージカルコメディ 真夏の夜の夢）
12月21日 平成29年度人権講話（5,6校時） 講師：下條満代氏「生命の大切さといじめの構造を考える」
12月25日 2学期終業式

平成30年
1月20日 平成29年度緑化コンクール 学校環境緑化の部 入選
1月21日 第37回沖縄県リコーダーコンテスト 高校の部



合奏の部 金賞 城間愛希子（高支1年) 出場
1月29日～2月9日 分教室3年 3学期就業体験

2月 6日 3年生を送る会
2月 8日 沖縄県特別支援学校技能検定試験

メンンテナンス部門：テーブル拭き 1級 城間愛希子、1級 前川琳子(高支1年)
自在ほうき 1級 仲本修道、2級 幸地俊太（高支1年）
モップ １級 仲宗根透喜、2級 波平俊（分教室2年）

接客部門：喫茶サービス 1級 武田凌香、1級 上原七美（高支1年）
2月 9日 沖縄県高等学校総合文化祭優秀賞連続10回（通算21回）受賞記念及び沖縄県立南風原高等支援学校開

校記念第12回南風原高等学校郷土文化コース・郷土芸能部公演 ～華やかに 奏でる・舞う・武る～
3月 1日 第２５回 沖縄高等特別支援学校 南風原高等学校分教室（６期生）卒業式
3月 5日 特別支援教育講話 「みんなちがっていい」 講師 城間 園子 氏（琉球大学大学院准教授）
3月23日 修了式
3月25日 第39回全日本リコーダーコンテスト 高校生の部 合奏の部 城間愛希子（高支1年) 出場
3月31日 定期人事異動 校長 大宮廣子 教頭 屋宜宣安 事務長 新城 薫 他11名 離任

平成30年度

4月 9日 始業式・第２回入学式(男子14名、女子6名、合計20名）


