
４ 学校沿革の概要

昭和23年４月 学制改革、六・三・三制で実施で中学校設置

教員数８名 生徒数307名 学級数６

昭和24年７月 ＰＴＡ結成

昭和28年４月 現在地与那原町与那原57番地に移転新校舎（５教室）落成

10月 運動場完成

昭和32年７月 校歌制定（体詞：新垣庸一・体曲：仲本朝教）

昭和46年３月 体育館完成

昭和47年12月 プール竣工

昭和52年11月 創立30周年記念式典

昭和56年12月 体力づくり推進校（３年次研究発表）

昭和58年11月 県中学新入野球大会優勝

昭和59年５月 文部省指定、英語・体育（格校）の研究校

昭和60年７月 県総体女子ソフトボール大会優勝

昭和62年４月 職員数45名 生徒数869名 学級数23

昭和63年６月 島尻花園審査で最優秀賞受賞

６月 県少年フェンシング大会優勝

12月 創立40周年記念式典

平成元年12月 ボランティア活動日赤功労団体賞受賞

平成２年８月 吹奏楽九州大会金賞

11月 沖縄県科学体品展優秀賞

平成３年２月 吹奏楽アンサンブルコンサート金賞受賞

４月 県中学校卓球大会男子優勝

７月 県総合体育大会 野球優勝

平成４年３月 校歌パネル（第44期卒業記念）贈呈

７月 県吹奏楽コンクール金賞

８月 全国なぎなた大会優勝

11月 青少年赤十字加盟継続20年表彰（金色有成功賞）

11月 優秀スポーツ学校賞（男子卓球）

平成５年７月 全国中学校なぎなた山形大会参加

平成６年11月 優秀スポーツ学校賞（女子卓球）

平成７年８月 県総合体育大会卓球男子優勝

平成８年２月 九州アンサンブルコンテスト金賞受賞

３月 全国アンサンブルコンテスト金賞受賞

７月 沖縄県中学校卓球大会男子団体優勝

８月 第41回九州吹奏楽コンクール 金賞

平成10年５月 体育館･武道場･プール竣工

第19回九州(小国)卓球大会優勝

７月 創立50周年記念式典

12月 文部省・県教育委員会指定「インターネット利用推進研究協力校」研究発表

平成11年５月 第20回全九州中学生卓球小国大会で男子ダブルスの部優勝

11月 「一茶まつり全国小中学生俳句大会」秀逸勝賞１名・入選３名

平成12年２月 第３回中学選抜ソフトテニス大会女子団体戦・個人戦優勝

５月 第21回全九州中学生卓球小国大会男子団体戦優勝

10月 第22回沖縄県少年の主張大会最優秀賞

12月 県指定学力向上対策実践発表会～２年次発表～

平成13年１月 第26回島尻地区中学校新人ソフトボール大会優勝

７月 沖縄県中学校ソフトテニス競技大会で団体男子準優勝（九州大会出場）

平成14年１月 第２６回島尻地区地区競技大会・優勝種目４

５月 第２７回島尻地区中学校総合体育大会 卓球男女アベック優勝、

６月 第１９回ＮＨＫ杯中学生卓球大会・男女アベック優勝



７月 島尻地区中体連夏季体育大会卓球男子団体 優勝

８月 第４４回沖縄県中学校卓球競技大会 男子団体優勝

平成１４年度中学校卓球選手権大会男子団体２部 男子卓球部 優勝

９月 第２４回「沖縄県少年の主張大会」謝敷花菜子 優秀賞（県２位）

県社会科新聞コンクール会長賞 上原あやか

平成15年１月 第３回全九州卓球選手権大会（沖縄大会・中学生の部）男子団体 優勝

６月 研究指定校訪問（文部科学省指定豊かな体験活動推進事業）

放送読書「命を考える特集」スタート

中体連夏季総合体育大会卓球男子優勝

８月 第４５回沖縄県中学校卓球競技大会（男子団体・個人とも優勝）

10月 島尻地区英語スピーチコンテスト（最優秀賞・半嶺まどか）

平成16年１月 砂川佳穂さん社会を明るくする作文コンテスト法務大臣表彰（東京）

４月 入学式（新入生 男子１０８名、女子９９名、計２０７名）

学校二学期制開始

５月 新入生歓迎陸上競技大会

６月 平和講演会

７月 第３０回島尻地区中体連夏季体育大会 女子卓球団体優勝

島尻教育事務所総合訪問

８月 ＪＯＣｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ第１２回全国中学生なぎなた大会 敢闘賞）

福祉ボランティア体験学習（３学年総合的な学習）

第１４回永井隆平和賞中学生部門最優秀賞（２年 仲嶺歩）
与那原まつり参加（２学年男子金鼓隊・与那原大綱曳き綱作り、女子メー
モーイ）
九州中学校体操競技大会へ沖縄県代表として参加

11月 平成１６年全日本武道鍛錬大会 １位、２位
社会を明るくする運動作文コンテスト 優秀賞７名
県教育長と夢や希望を語る会島尻地区代表（生徒会役員）
修学旅行（３学年 九州）
１学年海に係る体験学習、２学年職場体験学習
性エイズ講演会（講師：豊見城中央病院産婦人科医師 宮城博子氏）

12月 第１４回島尻地区中学校意見発表会 優秀賞（上原光司）
平成17年 ２月 全九州卓球選手権大会沖縄県予選中学生の部女子団体優勝

第２７回島尻地区中学校卓球強化リーグ大会代表女子の部優勝
３月 道徳講演会（講師：熊本大学医学部教授 藤井輝明氏）

県中学校国語研究大会研究授業（授業者：﨑山泉）
学力向上対策実践発表会（公開授業 実践発表会）
全九州卓球選手権大会〔宮崎〕中学生の部団体 ベスト８
第５７回卒業式（卒業生 男子８１名 女子１０３名 計１８４名）

平成17年４月 「学校二学期制」２年目スタート
平成１７年度赴任式・１学期始業式
入学式（男子１１３人、女子９４人、計２０７人）
学校経営・学級経営説明会・部育成会総会 生徒会総会

５月 新入生歓迎スポーツ大会

６月 中体連夏季総合体育大会スタート（女子バレー・男女卓球優勝などの活躍）

福祉ボランティア体験学習～８日（３学年・５０の福祉施設で実施）

生徒会主催「アブチラガマの追体験」（４０人参加）

７月 夏休み自主講座スタート～５日・２２日～２６日

与那原まつり（全職員出勤日、金鼓隊・メーモーイで２学年全員参加）

８月 １学期後半の授業スタート・３学年実力テスト

２年生「職場体験学習」～１６日

第３１回島尻地区中体連陸上競技大会（男子８位・女子３位・総合４位進）

学力向上強化月間・補習指導スタート

10月 平成１７年度１学期終業式・２学期始業式



平成１７年度校内合唱コンクール

11月 ３年生「修学旅行」～１８日

1・２年生社会見学（１年；海洋博記念公園他 ２年；具志川火力発電所他）

12月 総合文化発表会・学力向上対策実践発表会

平成18年１月 第３１回島尻地区中体連新人大会（～３０日）

２月 沖縄県国語研究会公開授業・講演会

性教育講演会（講師：眞喜志克也先生（県警察本部生活安全部少年課））

立志の日・記念講演：豊見城 あずさ氏 「世界チャンピオンへの道」

３月 第５８回卒業式（男子９９人、女子８８人、計１８７人）

平成18年４月 平成１８年度赴任式・１学期始業式

入学式（男子１０４人、女子１０２人、計２０６人）

学校経営・学級経営説明会・部育成会総会・ＰＴＡ総会

５月 生徒会総会

６月 放送読書「命を考える特集」開始～２１日

中体連夏季総合体育大会

７月 地域教育懇談会（与小区）（18日与東小区） 進路講演会

沖縄県総合体育大会開会（～２４日；優勝男子ソフトテニス等活躍）

生徒会主催ボランティア活動；地域清掃

８月 夏休み自主講座スタート～５日・２２日～２６日

与那原まつり（全職員出勤日、金鼓隊・メーモーイで２学年全員参加）

９月 避難訓練（火災避難訓練・講話）

第３２回島尻地区中体連陸上競技大会（男子６位・女子13位・総合９位）

10月 三者面談～５日

平成１８年度１学期終業式；秋休み～１１日 平成１８年度２学期始業式

３年生「修学旅行」～１８日 ２年職場体験学習 １年福祉の体験学習

学力向上強化月間・補習指導スタート

地区駅伝競走大会（男子優勝・女子15位）

11月 学校の第３者評価；文部科学省関係者６名学校訪問（～１０日）

校内合唱コンクール

地区Ｐ中学校意見発表会（与那原中学校会場：１年石原昌併君最優秀賞）

県駅伝競走大会（八重山大会 男子４位）

12月 達成度テスト（２年）・到達度検査（１年））

総合文化発表会・学力向上対策実践発表会

1・２年生社会見学（１年；海洋博記念公園他２年；具志川火力発電所他）

平成19年１月 第３１回島尻地区中体連新人大会（～２９日）

３月 第５９回卒業式（男子１０７人、女子９７人、計２０４人）

４月 「学校二学期制」４年目スタート 平成１９年度赴任式・１学期始業式

入学式（男子９６人、女子９７人、計１９３人）

学校経営・学級経営説明会・部育成会総会・ＰＴＡ総会

1・２年生遠足（１年；南風原ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ・総合運動公園２年；総合運動公園）

５月 生徒会総会

新入生歓迎スポーツ大会

６月 放送読書「命を考える特集」開始～２１日

中体連夏季総合体育大会 進路講演会

７月 地域教育懇談会（11日与小区）（18日与東小区）

沖縄県総合体育大会開会（～２６日；優勝男子ソフトテニス等活躍）

夏休み基礎・自主講座スタート～５日・２２日～２６日

８月 与那原まつり（全職員出勤日、金鼓隊・メーモーイで２学年全員参加）

生徒会主催ボランティア活動；地域清掃

１学期後半の授業スタート・実力テスト

９月 避難訓練（火災避難訓練・講話）

第３３回島尻地区中体連陸上競技大会（男子３位・女子１６位・総合８位）



10月 三者面談～５日 平成１９年度１学期終業式；秋休み～１０日（５日間）

平成１９年度２学期始業式

３年生「修学旅行」～２４日 ２年職場体験学習 １年福祉の体験学習

11月 地区駅伝競走大会（男子優勝２連覇・女子１５位）

校内合唱コンクール 県駅伝競走大会（島尻大会 男子２位 九州大会へ）

12月 達成度テスト（２年）・到達度検査（１年））

総合文化発表会・学力向上対策実践発表会

冬休み（～１月７日）

平成20年１月 第３２回島尻地区中体連新人大会（～２８日）

２月 ２学年立志の日・講演会

３月 県立高校入学選抜試験

第６０回卒業式（男子１０６人、女子９５人、計２０１人）

４月 「学校二学期制」５年目スタート 平成２０年度赴任式・１学期始業式

入学式（男子８５人、女子９４人、計１７９人）

学校経営・学級経営説明会・部育成会総会・ＰＴＡ総会

全国学力学習状況調査実施

５月 遠足、エリア学習（1年、平和祈念公園 2年、美々ビーチ 3年、首里城他）

家庭訪問 校内スポーツ大会（於：南風原町黄金の森陸上競技場）

町長旗争奪第２５回小中学生なぎなた大会（団体優勝）

６月 平和講演会「南風原陸軍病院看護婦の経験」（辺土名ウト）

地区英語ストーリーコンテスト（３年５組 高江洲 藍 優良賞）

町少年の主張大会（３年１組 粟国 里菜 町代表）

第３４回島尻地区中体連夏季大会（男子卓球、女子体操 優勝）

与那原町小中合同授業研究会（与那原小学校）

７月 学力向上対策住民パレード

県総合体育大会開催

８月 与那原まつり（前モーイ、金鼓隊で2学年が参加）

第１回与那原町子ども議会へ参加（3年生15名）

９月 避難訓練（火災避難訓練）

島尻地区少年の主張大会

修学旅行説明会

地区英語スピーチコンテスト（３の１ 小波津 桐野 優秀賞）

第４８回地区児童生徒科学作品展（３の１ 比嘉良鳳 金賞）

県教育委員会学校訪問（学力向上対策）

生徒会長選挙

第３４回島尻地区中学校陸上競技大会（男子17位、女子14位、総合14位）

１０月 学校評議員会

秋休み

２学期始業式・役員認証式

合唱コンクール（３年２組学校代表）

新教育課程地区説明会（伊良波中学校）

１１月 修学旅行

地区駅伝競走大会（男子６位、女子９位）

総合の時間体験学習（１年、福祉体験 ２年、職場体験学習）

県学力到達度調査（２年）・標準学力検査（１年）

１２月 総合文化発表会・学力向上対策実践

芸術鑑賞（世界のソプラニスタ・岡本知高）

新人総体（～25日）（男子ソフトテニス、男子卓球 優勝）

3学年進路決定保護者面談

平成21年１月 新入生オリエンテーション

立志の日

３月 県立高校入学選抜試験



第６１回卒業式（男子98名、女子101名 計199名）

県立高校合格発表

４月 「学校二学期制」６年目スタート 平成２１年度赴任式・１学期始業式

入学式（男子９２人、女子８９人、計１８１人）

全国学力学習状況調査（22）

学校経営・学級経営説明会・部育成会総会・ＰＴＡ総会（26）

５月 家庭訪問（13～20）

標準学力検査（15）

校内スポーツ大会（於：南風原町黄金の森陸上競技場 24）

島尻地区中学校体育夏季大会（12～14）

６月 平和講演会（北島角子 16）

幼小中連携合同授業研究（与那原中学校で授業参観 26）

与那原中学校６０周年期成会総会（30）

地域懇談会（与小校区 9、与東校区 15）

町少年の主張大会（15）

７月 学力向上町民会議パレード（1学年参加 17）

新校舎落成式（21）新校舎への引越し作業（24、25）

与那原まつり（前モーイ、金鼓隊で2学年が参加）

８月 島尻地区少年の主張大会（8）

県少年主張大会（11）

地区陸上競技大会（18）（男子１３位、女子７位）

第３４回島尻地区中学校陸上競技大会（男子17位、女子14位、総合14位）

９月 ２学期始業式・役員認証式

地区駅伝競走大会

１０月 公開研究授業（2の4 道徳 兼松力先生）

教育課程研究大会（23）

中体連地区駅伝大会（男子13位、女子7位 31）

１１月 校内合唱コンクール（３の５優勝 27）

島尻地区ＰＴＡ研究大会（佐敷中体育館 29）

１２月 県学力学習到達度テスト（2）

総合文化発表会・学力向上対策実践（13）

平成22年 １月 第35回島尻地区中学校新人総合体育大会

（優勝：男子ソフトテニス）

（準優勝：男子バレーボール、女子ソフトボール、男女柔道）

福田直樹によるピアノ演奏会（３の３ 27）

与那原中学校創立60周年記念式典・祝賀会（31）

２月 文部科学省優秀教員祝賀会（當間 保、那覇ロワジールホテル 5）

島尻地区学力向上対策研究大会（13）

新入生オリエンテーション（18）

第3回学校評議員会

３月 県立高校入学選抜試験（9,10）

第62回卒業式（12）（男子94名,女子95名,合計189名）

県立高校一般合格発表（18）

修了式・離任式（24）（14名離任予定者）

平成22年 4月 辞令交付式（町） 職員歓送迎会（町）(1)

赴任式・始業式 入学式（男子１０２人、女子８１人、計１８３人）

全国学力・学習状況調査 (全教科県平均より上回る）

学校経営・学級経営説明会・部育成会総会・ＰＴＡ総会

遠足（1年平和祈念公園、2年糸満親水公園など）(28)

5月 家庭訪問（～１９）

標準学力検査実施(14)

校内スポーツ大会（与那古浜公園）(23)



6月 生徒会総会(1) 放送読書（～3）

平和祈念講演会（池間哲郎；世界でたくましく生きるこどもたち）(8)

中体連夏季総合体育大会（11～13）

幼小中連携合同授業（与那原東小学校）(25)

サイバー犯罪被害防止講演会（３年）(28)

7月 与那原町教育委員会計画訪問・授業参観（道徳）(2)

地域教育懇談会（与那原小校区）(8) 地域教育懇談会（与那原東小校区）

与那原町少年の主張大会(15) 第１回学校評議員会(15)

与那原町民大会パレード（１年）(20)

第３７回県中学校総合体育大会(22～25）

8月 与那原まつり（全職員出勤日、金鼓隊・メーモーイで２学年全員参加）

9月 地区少年の主張大会(3)

避難訓練(7) 地区スピーチコンテスト(22)

10月 中体連地区陸上(1)

秋休み～１３日（５日間）

２学期始業式・役員認証式(14)

島尻地区中学校教育課程研究集会(22)

１０年研研究授業（平仲；道徳）

島尻地区中学校駅伝大会(30)

11月 介護体験学習（１年） 職場体験学習〈２年 ～１２日）

修学旅行（3年 ９～１２）

生徒会集会（挑戦中間発表）(18) 合唱コンクール(28)

12月 県到達度調査（2年）、標準学力検査（1年）(2)

総合文化発表会(12)

冬季休業（25～1/5）

平成23年 1月 地区新人総合体育大会開会式（12）

芸術鑑賞（琉球オーケストラによるクラシック鑑賞）（18）

地区新人大会(22～24）

三者面談（～28） 県立高校推薦結果通知

2月 立志式〈２年）（1）

沖縄県立高等学校一般入学願書受付（～８日）

新入生オリエンテーション（9）

沖縄県立高等学校一般入学志願変更申し出（14～15） 旧正月

定期テストⅣ・模擬テスト(３年）～１８日

生徒会集会（挑戦最終報告） 学校評議委員会

3月 沖縄県立高等学校入学試験（8，9）

平成22年度第6３回卒業式（男子88人 女子94人 180名）（11）

平成22年度与那原中学校修了式・離任式（24）

4月 平成23年度辞令交付式 職員歓送迎会

赴任式・始業式・入学式（男子１０１人、女子１２２人、計２２３人）

学級経営・学級経営説明会・部活動育成会総会、ＰＴＡ総会

5月 １，２年生遠足 校内スポーツ大会

生徒会総会 放送読書（〜2日）

6月 与那原町学校計画訪問

平和祈念講演会（知念知慧子、「松三の島」）

7月 与那原町幼小中合同研究授業（会場：与那原小学校）

地域教育懇談会（与那原小学校区）

少年の主張大会

第29回与那原祭り、与那原大綱曳

8月 備品検査

9月 地震による津波からの避難訓練

座間味中学校交流学習



第37回地区陸上競技大会（男子５位、女子７位、総合５位）

10月 全国学力学習状況調査 地区教育課程研究会

校内合唱コンクール

11月 地区駅伝大会

地区意見発表会（石新 光、森根壮平 優良賞）

職場体験学習（２年） 修学旅行（３年）

地区総合文化発表会（１年見学）

地区音楽発表会（３年１組参加）

県到達度調査

12月 県中学校総合文化発表会

総合文化発表会

平成24年 1月 KEK森田洋平教授、3年合同授業「宇宙の起源」

演劇鑑賞「雨ふり小僧」観劇

第37回地区中体連新人大会

立志講演会

2月 新入生オリエンテーション

１，２年PTA作業

立志式 部活動対抗駅伝大会

3月 県立高等学校入学試験

第64回卒業式

修了式・離任式

4月 平成24年度辞令交付式 職員歓送迎会（町）

赴任式・始業式・入学式（男子９５人、女子１００人、計１９５人）

全国学力学習状況調査全国学力学習状況調査

学級経営・学級経営説明会・部活動育成会総会、ＰＴＡ総会

5月 １，２年生遠足

校内スポーツ大会

生徒会総会 放送読書

6月 与那原町学校計画訪問 島尻地区中学校体育夏季大会

平和祈念講演会（講師 知念勉 氏）

7月 与那原町幼小中合同研究授業（会場：与那原中学校）

地域教育懇談会（与那原小学校区、与那原東小学校区）

町少年の主張大会

8月 第30回与那原祭り、与那原大綱曳（前モーイ、金鼓隊で2学年が参加）

備品検査

9月 第38回地区陸上競技大会（男子１０位、女子５位、総合６位）

地区教育課程研究会

10月 １学期終業式 秋休み ２学期始業式

校内合唱コンクール ３年PTA作業

11月 座間味中学校交流学習

地区駅伝大会（男子９位、女子５位）

地震による津波からの避難訓練

県学校計画訪問

地区意見発表会

ジョブシャドウイング（１年） 職場体験学習（２年） 修学旅行（３年）

地区音楽発表会（３年３組参加）

12月 県到達度調査

県中学校総合文化発表会

総合文化発表会

平成25年 1月 新春全沖縄学級合唱発表会（２年1組参加）

第38回地区中体連新人大会

立志講演会



芸術鑑賞（音楽 世界のソプラニスタ岡村知高）

2月 新入生オリエンテーション

１，２年PTA作業

立志式

町学力向上推進実践発表大会

3月 県立高等学校入学試験

第65回卒業式

部活動対抗駅伝大会

修了式・離任式

4月 平成25年度辞令交付式 職員歓送迎会（町）

赴任式・始業式・入学式（男子９５人、女子１１０人、計２０５人）

学級経営・学級経営説明会・部活動育成会総会、ＰＴＡ総会

全国学力学習状況調査全国学力学習状況調査

5月 １，２年生遠足（１年：具志川火力発電所等 ２年：南風原文化センター、志喜

屋海岸等））

校内スポーツ大会

生徒会総会 第１回島尻地区アートフェステバル（団体優勝）

6月 座間味中学校交流学習 島尻地区中学校体育夏季大会（優勝：男子バレ

ーボール、女子柔道） 平和祈念講演会（沖縄大学講師 津多則光氏）

放送読書

与那原町幼小中合同研究授業（会場：与那原東小学校）

7月 与那原町学校計画訪問 第１回県中学校アートコンクール（団体優勝）

地域教育懇談会（与那原小学校区、与那原東小学校区）

町少年の主張大会 県中学校体育連盟夏季大会 基礎講座

8月 第30回与那原祭り、与那原大綱曳（前モーイ、金鼓隊で2学年が参加）

自主講座

備品検査 島尻地区科学作品展（金賞 ３年上原遼也）

9月 地震による津波からの避難訓練 ＰＴＡ作業（与小校区）

第38回地区陸上競技大会（男子１０位、女子４位、総合８位）

県陸上競技大会

10月 １学期終業式 秋休み ２学期始業式

校内合唱コンクール

11月 生徒会長選挙 第２回島尻地区アートコンクール（団体優勝）

地区駅伝大会（男子１６位、女子１０位）

地区意見発表会 地区中学校総合文化発表会（独唱、選抜吹奏楽団）

ジョブシャドウイング（１年） 職場体験学習（２年）

修学旅行（３年） 地区教育課程研究会

地区音楽発表会（３年６組、選抜合唱、独唱参加）

12月 県到達度調査 総合文化発表会

町学力向上推進実践発表大会

県中学校総合文化発表会

全沖縄学校音楽発表会（３年６組参加）

平成26年 1月 芸術鑑賞（演劇鑑賞）

第39回地区中体連新人大会（優勝：男子ソフトテニス、女子ソフトテニス、

女子柔道）

2月 新入生オリエンテーション ＰＴＡ作業（与東小校区）

立志式 教育講演会

県ソロコンテスト（金賞 山城桃香、瑞慶覧菜緒子）

3月 県立高等学校入学試験

第66回卒業式

部活動対抗駅伝大会

修了式・離任式



4月 辞令交付式（町） 町ＰＴＡ連合会主催教職員歓送迎会

赴任式、始業式、入学式（新入生 男子１１７名、女子１０２名、計２１９名）

身体測定、生徒会入会式、部紹介 耳鼻科検診

特別支援学級学習ボランティア開始（習字、物作り、調理実習等）（毎週１回実施）

全国学力学習状況調査（中３）、標準学力検査・知能検査（1年）実施

ＰＴＡ総会、部活動育成会 遠足

5月 心電図検査（1年）、安全点検日・人権の日（基本的に毎月1日に実施）

家庭訪問 歯科検診 インド舞踊鑑賞会 視力検査、聴力検査

校内スポーツ大会 与那原町教育委員会学校訪問 内科検診

6月 島尻地区夏季総合体育大会～８日（女子柔道・女子卓球・男子ソフトテニス団体

で優勝、 １２競技で県大会出場権獲得） 定期テストⅠ

平和を考える放送読書（３回実施）

平和講演会（講師：中村功氏 県平和資料館ボランティアガイド）

島尻地区中学校英語ストーリーコンテスト（最優秀賞 濱川幸那 県大会出場）

与那原町教育委員会主催｢幼小中合同授業研修会｣（与那原小学校会場）

ＰＴＡ作業

7月 沖縄県教育庁島尻教育事務所総合訪問

定期テストⅡ（技能） 地域教育懇談会（全支部一斉実施） 第１回学校評

議員会

8月 １学期前半終了 夏休み

沖縄県中学校夏季総合体育大会 与那原大綱曳・まつり 夏休み基礎講座

9月 与那原町教育委員会主催幼小中合同研修会 １学期後半開始 実力テスト

島尻地区少年の主張大会（女子の部：尹暁柔 最優秀賞 県大会出場）

島尻地区アートコンクール 団体優勝（県・地区大会７回連続の優勝）

定期テストⅢ 高校入試・修学旅行説明会

10月 ＰＴＡ主催島尻地区陸上競技大会選手激励会（沖縄そば他で激励）

ＰＴＡ主催役員視察研修（沖縄市防災センター他）

島尻地区陸上競技大会（男子総合４位、女子総合４位、男女総合３位）

1学期終業式 秋休み 2学期始業式 3学年ＯＣＣ（模擬）テスト

11月 校内合唱コンクール 生徒会長選挙（屋比久玲→渡久地練）

島尻地区駅伝競走大会（男子９位、女子１３位）

地震・津波避難訓練（沖縄県広域訓練） ＰＴＡ文化教養委員会講演会

3学年修学旅行（～14日）、2学年職場体験学習

12月 島尻地区中学校総合文化祭 定期テストⅣ（１・２年） 定期テストⅣ（3年、技

能4教科）

平成27年 1月 町イルミネーション点灯式(吹奏楽部、3年2組参加)、島尻地区中学校音楽発表会

2学年沖縄県学力到達度テスト、人権擁護委員による人権講演会、総合文化発表会

三者面談（～19日） 2学期前半終了

2月 １学期後半開始 ３年総合テスト

島尻地区新人総合体育大会（男女柔道競技団体優勝、男子バレーボール競技優勝）

3月 ３年三者面談（～２９日）

立志教育講演会（講師：仲島正教氏）

定期テストⅣ（１・２年）・３年高校入試模擬テスト 生徒会「挑戦」最終報告

県立高校入試 第６７回卒業式 県立高校一般合格発表 修了式・離任式

4月 辞令交付式（町）

赴任式、始業式、入学式（新入生 男子９１名、女子１０１名、計１９２名）

身体測定、生徒会入会式、部紹介 耳鼻科検診

特別支援学級学習ボランティア開始（習字、物作り、調理実習等）（毎週１回実施）

全国学力学習状況調査（中３）、標準学力検査・知能検査（1年）実施

ＰＴＡ総会、部活動育成会、心電図検査（1年）、 遠足

5月 安全点検日・人権の日（基本的に毎月1日に実施）



家庭訪問 歯科検診 視力検査、聴力検査

校内スポーツ大会 与那原町教育委員会学校訪問 内科検診

6月 島尻地区夏季総合体育大会～８日（女子柔道・男子バレーボール優勝、女子バレ

ーボール、男子柔道、男子ソフトテニス団体で準優勝、１２競技で県大会出場権獲

得） 定期テストⅠ 平和を考える放送読書（３回実施）

県中学校英語ストーリーコンテスト（最優秀賞 知念日菜子）

第１回学校評議員会 耳鼻科検診 ＰＴＡ作業

7月 定期テストⅡ（技能）町少年の主張大会、民生委員との話し合い、

交通安全教室 １学期前半終了 夏休み

与那原町教育委員会主催｢幼小中合同授業研修会（社会福祉センター会場）

8月 沖縄県中学校夏季総合体育大会 夏休み基礎講座 与那原大綱曳・まつり

9月 １学期後半開始 基礎力テスト 島尻地区少年の主張大会

島尻地区アートコンクール 団体優勝（県・地区大会７回連続の優勝）

定期テストⅡ ＰＴＡ主催島尻地区陸上競技大会選手激励会 高校入試・修学

旅行説明会 島尻地区陸上競技大会(男子総合６位、女子総合６位、男女総合７位)

10月 ＰＴＡ主催役員視察研修（GODAC国際海洋環境情報センター 他） 1学期終業式

秋休み 2学期始業式 人権の花植え付け式 3学年ＯＣＣ（模擬）テスト

校内合唱コンクール 生徒会長選挙（渡久地 練→小波津 紗季）

11月 島尻地区駅伝競走大会（男子１４位、女子７位）

地震・津波避難訓練、3学年修学旅行（～13日）、2学年職場体験学習

島尻地区中学校総合文化祭 定期テストⅢ（１・２・３年）

定期テストⅣ（3年、技能３教科）

12月 町イルミネーション点灯式（吹奏楽部） 島尻地区中学校音楽発表会

人権の花開花式、人権講演会 総合文化発表会 三者面談（～18日）

２学期前半終了

平成28年 1月 １学期後半開始 ３年総合テスト 芸術鑑賞会（ベニスの商人）

島尻地区新人総合体育大会（女子柔道競技団体優勝）

３年三者面談（～28日）

2月 立志式（2学年）

定期テストⅣ（１・２年）・３年高校入試模擬テスト 生徒会「挑戦」最終報告

沖縄県学力到達度テスト（2年、1年）

3月 県立高校入試 第６８回卒業式 県立高校一般合格発表 修了式・離任式

4月 辞令交付式（町）

赴任式、始業式、入学式（新入生 男子９６名、女子１０４名、計２００名）

身体測定、生徒会入会式、部紹介 耳鼻科検診

全国学力学習状況調査（中３）、標準学力検査・知能検査（1年）実施

ＰＴＡ総会、部活動育成会、心電図検査（1年）、 遠足

5月 安全点検日・人権の日（基本的に毎月1日に実施）

家庭訪問 歯科検診 視力検査、聴力検査

校内スポーツ大会 与那原町教育委員会学校訪問 内科検診

6月 島尻地区夏季総合体育大会～１２日（女子柔道・女子バレーボール優勝、女子卓

球､女子ソフトボール男子ソフトテニス準優勝、１３競技で県大会出場権獲得）

定期テストⅠ 平和を考える放送読書（３回実施）

県中学校英語ストーリーコンテスト（最優秀賞 新井龍一） 第１回学校評議員会

耳鼻科検診 ＰＴＡ作業 定期テストⅡ（技能）町少年の主張大会、

7月 民生委員との話し合い、交通安全教室 １学期前半終了 夏休み

与那原町教育委員会主催｢幼小中合同授業研修会（社会福祉センター会場）

沖縄県中学校夏季総合体育大会 夏休み基礎講座 三者面談

8月 与那原大綱曳・まつり １学期後半開始 基礎力テスト

9月 与那原町こども議会 島尻地区英語スピーチコンテスト優良賞 小林

高校入試・修学旅行説明会

島尻地区陸上競技大会（男子総合３位、女子総合４ 位、男女総合４位）



10月 1学期終業式 秋休み 2学期始業式 3学年模擬テスト

校内合唱コンクール 生徒会長選挙（小波津 紗季→崎原結斗）

11月 島尻地区駅伝競走大会（男子１３位、女子１０位）

地震・津波避難訓練（沖縄県広域訓練）

3学年修学旅行（～１９日）、2学年職場体験学習、１学年福祉体験

島尻地区中学校総合文化祭 定期テストⅢ（１・２・３年）

12月 島尻地区中学校音楽発表会 総合文化発表会 三者面談（～18日）

２学期前半終了

平成29年 1月 １学期後半開始 ３年総合テスト 芸術鑑賞会

島尻地区新人総合体育大会 ３年三者面談（～28日）

2月 立志式（2学年） 定期テストⅣ（１・２年）・３年高校入試模擬テスト

生徒会「挑戦」最終報告 沖縄県学力到達度テスト（2年、1年）

3月 県立高校入試 第６９回卒業式 県立高校一般入試･発表 修了式・離任式

4月 辞令交付式（町）

赴任式、始業式、入学式（新入生 男子１１４名、女子９２名、計２０６名）

身体測定、生徒会入会式、部紹介 耳鼻科検診

全国学力学習状況調査（中３）、標準学力検査・知能検査（1年）実施

ＰＴＡ総会、部活動育成会、心電図検査（１年）、 スマホ･ケータイ安全教室

5月 安全点検日・人権の日（基本的に毎月1日に実施） 遠足

家庭訪問 歯科検診 視力検査 聴力検査

校内スポーツ大会 与那原町教育委員会学校訪問 内科検診

6月 島尻地区夏季総合体育大会（優勝：男子バレーボール・女子卓球・女子柔道

準優勝：男子バスケットボール・女子剣道 １３競技で県大会出場権獲得）

一学期中間テスト 平和を考える放送読書（３回実施） 第１回学校評議員会

耳鼻科検診

7月 ＰＴＡ作業 町少年の主張大会 民生委員との話し合い、

一学期前半終了 夏休み

沖縄県中学校夏季総合体育大会 夏休み基礎講座 三者面談

ＪＯＣジュニアオリンピックカップ第２５回全国中学生なぎなた大会

団体優勝（宮城昭奈 大城志歩 小川陽） 個人３位（宮城昭奈）

8月 与那原町教育委員会主催｢幼小中合同授業研修会（社会福祉センター会場）

与那原大綱曳まつり 一学期後半開始 一学期期末テスト

9月 島尻地区英語スピーチコンテスト

高校入試・修学旅行説明会 島尻地区陸上競技大会

地区英語スピーチコンテスト 職業人講話（２年）

10月 一学期終業式 秋休み 二学期始業式 沖縄県陸上競技大会

町学力調査（３年） 島尻地区駅伝競走大会

11月 校内合唱コンクール 生徒会長選挙（崎原結斗→仲宗根七海）

地震・津波避難訓練（沖縄県広域訓練）

３学年修学旅行 ２学年職場体験学習 １学年福祉体験

二学期中間テスト（１・２・３年）

12月 島尻地区中学校総合文化祭 島尻地区中学校音楽発表会

芸術鑑賞会 総合文化発表会 三者面談 二学期前半終了

平成30年 1月 二学期後半開始 二学期期末テスト（３年）

島尻地区新人総合体育大会 ３年三者面談

2月 立志式（２学年）

二学期期末テスト(１・２年）・３年高校入試模擬テスト ＰＴＡ作業

生徒会「挑戦」最終報告

創立７０周年記念事業期成会結成総会

沖縄県学力到達度テスト（１年、２年）

3月 県立高校入試 第７０回卒業式 県立高校一般入試･発表

修了式・離任式 第２回学校評議員



平成３０年度

4月 辞令交付式（町）

赴任式、始業式、入学式（新入生 男子１１９名、女子８４名、計２０３名）

身体測定、生徒会入会式、部紹介 耳鼻科検診

全国学力学習状況調査（中３）、標準学力検査・知能検査（1年）実施

ＰＴＡ総会、部活動育成会、心電図検査（１年）、 スマホ･ケータイ安全教室

5月 安全点検日・人権の日（基本的に毎月1日に実施） 遠足（１・２年のみ）

家庭訪問（１・２年のみ） 歯科検診 視力検査 聴力検査

校内スポレク大会 与那原町教育委員会学校訪問 内科検診

6月 島尻地区夏季総合体育大会（優勝：男子バレーボール・女子バレーボール・

女子剣道 準優勝：女子ソフトボール・女子柔道 １０競技で県大会出場権獲得）

島尻地区アートフェスティバル 美術部準優勝

一学期中間テスト 平和を考える放送読書（３回実施） 第１回学校評議員会

7月 ＰＴＡ作業 町少年の主張大会 民生委員との話し合い 火災避難訓練

一学期前半終了 夏休み 校内研修（ＡＥＤ・心肺蘇生）

沖縄県中学校夏季総合体育大会 優勝：女子バレーボール（九州大会出場）

準優勝：男子バレーボール（九州大会出場） 夏休み基礎講座 三者面談

ＪＯＣジュニアオリンピックカップ第２６回全国中学生なぎなた大会

演技の部準優勝（大城志歩 小川陽）

沖縄県吹奏楽コンクール 金賞 吹奏楽部

8月 与那原町教育委員会主催｢幼小中合同授業研修会（社会福祉センター会場）

与那原大綱曳まつり（２学年参加 金鼓隊・メーモーイ）

一学期後半開始 一学期期末テスト

9月 島尻地区英語スピーチコンテスト

高校入試・修学旅行説明会 島尻地区陸上競技大会

地区英語スピーチコンテスト 職業人講話（２年）

沖縄掃除に学ぶ会in与那原中（学校内全トイレ清掃）

10月 一学期終業式 秋休み 二学期始業式 沖縄県陸上競技大会

町学力調査（３年） 島尻地区駅伝競走大会

11月 校内合唱コンクール 生徒会長選挙（仲宗根七海→當眞仁）

地震・津波避難訓練（沖縄県広域訓練）

３学年修学旅行 ２学年職場体験学習 １学年福祉体験

二学期中間テスト（１・２・３年）

12月 島尻地区中学校総合文化祭 島尻地区中学校音楽発表会 優秀賞３年６組

総合文化発表会 創立７０周年記念式典（生徒式典・一般式典）・祝賀会

三者面談

二学期前半終了

平成31年 1月 二学期後半開始 二学期期末テスト（３年）

島尻地区新人総合体育大会 ３年三者面談

2月 立志式（２学年）

二学期期末テスト(１・２年）・３年高校入試模擬テスト ＰＴＡ作業(雨天中止)

沖縄県学力到達度テスト（１年、２年）

第２回学校評議員会

3月 県立高校入試 第７１回卒業式 県立高校一般入試･合格発表 二次募集

修了式・離任式

創立７０周年記念事業期成会解散総会



平成３１年度(令和元年度)

4月 辞令交付式（町）

赴任式、始業式、入学式（新入生 男子１１５名、女子１２２名、計２３７名）

身体測定、生徒会入会式、部紹介 耳鼻科検診

全国学力学習状況調査（中３）、標準学力検査・知能検査（1年）実施

ＰＴＡ総会、部活動育成会、心電図検査（１年）、スマホ･ケータイ安全教室

火災避難訓練

5月 安全点検日・人権の日（基本的に毎月1日に実施）

家庭訪問（１・２年のみ） 歯科検診 視力検査 聴力検査

校内スポレク大会 与那原町教育委員会学校訪問 一学期中間テスト

6月 島尻地区夏季総合体育大会（優勝：優勝：女子剣道、準優勝：男子バレーボ

ール・男子柔道、３位：男子卓球・女子ソフトボール・女子バレーボール、

団体７競技で県大会出場権獲得）、島尻地区アートフェスティバル 美術部優勝

第１回学校評議員会

7月 ＰＴＡ作業 町少年の主張大会 民生委員との話し合い

一学期前半終了 夏休み 校内研修（ＡＥＤ・不審者対応）

沖縄県中学校夏季総合体育大会 準優勝：男子柔道（九州大会出場）、三者面談

ＪＯＣジュニアオリンピックカップ第２７回全国中学生なぎなた大会

演技の部第３位（大木ろまん、泉水ほのか）

沖縄県吹奏楽コンクール 金賞 吹奏楽部

8月 与那原町教育委員会主催｢幼小中合同研修会（社会福祉センター会場）

与那原大綱曳まつり（２学年参加 金鼓隊・メーモーイ）

一学期後半開始 生徒会研修報告会

9月 一学期期末テスト

島尻地区陸上競技大会、島尻地区中学校アートコンクール美術部団体優勝

島尻地区英語スピーチコンテスト、高校入試・修学旅行説明会

10月 沖縄県中学校柔道大会 男子団体優勝、芸術鑑賞会「カチンバ１５５１」

一学期終業式 秋休み 二学期始業式 認知症サポーター養成講座

沖縄県陸上競技大会 沖縄県中学校アートコンクール美術部団体準優勝

町学力調査（３年） 島尻地区駅伝競走大会（男子10位、女子3位）

11月 校内合唱コンクール

地震・津波避難訓練（沖縄県広域訓練）

３学年修学旅行 ２学年職場体験学習 １学年福祉体験

与那原町学校公開日 二学期中間テスト（１・２・３年）

島尻地区中学校音楽発表会

12月 校内総合文化発表会 島尻地区中学校総合文化祭

生徒会長選挙（當眞仁→福原佑一朗）

沖縄県中学校なぎなた大会 団体試合の部優勝、演技競技の部優勝

三者面談 二学期前半終了

JOCジュニアオリンピックカップ全国都道府県対抗バレーボール大会

男子選抜：安仁屋光葉・上原和統・比嘉悠輝、女子選抜：我喜屋萌華

平成31年 1月 二学期後半開始 二学期期末テスト（３年） ３年三者面談

島尻地区新人総合体育大会(優勝：女子バレーボール・男子柔道・男子ソフト

テニス 準優勝：男子卓球・男子ソフトテニス低学年)

2月 二学期期末テスト(１・２年）・３年高校入試模擬テスト 第２回ＰＴＡ作業

立志式（２学年） 沖縄県学力到達度テスト（１年、２年） 第２回学校評議員会

3月 県立高校入試 第７１回卒業式 県立高校一般入試･合格発表 二次募集

修了式・離任式


