
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）

平成28年度
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
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）

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)
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）
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（3年）、女子代表200Ｍ 3位 仲村渠千紗、天願綾音（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（1年)

1月29日～2月9日 分教室３年 ３学期就業体験
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３級 城間愛希子、１級 前川琳子(１年)
自在ほうき１級 仲本修道、２級 幸地俊汰（１年）、モップ１級 仲宗根透喜、２級 波平俊（３年）

・接客部門：喫茶サービス １級 武田凌香、１級 上原七美（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～
2月13日～2月16日 分教室２年生修学旅行（新潟・千葉・東京）

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 離任

平成30年度
4月 1日 校長 辻上弘子 他２名就任
4月 9日 始業式・第２回入学式（男子14名、女子６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26日 火災避難訓練
5月20日 平成30年度 ＰＴＡ総会・授業参観・高等支援バルーンカフェ

5月26日～5月30日 平成30年度 県高等学校総合体育大会 開会式
・レスリング 男子 65kg ２位 平田一真(２年) 80㎏ ２位 金城有吾(分教室３年)

92kg ２位 照屋盛爾(１年) 55kg ３位 津波古健治(２年)
6月 5日 平和集会 講師：新城俊昭氏「戦後73年 沖縄戦から何を学ぶか」

6月11日～22日 １学期就業体験
7月20日 １学期終業式
7月25日 進路学習会（１、２年生：卒業生講話、３年生：ハローワーク研修会）
9月 3日 ２学期始業式
9月 5日 沖縄県特別支援学校就労支援キャンペーン 生徒代表 仲宗根透喜（分教室３年）上原七美(2年)

10月４日～５日 舞台祭「スポットライトを浴びる笑顔 輝け我らの青春」
10月13日～15日 第18回全国障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会(福井大会)女子ﾊﾞｽｹｯﾄ：津波古礼花･神谷幸菜、卓球：山入端太一･幸地俊太
10月15日～26日 ２学期就業体験

10月27日 沖縄県特別支援学校音楽研究会 第20回音楽発表会 クラリネット独奏 城間愛希子(２年)
10月28日～29日 平成30年度沖縄県高等学校新人体育大会

レスリング男子 60㎏級優勝 平田一真(2年)、80㎏級優勝 照屋盛爾(1年)、55㎏級３位 津波古健治(2年)
11月14日 平成30年度第１回沖縄県特別支援学校技能検定

・テーブル拭き１級 比嘉弘幸（１年）、・自在ほうき１級 宇栄原優真（２年）、大城武（１年）
・モップ１級 山入端太一・冨里友生（２年）、
・喫茶サービス１級 津波古健治・神谷幸菜（２年）津波古礼花・照屋愛梨（１年）



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 61㎏級２位 平田一真(２年) ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝ 61㎏級２位 平田一真（２年)

ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ 55㎏級３位 津波古健治(２年)ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝ 55㎏級３位 津波古健治(２年)
男子カデットの部 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ 80㎏級１位 照屋盛爾(１年) ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝ 80㎏級１位 照屋盛爾(１年)

11月25日 第30回沖縄県特別支援学校体育大会(具志川市総合運動公園陸上競技場)
男女代表100Ｍ １位 金城寧々花（１年）２位 佐久川竜紀 前川琳子・山入端太一（２年）

３位 冨里友生・上原七美（２年）
男女代表200Ｍ ２位 金城優太・照屋愛梨（１年）仲本史奈（分教室３年）
代表走り幅跳び ３位 武田凌香（２年）
男子代表400Ｍリレー １位 佐久川功太・佐久川竜紀・金城優太・長嶺翔
代表混成400Ｍリレー １位 仲宗根由佳・宮平友郁・武田凌香・宮城槙人

１位 新垣加奈子・幸地俊汰・與座彩香・仲本修道
３位 上原愛・長嶺鈴華・奥間謙太・比嘉弘幸

12月10日 交流及び共同学習（札幌市立札幌みなみの杜高等支援学校）
12月12日 芸術鑑賞会〈組踊 執心鐘入）体育館
12月20日 人権講話 講師：竹内昌彦氏「見えないものから見えたもの」、野外学習「石川青少年の家」(高支)
12月25日 ２学期終業式

平成31年
1月７日 ３学期始業式
1月13日 カップ争奪総合体操競技大会 個人総合 ２位 幸地俊太（２年）
1月19日 第38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２年) 崎江侑希・大山姫菜・玉城利香・島袋莉音・島袋守史 (南風原高)
1月26～27日 平成30年度九州高等学校レスリング新人選手権大会(宮崎) 60kg級 5位入賞 平田一真(２年)

55kg級出場 津波古健治(２年） 80kg級出場 照屋盛爾(１年)
1月28日～2月8日 ３学期就業体験（３年生）

2月1日 第27回沖縄県特別支援学校駅伝大会
2月4日 健康講話 歯学博士：岡崎好秀氏「口の中は不思議がいっぱい！」
2月6日 平成30年度第2回沖縄県特別支援学校技能検定

・テーブル拭き １級 宇良将宗・田中太一（１年）、・自在ほうき １級 長嶺翔（１年）
２級 奥間謙太（2級）、・ モップ ２級 金城優太（１年） １級 佐久川功大（１年）

・喫茶サービス ２級 新垣佳奈子・平良優典（２年）長嶺鈴華・佐久川竜紀（１年）
・ワード（文字入力）４級 金城寧々花（１年） ５級 城間亜希子（２年）
・エクセル（数字入力）４級 宮平友郁（１年）３級 前川 琳子（２年）

2月12日～2月15日 ２年生修学旅行（新潟・千葉・東京）
2月22日 第13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26回 沖縄高等特別支援学校 南風原高等学校分教室（７期生）卒業式
3月 4日 特別支援教育講話「助け合う社会ってどういうこと？」 講師 伊是名夏子 氏（コラムニスト）
3月22日 修了式
3月31日 定期人事異動 教頭 平良 浩希 他２名離任

平成31年度
4月 1日 教頭 川満 恵 他５名就任
4月 8日 始業式・第３回入学式(男子13名、女子７名、合計20名)
4月10日 １年生研修(スタートアップハエバル）
4月19日 遠足(１・２年生：西原きらきらビーチ、３年生：ドッジボール大会（本校体育館）)
4月25日 火災避難訓練

令和元年度
5月26日 平成31年度 ＰＴＡ総会・授業参観・高等支援バルーンカフェ
5月30日 高校総体推戴式

5月31日～6月 5日 平成31年度 県高等学校総合体育大会 開会式 レスリング 男子 71kg ２位 平田 一真(３年)
80kg １位 照屋 盛爾(２年) ３位 津波古 健治(３年)

6月 7日 平和集会 講師：久保田暁氏「平和とは、命とは、」
6月 3日～14日 １学期就業体験（２年生・３年生：校外実習、１年生：校内実習）

7月10日 進路学習（講師：障がい者就業・生活支援センターかるにあ 吉川 嘉朝氏、卒業生講話）
7月21日 交通安全講話・１学期終業式
8月30日 ２学期始業式
9月 5日 沖縄県特別支援学校就労支援キャンペーン 生徒代表 山入端 太一（３年） 金城 寧々花（２年）

9月 6日～７日 第48回高等学校音楽コンテスト 木管楽器独奏の部（銀賞）城間 愛希子（３年）
9月27日～28日 学園祭「仲間と刻む 青春の１ページ 令和とバルフェスの幕開けだ」
10月 7日～18日 2学期就業体験

10月30日 第67回全琉小・中・高校図画・作文・書道ｺﾝｸｰﾙ
図画の部 優良賞 津波古 健治(3年)、城間 愛希子(3年)、山入端 太一(3年)、宇栄原 優真(3年)

11月 1日 地震津波・火災避難訓練
11月 6日 令和元年度第１回沖縄県特別支援学校技能検定 ・テーブル拭き 1級 安里 勇飛(1年)、山根 蓮(1年)

・自在ほうき 1級 金城 琉帝(2年)、平田 一真(3年)
・モップ 2級 仲本 修道(3年)、與座 彩香(3年)
・喫茶サービス 1級 神谷 カミン(2年)、2級 上原 愛(2年)、照屋 盛爾(2年)、仲宗根 由佳(3年)
・ワード (文字入力) ４級 大城 和摩(1年) ６級 野原 慎也(3年) 宮良 真心(3年)
・エクセル（数字入力）２級 前川 琳子(3年)

11月22日 校内ロードレース大会(黄金森公園陸上競技場)
11月24日 第31回沖縄県特別支援学校体育大会（タピック県総ひやごんスタジアム）

・一般男100Ｍ 2位 喜納 諒 (1年)、3位 仲本 修道(3年)
・男女代表100Ｍ 2位 金城 寧々花(2年)、前川 琳子(3年)、3位 長嶺 翔 (2年)、平田 一真(3年)
・男女代表200Ｍ 1位 山入端 太一(3年)、2位 松岡 愛依(1年)、3位 金城 優太(2年)
・代表女子800Ｍ 3位 神谷 幸菜(3年)、代表走り高跳び1位 平良 優典(3年)
・代表ソフトボール投げ 1位 奥間 謙太(2年)
・代表400Ｍリレー 1位 混成(仲宗根 由佳、奥間 謙太、宮良 真心、金城 琉帝)

1位 男子(佐久川 竜紀、佐久川 功太、金城 優太、長嶺 翔)
2位 混成(武田 凌香、幸地 俊汰、城間 愛希子、冨里 友生)
3位 混成(與座 彩香、比嘉 弘幸、當間 吉乃、田中 太一)

女子(神谷 幸菜、前川 琳子、譜久島 七美、新垣 佳奈子)
女子(津波古 礼花、金城 寧々花、長嶺 鈴華、上原 愛)



12月 1日 第71回県民体育大会 新体操 ３位 幸地 俊汰
12月 5日 第31回沖縄県特別支援学校キャリア教育・就労支援発表会

「国際ビル産業に就職するためには」発表者:仲本 修道(3年)
12月12日 交流及び共同学習（札幌市立札幌みなみの杜高等支援学校）
12月13日 芸術鑑賞会（夢のアカペラグループ「RAGSPi」）体育館
12月18日 人権講話 講師：竹内清文氏「周りとちがっても大丈夫！～LGBT・性の多様性～」
12月25日 薬物乱用防止教育講話 講師：金城達也氏（県警察本部生活安全部少年課 少年サポートセンター）

2学期終業式
第56回全国沖縄青少年読書感想文・感想画ｺコンクール
・読書感想画の部 佳作 長嶺 鈴華(2年)

入選 長嶺 翔 (2年)、比嘉 弘幸(2年)、金城 優太(2年)、佐久川 竜紀(2年)
大城 武 (2年)、照屋 盛爾(2年)、金城 琉帝(2年)

令和２年
1月14日 第14回雇用・就労支援フォーラム 絵画 優秀賞 前川 琳子(3年)

1月27日～2月 7日 ３学期就業体験（３年生）
2月 4日 ３年生を送る会、カレーをふるまう会(PTA)
2月 5日 令和元年度第2回沖縄県特別支援学校技能検定

・テーブル拭き 1級 村川 大悟(1年)、又吉 康倫(1年)
・自在ほうき 1級 金城 佳子(1年)、3級 與座 弘人(1年)
・モップ 1級 當間 吉乃(1年)、2級 喜納 諒 (1年)
・喫茶サービス 1級 金城 優花(1年)、1級 川原 宏太(1年)、上間 未来(2級)、眞島 大典(2級)
・ワード (文字入力) 6級 松岡 愛依(1年)、6級 伊地 広之(1年)、7級 吉田 瑞歩(1年)
・エクセル（数字入力） 1級 山根 蓮(1年)、3級 大城 和摩(1年)

2月 7日 第28回沖縄県特別支援学校駅伝競走大会
・Ａチーム２位（津波古 健治、金城 優太、松岡 愛依、金城 琉帝、神谷 幸菜、比嘉 弘幸、山入端 太一）
・Ｂチーム９位（佐久川 竜紀、長嶺 翔 、武田 凌香、川原 宏太、長嶺 鈴華、幸地 俊太、佐久川 功大）
・区 間 賞 ２区２位 金城 優太、５区３位 神谷 幸菜、６区１位 比嘉 弘幸、７区２位 山入端 太一

2月18～21日 南風原高等支援学校修学旅行(2年生：新潟・千葉・東京)
3月 1日 第41回卒業式

3月 4日～15日 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策「学校臨時休校」
3月24日 修了式

令和２年度
4月 1日 校長 金城 毅 事務長 棚原 かつみ 他4名就任

4月 7日～5月20日 新型コロナウイルス感染拡大防止対策「学校臨時休業」
5月21日 第4回入学式（男子15名、女子5名、計20名）
5月22日 始業式

5月25日～29日 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策「分散登校」
6月 1日 通常登校
7月 8日 火災避難訓練

8月 1日～10日 夏期休業
8月12日～21日 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策「学校臨時休校」

8月18日 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策「登校日」
8月24日～9月 4日 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策「時差登校及び短縮授業」

8月31日 1学期終業式
9月 1日 2学期始業式、台風9号接近により臨時休業
9月 2日 旧盆による臨時休業
10月 2日 第15回体育祭

10月19日～30日 第1期就業体験
11月 6日 地震津波・火災避難訓練
11月 7日 令和2年度第１回沖縄県特別支援学校技能検定

・テーブル拭き 1級 比嘉 洋斗(1年)、モップ 2級 山根 蓮 (2年)、喫茶サービス 2級 亀川 翔璃(2年)
・ワード (文字入力) 7級 眞島 大典(2年)、エクセル（数字入力）1級 宮平 友郁(3年)、長嶺 翔(3年)

11月18日 第68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 安仁屋 沙妃(1年)、佳 作 崎山 鈴夢(1年)、松田 龍聖(1年)

11月22日 第65回ビジネス文書実務検定試験
・2級速度部門 金城 寧々花(3年)、3級速度部門 幸地 希(1年)、4級速度部門 松田 都南妙(1年)
・4級文書部門 佐久川 功大(3年)

12月 7日～18日 第2期就業体験(3年抽出)
12月 8日 芸術鑑賞会 落語(桂 米福、桂 宮治)体育館
12月16日 人権講話 講師：大田 房子氏「身近に潜む依存症の危機～自分らしい生き方をするために～」
12月25日 薬物乱用防止教育講話 講師：金城達也氏（県警察本部生活安全部少年課 少年サポートセンター）

2学期終業式
令和３年

1月 6日 3学期始業式
2月26日 3年生を送る会
3月 1日 第2回南風原高等支援学校卒業式 テーマ「希望と夢を胸に 輝く未来の道へ 大きな一歩を」
3月 2日 特別支援教育講話 講師：弁護士 髙田 慎介、弁護士 横江 崇
3月24日 修了式
3月31日 定期人事異動 教頭 川満 恵 他6名離任

令和３年度
4月 1日 教頭 仲里 智美 他6名就任
4月 7日 始業式・第５回入学式（男子13名、女子７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27日 火災避難訓練・防災学習
4月30日 新入生歓迎球技大会


