Ⅰ 学校概要
１．学校沿革
(1)
(2)

校
位

名
置

(3)

設置学科

沖縄県立西原高等学校
〒903-0117 西原町字翁長610番地
電話 （098）945-5418・4142
（那覇バス琉大線 棚原入口下車 徒歩３分）
普通科

(4) 沿革概要
＜昭和49年度＞
昭和49年 6月13日 県教委で沖縄県立西原高等学校設置方針決定
10月12日 県議会で沖縄県立西原高等学校設置決定
11月 1日 沖縄県立西原高等学校発足 校長 石垣長三氏、他２名の職員へ発令
昭和50年 3月25日 普通科450名の合格発表
＜昭和50年度＞
4月10日 沖縄県立西原高等学校開校式及び入学式（職員30名 入学者450名）
5月29日 ＰＴＡ結成総会 初代会長 翁長正吉氏
11月 1日 創立記念式典並びに記念マラソン大会実施
＜昭和51年度＞
4月 7日 昭和51年度入学式 入学者450人（男子247人、女子203人）
11月 1日 創立記念式典（記念式、校内マラソン大会）
＜昭和52年度＞
4月 7日 昭和52年度入学式 入学生450人（男子229人、女子221人）
10月16日 第１回体育祭
10月30日 校歌歌詞決定（作詞・福田克彦）12月13日に曲の決定（作曲・知花洋介）
11月 1日 創立３周年記念式典並びに校内マラソン大会
12月18日 全九州青少年弁論大会にて弓削敬優秀賞受賞
昭和53年 1月21日～22日 第１回文化祭
3月 1日 第１回卒業式 卒業生347人（男子182人、女子165人）
3月 3日 体育館落成
※
＜平成26年度＞
4月 1日
4月 7日

昭和53年度から平成25年度は省略

※

職員人事異動発令 垣花誠教頭 他１２名赴任
就任式・始業式。第40回入学式、新制服で男子153名、女子167名 計320名を迎える。
新１年から健康科学２クラス、文理コース４クラス、特別進学コース２クラスに変更。
4月21日 平安杯第59回全九州バレーボール総合選手権大会県予選大会 男女優勝
4月29日 高体連中･北部支部合同バスケットボール春季大会 女子優勝
5月 9日 第59回全九州バレーボール総合選手権大会（宮崎県）男女出場
5月31日 県高校総体（～４日）
優 勝：バレーボール競技 男子（６連覇）、女子（５連覇）
準優勝：バスケットボール競技 女子準優勝
３ 位：サッカー 男子
個 人：水泳女子100M背泳ぎ１位・50M自由形１位 （宮城穗歌） 九州総体派遣
女子ソフトテニス（崎原唯、玉城範菜）５位 九州総体派遣
男子総合27位、女子総合18位、男女総合21位
6月13～15日 全九州高等学校総合体育大会（鹿児島県）男女バレーボール、水泳女子個人出場
6月21日 第67回全九州高校バスケットボール競技大会 女子出場
7月 4日 校内弁論大会 最優秀賞 川平菜緒（学校代表として県大会出場 9/11）
7月 5日 天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権大会沖縄県ラウンド（～6日）
男子ベスト８ 女子ベスト４
7月 7日 全国地域安全運動標語（浦添地区）
防犯ボランティア活動の部：最優秀賞 森屋志音 優秀賞他2名
子どもと女性の犯罪被害者防止の部：最優秀賞 岩﨑琴七 優秀賞２名 佳作２名
住宅を対象とした侵入犯罪防止の部：優秀賞１名 佳作１名
振り込め詐欺防止の部：最優秀賞 渡慶次花歩 優秀賞2名 佳作1名
7月11日 全九州高等学校総合体育大会（～13日）（鹿児島県） 女子ソフトテニス出場
第12回 神のバトン賞 神のバトン賞 糸数玲香（３年）
7月12日 高体連中部支部バレーボール1年生大会 男女優勝
7月16日 第24回「児童生徒の平和メッセージ展」 詩部門 佳作 糸数玲香

7月21日
7月28日

8月 2日

8月17日
8月22日

9月 6日

9月 7日
9月19日
9月21日
10月 8日
10月27日

11月23日
10月25日
11月 1日
11月 3日
11月 8日
11月15日
11月23日
11月24日
12月 6日
12月13日
12月14日
12月15日
12月16日
12月18日
12月22日
12月23日
平成27年 1月 5日
1月16日
1月18日
1月19日
1月28日
2月 7日

第34回西原町青少年健全育成総決起大会 意見発表の部参加 城間涼子
第７回高体連中･北部支部合同1年生バスケットボール大会 女子準優勝
第38回全国高等学校総合文化祭いばらき総文2014 マーチングバンド部
パレード部門：グッドパレード賞、マーチング部門：講評者特別賞
写真部門 新垣七星 出場
平成26年度全国高等学校総合体育大会（東京都） 男女バレーボール部出場
全国高等学校総合体育大会（東京都） バレーボール競技 男女出場
男子20回出場を記念して表彰される
第20回沖縄県高等学校１年生バレーボール大会 男子優勝
高体連中･北部支部合同新人大会バスケットボール競技 女子準優勝
国民体育大会第34回九州ブロック大会バレーボール競技
少年男子：西泊颯斗、江口雅教、仲本賢優、宮平佳明、松田優一、金城夢己、
玉那覇優斗
少年女子：与儀綾夏、大城ひかり、長濱 和、上地ひめこ、砂川花菜、宮城しおり、
我那覇静香
バスケットボール競技（8/24） 髙江洲蓮華、黒岩瑠華 出場
第２回中頭南地区ソロコンテスト
男子バレーボール部 仲本賢優（２年） 全日本ユース選抜として｢第10回アジアユー
ス男子選手権大会（スリランカ）｣にフルスタメン出場（～13日）
第57回全沖縄高校バスケットボール選手権大会 女子準優勝
第67回全日本バレーボール高等学校選手権大会県予選大会 男子優勝 女子3位
第48回沖縄県総合バスケットボール選手権大会 女子ベスト4
全国地域安全運動標語の部 振り込め詐欺防止の部 最優秀賞 照屋孝介
第62回全琉図画･作文･書道コンクール（沖縄タイムス社主催）
韻文：最優秀賞 糸数玲香、優秀賞 照屋孝介、佳作 下地麗羅 新城七星
書道：優秀賞 平良はるな 津波古鈴乃 新垣青羽子 比嘉毬亜 嘉陽亜海 島袋きあら
仲里光、佳作（2年生10名、1年生21名）
第４回高校生｢働くヒト｣写真コンテスト 優秀賞 棚原妃那（１年）
県高等学校新人体育大会バスケットボール競技（宮古）先行実施 女子ベスト４
県高等学校新人体育大会（～５日） 優勝 男・女バレーボール部
マーチングインオキナワ2014 マーチング部門：金賞
第38回県高等学校総合文化祭写真部門 優秀賞 山城聖香（H27年度全国大会派遣）、
美術・工芸部門 優秀賞 大城可奈子（２年）
創立４０周年記念式典 パネルディスカッション、職業人講話
全国高等学校サッカー選手権大会県予選大会 男子サッカー部 準優勝
第２回パレードコンテスト（県高文連主催） 金賞 （H27年度全国大会派遣）
2014浦添ＹＡ文芸賞（浦添市教育委員会主催）詩部門・輝賞（教育長賞）糸数玲香
第３４回国民体育大会九州ブロック大会冬季大会（熊本県）アイスホッケー競技
（～７日）出場 具志堅瑛祐、宮城一馬、山内盛力、普天間光星
男女バレーボール部、西原町バレーボール協会より表彰
第42回マーチングバンド・バトントワーリング全国大会 金賞、編成別最優秀賞
第１回スタジオポートレイトコンテスト 準グランプリ 比嘉優輝（１年）
性に関する講演会（２年）「ライフサイクルと性の健康」笹良秀美氏（助産師・思春
期保健相談士）
第23回嘉義市国際管楽祭 マーチングバンド部 招待演奏 （～21日）
第26回沖縄県高等学校席上揮毫大会
奨励賞：平良はるな 津波古鈴乃 与那嶺真一郎 棚原みるき 渡名喜鈴歌
スーパーマーチング2014 マーチングバンド部出場
第67回全日本バレーボール高等学校選手権大会（春高バレー） 男子ベスト16
西原町地域型就業意識向上支援事業 三重県研修 ２年（山入端亜希、安里優里、平
田結、比嘉綾乃）（～19日）
小橋川寛杯争奪高等バスケットボール選手権大会 女子ベスト４
ＫＢＣ杯沖縄県高等学校冬季バレーボール選手権大会 男女優勝
第70回国民体育大会冬季大会（群馬県）アイスホッケー競技（～28日）出場 具志堅瑛
祐、山内盛力、普天間光星
西原町青少年健全育成協議会表彰
善行少年：男子サッカー部
スポーツ優良者：（個人）砂川花菜、上地ひめこ、与儀綾夏、大城ひかり、宮城し
おり、長濱和、我那覇静香、西泊颯斗、江口雅教、仲本賢優、宮平佳明、松田優
一、金城夢己、玉那覇優斗、宮城穂歌、（団体）男・女バレーボール部
文化活動優良者：（個人）糸数玲香、大城聖香、大城可奈子、（団体）マーチング

2月 9日
2月13日
2月14日
2月15日
2月20日
3月 1日
3月 4日
3月 5日
3月31日
＜平成27年度＞
4月１日
4月 7日
4月10日
4月14日
4月17日
4月18日
4月21日
4月24日
4月30日
5月 8日
5月11日
5月18日
5月20日
5月29日
5月30日

6月 9日
6月11日
6月12日
6月16日
6月17日
6月18日

6月19日
7月 1日
7月 2日
7月 4日
7月 7日
7月 8日
7月16日
7月17日

7月21日
7月28日

バンド部
平成26年度沖縄県児童生徒等表彰 男子バレーボール部、マーチングバンド部
第25回全九州選抜高等学校バレーボール大会（佐賀市） 男女出場（女子ベスト８）
第45回全九州高等学校バスケットボール春季選手権大会 女子出場
第53回全沖縄児童生徒書き初め展（書道部門）（琉球新報社主催）
銀賞：渡眞利佳苗、銅賞：１年生23名、２年生20名
第７回田辺聖子文学館ジュニア文学賞小説部門高校生部門 佳作 新垣果乃子（2年）
第38回卒業式 男子155名、女子130名、計285名
西原町地域型就業意識向上支援事業 東京研修 ２年：山入端亜希、安里優里、平田
結、比嘉綾乃（～６日）
第９回活水文学賞女子高校生部門ジャンルＢ 優秀賞 糸数玲香
玉城哲也校長、友利百合子他転勤及び退職等
職員人事異動発令 菅間玉美校長 島田純教頭 知念豊事務長 他１１名赴任
就任式・始業式・第４１回入学式（男子161名、女子159名 計320名）
対面式・部紹介・ＨＲ役員認証式
学校交流会(東京都立荒川商業高等学校)
３年生保護者対象進路説明会
平安杯第60回全九州バレーボール総合選手権大会県予選(～20日)大会 男女優勝
特進コースオリエンテーション（～２２日）
ウェルカムセレモニー（新入生歓迎大会）
フィールドワーク ：サンセットビーチ
第６０回全九州バレーボール総合選手権大会（～10日 北九州市）男女出場
大学予約奨学金説明会(１２日)
奨学金講演会
県高等学校強化推進運動部指定 男子バレーボール、女子バレーボール
生徒総会
県高校総体選手激励式
県高校総体（～３日） 男子総合２８位 女子総合１５位 総合順位２０位
優勝：バレーボール競技 男子(７連覇)、女子(６連覇)
全国総体派遣
３位：男子サッカー
ボウリング個人：２年 上原舞香６位 全国大会派遣
第６２回ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト沖縄県大会（～10日)
ラジオドキュメント部門優良賞 ｢求む!女子力」
平和資料展（～２３日）
卒業生による進路講話
全九州高等学校総合体育大会バレーボール(～21日)
(男子 鹿児島県：３位)（女子 佐賀県）
平和記念講演会 講師：比嘉照彦 氏 ｢戦争体験から私が伝えたいこと」
第２１回九州高文連美術･工芸･書道･写真展宮崎大会
写真部門優秀賞: ３年比嘉彩乃
美術･工芸部門優秀賞: ３年大城可奈子
３学年文理コース上級学校訪問（沖縄国際大学、沖縄大学、キリスト教学院大学
・短期大学、ポリテクカレッジ、沖縄看護学校他、県内各種専門学校など
校内弁論大会 最優秀賞 ３年 平良はるな 演題「続けることのススメ」（学校代表と
して県大会出場）
情報モラル講演会
１年健康科学コースＰＡプログラム（～３日）
天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権大会沖縄県ラウンド
男子準優勝、 女子優勝
２学年インターンシップ（～９日）
薬物乱用防止講演会
講師：我喜屋 美香 氏（本校薬剤師）「命どぅ宝～薬物乱用防止～」
第４１期生徒会長選挙（会長：諸喜田弥希、副会長：棚原妃那）
交通安全講話
講師：宮城恵輔(飲酒運転根絶アドバイザー) ｢俺みたいになるな｣
リーダー研修（糸満青少年の家 ～18日）
１学期終業式
第３９回全国高等学校総合文化祭（滋賀大会）マーチング部門：講評者特別賞
写真部門 ３年 山城聖香
平成２７年度全国高等学校総合体育(大阪府)大会（～８月６日）男女バレーボー

7月31日
8月 1日
8月 4日

8月 7日
8月15日
8月15日
8月28日
8月31日
9月10日
9月12日
9月23日
9月27日
10月20日
10月25日
10月26日

10月29日
11月 1日
11月 3日
11月 5日
11月 8日
11月11日
11月13日

11月14日
11月15日
11月19日
11月22日
12月 5日
12月14日
12月20日
12月25日
平成28年 1月 5日
1月 6日
1月18日
1月23日
1月26日
1月27日
1月28日
1月30日
2月 2日

2月 5日
2月 6日

ル部ベスト１６ 最優秀選手賞 ３年 仲本賢優、我那覇静香
救命救急講習会 普通救命講習 講師：消防士（東部消防本部）
ミニオープンスクール 女子バスケットボール部 女子(硬式)テニス部
第１４回世界ユース男子選手権大会（U-19)アルゼンチン大会代表 ３年仲本賢優
第３０回東海北信越高等学校ボウリング選手権大会兼高体連加盟校全国選抜大会
２人チーム戦女子５位 ２年 上原舞香
県高等学校文化連盟写真専門部撮影会 佳作 ２年 石原茉奈
西原町就業意識向上支援事業参加(～18日) 宮古島市｢んがまぬ家｣
３年宜保可奈子
ミニオープンスクール マーチングバンド部
ミニオープンスクール 男女バレー部、野球、男子サッカー
２学期始業式
西原町就業意識向上支援事業参加(～13日) ３年 宜保可奈子、比嘉彩乃
第３４回沖縄県マーチングフェスティバル 優秀賞
第６８回全日本バレーボール高等学校選手権大会県予選大会 男女子優勝
第１回さわふじフェスタ 魅成祭 ～太陽sun、走れrun、我等激熱西高soul～
優勝：ブルースカイ団、準優勝：サラブレッド団
３年健康科学コースマリン実習(～２１日)
第２８回マーチングインオキナワ2015 マーチング部門：金賞(第43回マーチング
バンド全国大会派遣推薦)
１年文理コース校外学習
第６３回全琉図画･作文･書道コンクール
韻文：優良賞 ３年 野原琉成 佳作 ３年 宮里テレサ、津波古鈴乃
書道：優秀賞 １年 野原みなみ
第５回高校生「働くヒト」写真コンテスト 特別賞 ２年島袋梨里香
学校創立記念日（創立４１年）
平成２７年度沖縄県高等学校新人体育大会 バレーボール競技 男子優勝、女子 ３位、
バスケットボール競技 女子優勝
防災避難訓練(地震･火災)
女子バレーボール部 西原町バレーボール協会より表彰
芸術鑑賞 演劇 浦添市てだこホール
平成27年度「税に関する高校生の作文」 コンクール
北那覇税務署長賞 ２年 神里優歌「実は税金のおかげだった
沖縄国税事務所長賞 ２年 田邊鼓弥「納税の大切さ」
第５２回全沖縄青少年読書感想文コンクール 入選 ３年大城可奈子
男子バレーボール部 西原町バレーボール協会より表彰
２年健康科学コース野外実習（～２０日）
第３回県パレードコンテスト（県高文連主催）優秀賞 高文連会長賞 マーチン
グバンド部
第３５回九州ブロック国体冬季大会アイスホッケー競技出場 ３年具志堅瑛祐、 宮城
一真、山内盛力
２年文理コース校外学習
第４３回マーチングバンド･バトントワーリング全国大会金賞 編成別最優秀賞
２学期終業式
第６８回全日本バレーボール高等学校選手権大会 男女出場
３学期始業式
KBC杯第64回全沖縄高等学校冬季ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ選手権大会 男子優勝、女子３位
平成27年度沖縄県高等学校新人体育大会男子サッカー競技準優勝
薬物乱用防止講演会「あなたを護る危機回避能力」
講師：屋良 淳 氏（沖縄県警察本部 生活安全部 少年課 課長補佐）
第７１回国民体育大会冬季大会アイスホッケー競技参加 ３年 具志堅瑛祐、
宮城一真、山内盛力
第３８回沖縄県高等学校写真コンテスト 佳作 ２年 島袋梨里香
入選 ２年 石原茉奈、棚原妃那
消費者学習教育講演会「消費者トラブルの現状」
講師：仲宗根 京子 氏 (消費生活アドバイザー）
第１９回西原町社会福祉大会にて西原高校表彰（福祉への積極的な貢献）
講演会「金融トラブル」
講師：伊藤 数馬 氏（SMBCコンシューマファイナンス株式会社）
平成２７年度児童生徒等表彰 マーチングバンド部（教育・文化活動部門）
西原町青少年健全育成協議会表彰 ３年具志勇希人(善行少年)、３年 比嘉彩乃、

2月 8日
2月10日
2月11日

2月12日
2月12日
2月25日
3月 1日
3月17日
3月21日
3月24日
3月25日
3月31日
＜平成28年度＞
4月 1日
4月 7日
4月12日
4月20日
4月23日
4月25日
4月26日
5月 2日
5月 6日
5月11日
5月16日
5月17日
5月19日
5月26日
5月28日

6月10日
6月13日
6月14日

6月17日

6月21日
6月22日
7月 1日
7月 5日
7月 7日
7月12日
7月14日
7月15日

(文化活動優良者)、男・女バレーボール部(スポーツ優良団体)
西原町就業意識向上支援事業首都圏研修決定(３月３～６日) ３年 宜保可奈子
３年生を送る会
九州大会参加 バレーボール男女
第５２回全沖縄青少年読書感想文・感想画コンクール
佳作（画）１年 新里櫻
入選（文）２年 田邊鼓弥、新里優歌、砂辺聡子
第３７回九州高等学校サッカー大会（鹿児島） 男子出場
第２６回全九州選抜高等学校バレーボール大会(長崎) 男女出場
第４６回全九州高等学校バスケットボール春季選手権大会 女子出場
NTC-オーストラリア代表戦のための強化試合(～28日) 選手選出３年 仲本賢優
第３９回卒業式
2016年度高校生が撮る！身近な沖縄の自然カレンダー 優秀賞２年 島袋梨里香
第１９回全国高等学校ボウリング選手権大会青森大会
女子選手権者決定戦７位 ２年 上原舞香
修了式・離任式
第４３回全国高等学校選抜卓球大会（福島県）出場 ２年 岡田優里奈
垣花誠教頭他転勤、渡慶次茂教諭退職
職員人事異動発令 玉城智枝美教頭 他１４名赴任
就任式・始業式・第４２回入学式（男子172名、女子145名 計317名）
対面式・部紹介・ＨＲ役員認証式
３年生保護者対象進路説明会
平安杯第61回全九州バレーボール総合選手権大会県予選(～25日)大会 男子優勝
１学年宿泊研修第１団（～２６日） 沖縄県立石川青少年自然の家
２年生保護者対象進路説明会
１学年宿泊研修第２団（～２７日） 沖縄県立石川青少年自然の家
１年生保護者対象進路説明会
遠足：西原町内フィールドワーク（１学年）、アラハビーチ（２学年）、トロピカル
ビーチ（３学年）
大学予約奨学金説明会
３年生保護者対象奨学金講演会
県高等学校強化推進運動部指定 男子バレーボール、女子バレーボール
生徒総会
県高校総体選手激励式
県高校総体（～４日） 男子総合２２位 女子総合１２位 総合順位１６位
優勝：バレーボール競技 男子(７連覇)、女子(８連覇)
九州・全国総体派遣
３位：女子バスケットボール、男子サッカー
ボウリング個人：３年 上原舞香７位入賞
卒業生による進路講話
平和資料展（～２４日）
第６３回ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト沖縄県大会（～15日)
ラジオドキュメント部門：優良賞 ｢我らの応援歌～西原高校の証」
朗読部門：優良賞 ２年 小渡エミリー
全九州高等学校総合体育大会バレーボール（大分県）(～19日)
男子 ：３位
校内親睦球技大会（西原町民体育館）
野球部激励式
第２２回九州高文連美術･工芸･書道･写真展長崎大会（～１９日） 写真部門
優秀賞：３年島袋梨里香
３学年文理コース上級学校訪問（沖縄国際大学、沖縄大学、キリスト教学院大学・短
期大学、ポリテクカレッジ、沖縄看護学校他、県内各種専門学校等
２学年慰霊祭(西原の塔）
校内弁論大会 最優秀賞 ２年 仲眞美来 演題「沈黙の叫び」（学校代表として県大
会出場）
１年健康科学コースＰＡ実習（～６日）東村つつじエコパーク
学校保健委員会
第４２期生徒会長選挙（会長：浦崎佳人、副会長：岸本拓也）
学校評議員会議
交通安全講話
講師：比嘉奈津美・當間広美(飲酒運転根絶アドバイザー) ｢飲酒運転根絶アドバイ

7月17日
7月20日

7月22日
7月29日
7月29日
8月 1日
8月 3日
8月 5日
8月 6日
8月10日
8月13日
8月16日
8月19日

8月22日
8月23日
8月27日

8月29日
9月 4日
9月 8日
9月10日
9月17日
9月19日
9月25日
10月 2日
10月 6日
10月16日
10月18日
10月19日
10月24日

10月25日
10月27日
10月28日
10月30日
10月31日

11月
11月
11月
11月

1日
2日
4日
7日

ザーの親子が高校生に伝えたいこと｣
高体連中･北部支部合同1年生バスケットボール大会 女子準優勝
薬物乱用防止講演会（３学年対象）
講師：屋良朝繁 氏（県警本部少年課）「薬物乱用・SNS・トラブル防止の心得」
校内リーダー研修会(６校時）
１学期終業式
１年特進コース三者合同説明会
平成２８年度全国高等学校総合体育(山口)大会男子バレーボール競技決勝トーナメン
ト出場（～８月２日）
部活動対象救命講習会 普通救命講習Ⅰ 講師：消防士（東部消防本部）
体育館等照明施設更新工事（～８月５日）
平成２８年度全国高等学校総合体育(山口)大会女子バレーボール競技出場（～８月７
日）
平成２８年度「第１５回全日本ビーチバレージュニア男子選手権」出場(大阪府）
儀間敦也・砂川大典(１年）
高体連中部支部ハンドボール大会 女子準優勝
沖縄県高等学校文化連盟写真専門部写真撮影大会 佳作：1年 内田駿作
沖縄県高等学校１年生バレーボール大会 男女優勝
高体連中･北部支部合同新人大会バスケットボール競技 女子優勝
西原町就業意識向上支援事業参加(～２１日) 三重県
１年 崎原柚菜、仲宗根宇比呂、大野雄太、上運天聖大
２年 稲福優希、玉那覇怜奈
３年 宮里翔太、星祐貴
ミニオープンスクール マーチングバンド部
ミニオープンスクール 男女バレー部、野球、男子サッカー
国民体育大会第３６回九州ブロック大会出場
バレーボール競技 少年男子(佐久川将稀、宮城大雅、金子修大、金城夢己、茂太隆
次郎、玉那覇優斗、宮城元、山田隆太、與那嶺貴之）
少年女子（山内萌）
バスケットボール競技 少年女子優勝（稲嶺明莉、町田恵利奈）
２学期始業式
第９回 ソフトテニス沖縄県シングルス選手権大会
準優勝：崎原愛（２年）
第３位：平良咲奈（２年）
学校説明会(中学３年生および保護者、中学校教員対象）
第３５回県マーチングフェスティバル：フェスティバルの部優秀賞
日本植物学会第８０回大会 学会長特別賞
安里正喜、武内聖、比嘉海斗（２年）
第６９回全日本バレーボール高等学校選手権大会県予選大会 男女優勝
第１３回体育祭～踊れ、走れ、汗流せ ！ 我らが主役だ ！！ 青春、真っ盛り ！！ ～
全沖縄高等学校対抗ボウリング選手権大会 個人の部：優勝 ３年 上原舞香
「県立学校生き生き活性化事業」講演会(１年生）
講師：国立教育政策研究所生徒指導・進路指導研究センター総括研究官 長田徹
沖縄県高等学校総合文化祭自然科学部門 優良賞：自然科学部地学班
３年健康科学コースマリン実習(～１９日）名護市・東村
１学年文理コース校外学習（名桜大学、沖縄職業能力開発大学校)
平成２８年度沖縄県高等学校新人体育大会（～１１月１日）
優勝：バレーボール 男女
準優勝：女子バスケットボール
硬式テニス 女子団体Ｂﾌﾞﾛｯｸ準優勝
マナー講座（２学年）
入試説明会(中学校教諭対象）
新人大会・高文祭激励式
第２９回マーチングインオキナワ201６ マーチング部門：金賞(第44回マーチングバン
ド全国大会派遣推薦)
第６４回全琉図画･作文･書道コンクール
韻文：優良賞 ３年 比嘉優輝
書道：優良賞 １年 嘉陽夕海美、安座間喜佳、武元美結、名嘉眞萌日、川満祐希
２年 野原みなみ 友利彩乃
学校創立記念日（創立４２年）
エイズ予防講演会（1学年） 講師：比嘉正央 氏 (NPO法人HIVﾈｯﾄﾜｰｸ沖縄）
防災避難訓練(地震･火災)
平成28年度グローバル・リーダー育成海外短期研修事業「沖縄県高校生芸術文化国際

11月10日
11月15日
11月17日
11月20日
11月25日
12月 7日
12月10日
12月12日
12月13日
12月13日
12月15日
12月16日
12月17日
12月18日
12月19日
12月20日
12月22日
12月27日
平成29年 1月 5日
1月 6日
1月13日
1月14日
1月16日
1月22日
1月27日

1月28日
2月 1日
2月 3日
2月 4日

2月 8日
2月10日

2月11日

2月12日

2月18日
2月21日

交流プログラム」【書道部門】台湾・台北市派遣（～11日）
２年 友利彩乃
２年健康科学コース野外実習（～１１日）
２学年インターンシップ（～１７日）
平成28年度「税に関する高校生の作文」 コンクール
北那覇税務署長特別賞 ２年 高木里莉亜 「税金について」
第４回県パレードコンテスト（県高文連主催）金賞 マーチングバンド協会会長賞マー
チングバンド部
１学年職業人講話
芸術鑑賞 「岡本知高ソプラニスタ・コンサート」（本校体育館）
男子バレーボール部 西原町バレーボール協会より表彰
OIST 第５回SCORE(サイエンスイン沖縄） SPECIAL AWARD 自然科学部
２学年文理コース校外学習（進路相談会：沖縄コンベンションセンター）
クリーンアップ週間（～２０日）
第２回学校評議員会議
学校保健委員会
性に関する講演会(２学年）講師：笹良秀美氏 (助産師・思春期保健相談士）
女子バレーボール部 西原町バレーボール協会より表彰
第４４回マーチングバンド全国大会 金賞、編成別最優秀賞
第１５回神奈川大学全国高校生理科・科学論文 努力賞 自然科学部地学班
年末大清掃大会
２学期終業式
沖縄県サッカー協会強化指定校認定 男子サッカー部
第６９回全日本バレーボール高等学校選手権大会 男女出場
３学期始業式
第５３回全沖縄青少年読書感想文コンクール 優秀賞 ３年 田邊鼓弥
サッカー新人大会激励式
大学入試センター試験（～１５日）
KBC杯第65回全沖縄高等学校冬季ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ選手権大会 男女優勝
第３５回小橋川寛杯争奪高校生選手権大会 女子バスケットボール部 ３位
１学年 合唱コンクール（西原町さわふじ未来ホール）
３学年消費者学習教育講座「消費生活に伴うトラブル事例及び賢い消費者になるため
に」 講師：高良麻美・野原直子氏 (消費生活相談員）
平成28年度沖縄県高等学校文化連盟活動賞
（団体）マーチングバンド部
(個人）３年 平良美咲【自然科学】
平成２８年度九州高等学校生徒理科研究発表大会(～２９日）福岡大会 地学部門参加
３年 平良美咲 屋比久公平
１学年健康科学コース スケート実習(スポーツワールドサザンヒル）
３年生を送る会
西原町青少年健全育成協議会表彰
スポーツ優良者団体 男・女バレーボール部
文化活動優良者団体 マーチングバンド部
スポーツ優良者
(男子バレーボール部）３年 金子修大、金城夢己、佐久川将稀、玉那覇優斗、
宮城大雅、與那嶺貴之、山田隆太
２年 宮城元
１年 茂太隆次郎
(女子バレーボール部）３年 山内萌
(女子バスケットボール部）３年 稲嶺明莉
２年 町田恵利奈
３学年 PTA主催コンサート
平成２８年度 魅力ある学校づくり推進事業｢県立高等学校生き生き活性化支援事業」
報告会
第２７回 全九州選抜高等学校バレーボール大会（鹿児島（～１２日）男女出場
沖縄県児童生徒等表彰 教育・文化活動部門 マーチングバンド部
第５３回全沖縄青少年読書感想文・感想画コンクール
優秀賞（感想文）３年 田邊鼓弥
優良賞（感想画）２年 池間愛里、３年 金城伽奈、仲宗根希利奈
第５５回全沖縄児童生徒書道展
金賞 ２年 友利彩乃
銀賞 １年 名嘉眞萌日、２年 大城瑠香、野原みなみ
第３９回沖縄青少年科学作品展 佳作 自然科学部
２学年 修学旅行（～２５日）

2月25日
2月26日
3月 1日
3月18日
3月24日
3月31日
＜平成29年度＞
4月 1日
4月 7日
4月14日
(5)

琉球新報社主催第６回しんぶん感想文コンクール 学校賞
優秀賞 ３年 砂辺聡子、玉城優菜
第１１回ＫＢＣ学園争奪中・北部地区高校生バスケットボール大会
第４０回卒業式
第４７回全九州高等学校バスケットボール春季選手権大会 第３位
修了式・離任式
菅間玉美校長、上地美智子実習助手 定年退職
島田純教頭、知念豊事務長、他離任

優勝・女子

職員人事異動発令 儀間昌子校長、福地修教頭、國吉忍事務長、他１３名赴任
就任式・始業式・第４３回入学式（男子175名、女子145名 計320名）
対面式・ＨＲ役員認証式・部紹介

在
籍
普通科 健康科学コース２学級、文理コース４学級、特別進学コース２学級
１学年
３２２人（８学級）
２学年
３１１人（８学級）
３学年
３１３人（８学級）
計 ９４６人（H29.4.1現在）

(6) 校地・校舎・施設の概要
① 敷地面積 40,963㎡
② 校舎面積 10,195.21㎡
校長室、職員室、事務室、保健室、印刷製本室、教育相談室、生徒指導室、給湯室、
休憩室（男･女）、シャワー室（男･女）、トイレ9、倉庫3、図書館、大会議室、小会議室、
視聴覚教室、同準備室、進路指導室、同資料室、生徒会室、普通教室24、学年指導室9、
理科教室7、同準備室4、家庭科教室2、同準備室、多目的室、美術教室、同準備室、
音楽教室2、同準備室、書道教室、同準備室、コンピュータ教室2、同準備室、LL教室、同準備室、
社会科教室2、同準備室、プール管理室
③ 体育館
2,730.95㎡
④ 部 室
240.00㎡
⑤ 部 室（雑屋建）
16.56㎡
⑥ 野球部器具庫
18.81㎡
⑦ 倉 庫
30.00㎡
⑧ 渡り廊下
14.00㎡

