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Ⅰ 学校沿革大要

１９２８（昭和３）年
１月23日 文部省告示第25号をもって，「沖縄県立第二中学校分校」として，宮古郡に設置し，昭和３年２月

１日開校の件認可せられ，４月４日宮古支庁内仮校舎において開校，生徒定員100名。

３月24日 沖縄県立第二中学校教諭山城盛貞氏，宮古分校主事として命ぜられる。

８月26日 宮古支庁内仮校舎から宮古郡平良町字西里 718 番地に開校する。
新校舎建築総坪数225坪 4 合 2 勺，工事費付属設置共に３万８百円也，敷地総坪数 5,824坪。

１９２９（昭和４）年
３月16日 文部省告示第40号をもって沖縄県立第二中学校宮古分校を独立の中学校とし，４月４日県告示をも

って「宮古中学校」と改称し，５学級編成定員を250名とする。

１９３２（昭和７）年
３月25日 沖縄県視学官石堂民二郎氏，本校校長兼教諭に補せられる。

１９３３（昭和８）年
６月８日 本校教諭山城盛貞氏，本校校長に補せられる。

１９３９（昭和14）年
３月31日 許田普正氏，本校校長に補せられる。

１９４２（昭和17）年
８月18日 本校教諭比嘉徳太郎氏，本校校長に補せられる。

１９４４（昭和19）年
４月１日 八重山中学校長稲村賢敷氏，本校校長に補せられる。

１９４５（昭和20）年
10月23日 楚野里山仮校舎（元海軍兵舎バラック）に移転する。

１９４６（昭和21）年
４月１日 従来の中学部を普通科とし，農科，海洋科（水産）を併置する。

１９４６（昭和21）年
４月５日 宮古農事試験場跡地に移転する。

１９４６（昭和21）年
６月６日 「宮古男子高等学校」と改称する。

１９４７（昭和22）年
３月22日 宮古郡島政府文教部長垣花恵昌氏，本校校長に任命される。
４月１日 農林部，水産部を本校より分離する。

１９４８（昭和23）年
４月１日 新学制６・３・３制により本校は新制高等学校に昇格，「宮古高等学校」と改称する。

１９４９（昭和24）年
４月19日 中学校教員養成のための専攻科を設置する。
９月15日 元敷地に移転する。

１９５０（昭和25）年
11月18日 視学官兼教学課長池村恵興氏，本校校長に任命される。

１９５３（昭和28）年
６月１日 「宮古定時制高等学校」を併設する。
７月14日 「宮古女子高等学校」より３年生104名（全員），２年生48名編入する。

１９５４（昭和29）年
７月１日 「宮古女子高等学校」廃校，本校に合併編入式挙行する。

１９５７（昭和32）年
４月１日 久米島高等学校長波平憲祐氏，本校校長に任命される。

商業科，家政科を新設（２年進級の時編成・・・入学時は普通科）。

１９５８（昭和33）年
３月31日 「宮古定時制高等学校」を廃止し，同時に宮古高等学校に定時制課程認可される。

１９６０（昭和35）年
４月11日 公立高等学校の政府移管に伴い「琉球政府立宮古高等学校」となる。

１９６１（昭和36）年
４月11日 波平憲祐校長中部農林高等学校へ，中部農林高等学校長安谷屋謙氏，本校校長に配置換えされる。

１９６３（昭和38）年
１月１日 安谷屋謙校長，北山高等学校へ配置換え，教頭砂川寛亮氏，校長事務取扱いに任命される。
４月１日 八重山高等学校長池村恵興氏，本校校長に配置換えされる。

１９６９（昭和44）年
10月１日 校長池村恵興氏，文教局指導部長に転出。コザ高等学校教頭玉城啓佐氏，本校校長に任命される。
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１９７２（昭和47）年
４月１日 校長玉城啓佐氏､豊見城高等学校長に転出､宮古工業高等学校長名嘉真春景氏､本校校長に任命される。
５月15日 沖縄日本復帰，「沖縄県立宮古高等学校」と改称する。

１９７４（昭和49）年
６月15日 教頭池間昌彦氏，宮古工業高等学校長へ転出。

１９７５（昭和50）年
４月１日 教頭垣花恵春氏，八重山高等学校長に昇任。

１９７６（昭和51）年
４月１日 池間昌彦校長宮古工業高等学校より赴任。

１９７７（昭和52）年
６月10日 第20回沖縄県緑化大会において本校が準特選を受賞。
12月６日 「財団法人南秀会」の設立が認可される。

１９７８（昭和53）年
11月17日 創立50周年記念式典・祝賀会挙行。

１９８０（昭和55）年
11月４日 新築校舎竣工。

１９８４（昭和59）年
４月１日 校長与座勇吉氏，宮古農林高等学校より赴任。
４月12日 伊良部分校開校式並びに入学式挙行。

１９８５（昭和60）年
４月８日 第40回（定時制課程第33回)入学式､全日制400名（普通科311名､商業科89名)､定時制（商業科40名）。

本学年度より，本校の家政科は廃止され，本学年度入学生より宮古工業高等学校へ移設される。

１９８６（昭和61）年
３月31日 伊良部分校独立して「沖縄県立伊良部高等学校」となる。

１９８７（昭和62）年
３月10日 第39回卒業式，家政科最後の卒業生
４月１日 第15代校長宮国恵吉氏，宮古農林高等学校より赴任。
12月６日 都府県対抗山陽女子ロ－ドレ－ス（岡山）に県代表として出場（３年 本村直子）。

１９８８（昭和63）年
３月８日 第40回卒業式，全日制389名（普通科303名，商業科86名）。
４月７日 第43回入学式（定時制第36回），全日制405名（普通科315名，商業科90名）定時制（商業科20名）。
９月９日 体育館改築工事完了。
11月18日 本校創立60周年記念式典・祝賀会挙行。
11月20日 旧制宮古中学第６期生，卒業50周年記念として財団法人「南秀会」へ基金寄贈，

１９８９（平成元）年
３月10日 第41回卒業式，全日制392名（普通科310名，商業科82名）。
３月28日 セミナ－ハウス「南秀館」竣工式典・祝賀会挙行。
４月１日 第16代校長岡村一男氏，伊良部高等学校より赴任。
４月７日 第44回（定時制第37回）入学式挙行､全日制405名(普通科315名､商業科90名)定時制（商業科17名）。
９月22日 全日制課程理数科の設置が県教委で認可される。

１９９０（平成２）年
３月１日 第42回卒業式，全日制385名（普通科297名，商業科88名）。
４月９日 第45回（定時制第38回）入学式挙行，全日制396名（普通科226名，商業科90名，理数科80名），

定時制（商業科45名）。
10月20日 沖縄県都市緑化祭で本校が財団法人県公園スポ－ツ振興会理事長賞受賞。

１９９１（平成３）年
３月１日 第43回卒業式，全日制402名（普通科315名，商業科87名）。
４月８日 第46回（定時制第39回）入学式挙行，全日制379名（普通科225名，商業科90名，理数科64名），

定時制（商業科40名）。

１９９２（平成４）年
３月１日 第44回卒業式，全日制398名（普通科310名，商業科88名）。
４月１日 教頭池間徳全氏，伊良部高等学校長に昇任。
４月７日 第47回（定時制第40回）入学式を挙行する。全日制309名（普通科227名，理数科82名），定時制

（商業科43名）。本学年度より全日制商業科は募集停止となり，翔南高校に移設される。商業科は，
学年進行で廃課程となる。

１９９３（平成５）年
３月１日 第45回卒業式，全日制384名（普通科218名，理数科79名，商業科87名）。
４月１日 伊良部高等学校長池間徳全氏，本校校長に転任。
４月７日 第48回（定時制第41回)入学式挙行､全日制377名(普通科293名，理数科84名)､定時制（商業科42名）。

１９９４（平成６）年
３月１日 第46回卒業式，全日制373名（普通科228名，理数科59名，商業科86名），本日をもって商業科は，

37年間の歴史に幕を閉じ廃課程となる。
４月７日 第49回（定時制第42回)入学式挙行､全日制368名(普通科286名､理数科82名)､定時制（商業科41名）。
10月26日 沖縄県学校緑化コンク－ル特選表彰。

１９９５（平成７）年
３月１日 第47回卒業式，（普通科220名，理数科80名，計300名）。
３月２日 部室棟完了，検収。
４月１日 八重山高等学校長伊波寛氏，本校校長に転入。
４月７日 第50回入学式挙行，全日制364名（普通科284名，理数科80名），定時制（商業科40名）。
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１９９６（平成８）年
３月１日 第48回卒業式，卒業生363名。
４月８日 第51回入学式挙行（385名），全日制348名（普通科268名，理数科80名），定時制（商業科37名）。

１９９７（平成９）年
２月12日 琉球大学推薦入試１３名全員合格。
３月１日 第49回卒業式（372名）。
４月１日 仲舛勲校長，八重山高等学校教頭から昇任。宮城功教頭，美里高等学校校長昇任。
４月７日 第52回入学式挙行，全日制379名（普通科295名，理数科84名），定時制（商業科38名）。

１９９８（平成10）年
３月１日 第50回卒業式（354名卒業）。
４月７日 第53回入学式挙行，全日制360名（普通科280名，理数科80名），定時制（商業科33名）。
11月21日 創立70周年記念式典・祝賀会挙行。

１９９９（平成11）年
３月１日 第51回卒業式（337名卒業）
４月１日 仲舛勲校長，浦添工業高校校長へ転任。美里高校校長,宮城功氏，本校校長に赴任。
４月７日 第54回入学式挙行，全日制359名（普通科279名，理数科80名），定時制（商業科16名）。
５月27日 台北市立復興高級中學との国際交流姉妹校締結のため訪台

（ＰＴＡ会長，副会長，役員，教頭 前泊博之，教諭 下地敏弘）
６月１日 普通科棟空調設備工事開始
12月19日 台北市において，台北市立復興高級中學との姉妹校調印式

２０００（平成12）年
３月１日 第52回卒業式（370名卒業）
３月18日 台北市立復興高級中學との交流のためサッカ－部訪台，3/19日交流試合を行なう。校長，ＰＴＡ会

長，サッカ－部顧問新城元嗣，伊集久教諭参加。
４月７日 第55回入学式挙行，全日制353名（普通科273名，理数科80名），定時制（商業科22名）
７月21日 九州・沖縄サミット，川満町華（３年）クリントン大統領へメッセ－ジを促す大役を果たす。

２００１（平成13）年
３月１日 第53回卒業式（353名卒業）
４月１日 宮古工業高校長の久貝勝盛氏が本校校長として赴任する。
４月７日 第56回入学式 全日制320名（普通科240名，理数科80名），定時制（商業科11名）
９月22日 第17回学園祭（～23日）

２００２（平成14）年
２月25日 平成13年度全日本学校関係緑化コンクール学校環境緑化の部 特選(文部科学大臣賞)
３月１日 第54回卒業式（351名）
４月１日 教職員人事異動（転出11名、退職２名、転入１６名、全・定交流１名）
４月８日 第57回入学式（普通科240名、理数科80名、計320名）
６月26日 サッカー部全国大会出場記念碑建立
９月29日 第17回体育祭

２００３（平成15）年
１月29日 全日本学校関係緑化コンクール文部科学大臣賞受賞記念碑除幕式
３月１日 第55回卒業式（普通科270名、理数科79名、計351名）
３月10日 修学旅行（53名参加）
４月１日 久貝勝盛校長、定年退職。狩俣幸夫校長以下新職員26名赴任。
４月７日 第58回入学式（理数科７９名、普通科２３７名）、赴任式・始業式
６月18日 台風６号接近のため、臨時休業
９月10日 台風１４号により臨時休業（～１１日）
９月30日 定時制課程前期卒業式

２００４（平成16）年
２月２日 台北市立復興高級中学職員・ＰＴＡ一行来校
３月１日 第56回卒業式（普通科233名、理数科80名、計313名）
４月１日 教職員人事異動（転任28名、赴任27名、全定交流２名）
４月７日 第59回入学式（普通科236名 理数科80名 計316名）、赴任式・始業式
９月25日 第18回学園祭「燃えよ宮高 ばんたが主役」台風２１号のため二日目を２８日に実施
11月18日 南秀同窓会「卒業50周年記念祝賀会」
12月10日 南秀同窓会関東支部創立50周年記念碑建立・記念植樹
３月１日 第57回卒業式（316名）

定時制廃課程式典（52年間の歴史に幕）、定時制課程記念石碑除幕式

２００５（平成17）年度
４月１日 教職員人事異動（転任17名、赴任13名、退職１名）
４月７日 第60回入学式（男子162名、女子158名、計320名）、赴任式・始業式
７月６日 台北市立復興高級中学ホームスティ来校（～11日）
７月９日 台北市立復興高級中学との姉妹校締結５周年記念式典及び祝賀会
９月25日 第18回体育祭 テーマ「創 大空のもとに僕らの舞台を」
３月１日 第58回卒業式（普通科237名、理数科80名、計317名）
３月24日 平成17年度修了式、職員離任式

２００６（平成18）年度
４月１日 教職員人事異動（転任：砂川敏行教頭 他17名、赴任：池村暁男 他22名）
４月７日 第61回入学式（普通科230名、理数科79名、計309名）、赴任式・始業式
６月８日 台北市立復興高級中學との交流団出発（生徒15名、～6月13日）
３月１日 第59回卒業式（普通科237名、理数科79名、計316名）
３月23日 平成18年度修了式・離任式

２００７（平成19）年度
４月１日 教職員人事異動（転任：池村曉男教頭 他21名 転入：岡 徹教頭 他19名）
４月９日 第62回入学式（普通科240名、理数科80名、計320名入学）、赴任式・始業式
５月１日 県教育長学校訪問
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７月４日 台北市立復興高級中學台湾交流団来校（～10日） 生徒11名
９月18日 休校（台風１２号のため）
９月22日 第19回学園祭（～23日）
11月４日 南秀祭及び卒業50周年祝賀会（新制高校９期卒）第22回目となる。
１月19日 沖縄県高等学校新人大会サッカー 男子優勝
３月１日 第60回卒業式（普通科237名、理数科80名、計317名）
３月24日 平成19年度修了式・離任式

２００８（平成20）年度
４月１日 教職員人事異動（校長 仲間博之 定年退職 転任32名、赴任 校長 伊波満 他32名）
４月７日 第63回入学式（普通科230名、理数科80名、計310名）、赴任式・始業式
８月15日 Ｂ棟Ｃ棟校舎解体
９月30日 第19回体育祭（28日予定を台風接近のため延期したが、当日午後も大雨のため中止）
11月９日 南秀祭及び卒業50周年祝賀会（新制高校10期卒）、第23回となる。
11月16日 創立80周年記念式典・祝賀会、講演会（砂川恵伸氏）
３月１日 第61回卒業式（普通科221名、理数科76名、計297名）
３月24日 平成20年度修了式・離任式
３月26日 新管理棟完成

２００９（平成21）年度
４月１日 教職員人事異動（事務長 渡久山春吉 定年退職、転任：教頭 岡徹 他21名、赴任：教頭 砂川明、

事務長 川満忍 他17名）
４月７日 第64回入学式（普通科200名、理数科80名、計280名）、始業式・赴任式
６月３日 南秀同窓会代議員会 下地康嗣会長退任、下地常之新会長就任
11月14日 卒業50周年を祝う会（宮高11期より南秀財団に60万円寄贈） 南秀祭
11月16日 全九州高等学校囲碁選手権大会囲碁の部団体優勝（２連覇）
11月28日 県高校ＰＴＡ研究発表大会（～29日）
３月１日 第62回卒業式（普通科233名、理数科79名、計312名）
３月24日 平成21年度修了式・離任式

２０１０（平成22）年度
４月１日 教職員人事異動（事務長 川満忍 定年退職、転任：校長 伊波満、教頭 砂川明 他21名

赴任：校長 川満健、教頭 本村博之、事務長 石川善孝 他19名）
４月７日 第65回入学式（普通科200名、理数科80名、計280名）、始業式、赴任式
８月19日 第６０回全国高等学校ＰＴＡ連合会大会(東京大会～21日)、宮高発表

平成２２年度優良ＰＴＡ文部科学大臣表彰受賞
10月２日 第20回 学園祭
11月29日 進路講演会、仲宗根雅則（ＤＶディレクター）「島から世界へ、世界から島へ」ＰＴＡ教育講演会。
３月１日 第63回卒業式
３月10日 東京大学理科一類に現役合格 3-7 嵩原正丈
３月15日 1,2対象進路講話（５校時） 嵩原正丈君「東京大学現役合格への道のり」
３月24日 平成22年度修了式・離任式

２０１１（平成23）年度
４月 1日 教職員人事異動（転出：教諭 下地忠彦 他12名 転任：教諭 狩俣正樹 他11名）
４月 7日 第66回入学式（普通科200名、理数科80名、計280名）、始業式、赴任式
７月 7日 進路講演会 講師：琉球大学大学院医学研究科教授 砂川元氏 演題「私の履歴書」
10月 2日 第20回 体育祭
12月14日 第33回九州高校放送コンテスト（九高連主催）（佐賀県～16日）朗読部門：優良賞
１月14日 第20回全九州高等学校ウエイトリフティング競技選抜大会（大分県国東市）48kg級 優勝
２月 8日 ３年生講演会 講師：比嘉良治氏 「不安克服し新しい道へ」
２月12日 第37回九州アンサンブルコンテスト サクソフォン八重奏 銀賞
３月 1日 第64回卒業式
３月10日 東京大学理科一類に現役合格（２年連続） 3-6 江間 実
３月23日 修了式・離任式

２０１２（平成24）年度
４月 1日 教職員人事異動（転任：教頭 本村博之 他14名 赴任：教頭 下地忠彦 他13名）
４月 9日 第67回入学式（普通科194名、理数科80名、計274名）、始業式、赴任式
７月20日 第14回全国高等学校女子ｳｪｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ競技選手権大会 ３位
８月 8日 第39回沖縄県高等学校野球新人大会（～12日）優勝
９月27日 第１回宮高校合唱コンクール（マティダ市民劇場）
11月 4日 沖縄県駅伝競走大会（宮古大会） 男子３位、女子３位
11月10日 全国高校サッカー選手権大会沖縄県予選 優勝（全国大会へ）
１月12日 平成24年度第21回全九州高等学校ウェイトリフティング競技選抜大会 63㎏級 優勝、75㎏級 優勝
１月31日 平成24年度沖縄県高等学校新人駅伝競走大会 女子：初優勝
３月 1日 第65回卒業式（普通科197名、理数科76名 計273名）
３月22日 終了式・離任式
３月23日 全国高校ウェイトリフティング選抜大会（石川県）～26日 63㎏級 準優勝

２０１３（平成25）年度
４月 1日 教職員定期人事異動（離任：比嘉章子 他18名、赴任：砂川有佐枝 他15名）
４月 8日 第68回入学式（普通科184名、理数科80名、計264名）、始業式、赴任式
６月13日 南九州高等学校体育大会陸上競技 5000ｍＷ６位
７月21日 第15回全国高等学校女子ｳｪｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ競技選手権大会･･･63㎏級：２位
７月22日 第60回ＮＨＫ杯全国放送コンテスト（～25日）出場･･･全国放送教育研究会連盟賞
８月 3日 第37回全国高等学校総合文化祭長崎大会（放送部門）･･･文化連盟賞：源河優香(3-7)
９月 3日 進路講演会 大城 肇（琉球大学学長）「離島から世界を～小さな島から大きな挑戦」
10月 7日 第21回学園祭～10月8日
11月20日 平成25年度 沖縄科学グランプリ～科学の甲子園全国大会沖縄県予選 筆記競技 数学分野 第１位
12月 6日 福沢諭吉記念第52回全国高等学校弁論大会(大分県) 優秀賞
12月20日 第35回九州高校放送コンテスト福岡大会出場
１月10日 第22回全九州高等学校ウェイトリフティング競技選抜大会 48㎏級：準優勝、63㎏級：優勝
２月 1日 平成25年度沖縄県学校ダンスフェスティバル出場（会長賞）
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３月 1日 第66回卒業式（普通科：197名、理数科77名 計274名）
３月24日 終了式・離任式
３月26日 第29回全国高等学校ウェイトリフティング競技選抜大会（石川県） 準優勝：福里悠

２０１４（平成26）年度
４月 1日 教職員定期人事異動（転任：校長 川満健 他27名、赴任：校長 本村博之 他27名）
４月 7日 第69回入学式（普通科200名、理数科80名、計280名）、始業式、赴任式
４月26日 第39回沖縄県新人体重別高等学校柔道大会出場 団体：準優勝
６月12日 南九州高等学校体育大会陸上競技 男子11名 女子10名出場
６月14日 第2回沖縄県高校生郷土芸能ソロコンテスト 三線部門：金賞
６月23日 第20回九州高等学校文化連盟 美術・工芸展 美術･工芸部門 優秀賞
６月29日 高校生スピーチグランプリ2014「世界にはばたけ！うちなーSPIRIT」準ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ
７月 6日 台湾姉妹校交流（受入～11日）11人、
７月14日 進路講演会 東京大学野球部監督 浜田一志 氏

「文武両道のすすめ」～部活をしながら東大に入る勉強法～
７月20日 第16回全国高等学校女子ｳｪｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ競技選手権大会 63㎏級:優勝

全九州高等学校体育大会水泳競技 與那覇千夏(2年)出場
７月22日 第54回沖縄県吹奏楽コンクール（九州吹奏楽コンクール沖縄県予選）金賞(7)
７月28日 第2回石垣島サッカーフェスティバル 準優勝
８月18日 第24回児童・生徒の平和メッセージ 高等学校詩部門 最優秀賞
９月13日 第24回沖縄県高等学校野外ｽｹｯﾁ大会 優秀賞、優良賞
９月28日 第21回体育祭・後夜祭
10月10日 全九州高等学校新人体育大会陸上競技 12名派遣
10月11日 全九州高等学校選手権新人水泳競技大会：2名派遣
10月27日 第62回全琉小・中・高校図画・作文・書道コンクール ［韻文］優秀賞［書道］優秀賞
10月31日 沖縄県高等学校駅伝競走大会 男子：４位、女子：４位
11月 6日 沖縄県高等学校総合文化祭（～9日）［美術工芸］優秀賞、［郷土芸能］総合開会式出演
11月 8日 第1回全国高校生まごの店グランプリ優勝、

第36回九州高校放送コンテスト沖縄県大会 ［アナウンス］優良賞、［朗読］優良賞
［ラジオ番組］優秀賞、［テレビ番組］優秀賞

11月15日 第51回全沖縄青少年読書感想文・感想画コンクール 感想画(自由)：優秀賞、優良賞
12月19日 第36回九州高校放送コンテスト福岡大会 出場
１月17日 大学入試センター試験（～18日）

KBC学園杯 第63回沖縄県高等学校冬季ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ選手権大会 男子ﾍﾞｽﾄ４
１月18日 第23回全九州高等学校ウェイトリフティング競技選抜大会

48㎏級:優勝、58kg級:３位、69㎏級:２位
１月25日 第38回琉球新報旗争奪高等学校ウェイトリフティング選手権大会

団体：優勝、48㎏級：２位、58㎏級：２位、63㎏級：１位、69㎏級：１位
平成26年度沖縄県学校ダンスフェスティバル出場

最優秀賞「掟の門～挫折と貫徹の狭間で～」→来年度全国大会へ
２月 1日 第40回沖縄県吹奏楽ソロコンテスト ｻｯｸｽ金賞、ﾌﾙｰﾄ銀賞
３月 1日 第67回卒業式（普通科：186名、理数科81名 計267名）

平成26年度JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ第35回全日本ｼﾞｭﾆｱｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会(東京都) 63㎏級2位
３月24日 修了式・離任式

２０１５（平成27）年度
４月１日 教職員定期人事異動（転任：教頭 下地忠彦 他20名、赴任：教頭 豊島正憲 他19名）
４月７日 第70回入学式（普通科200名、理数科80名、計280名）、始業式、赴任式
４月９日 新入生学習会
５月２日 「高校生憲法スピーチコンテスト」（日本青年会議所沖縄ブロック協議会主催）

優秀賞 与那覇真衣（3-7）
５月10日 第６４回 沖縄陸上競技選手権大会兼国体選考会 下地智也（3-6）高校ﾊﾝﾏｰ投3位
５月30日 沖縄県高等学校総合体育大会開会式（県総合運動公園）選手278名（～6/3）

ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ競技 女子団体準優勝、赤嶺桃香（3-7）53kg級優勝、垣花美羽（2-5）53kg級3位、
喜久川汐梨（2-5）69kg級優勝 手登根武魁（1-5）+105kg 3位、
ﾊﾞﾚｰ男子 ベスト8、ﾊﾞﾚｰ女子 ﾍﾞｽﾄ8
陸上競技 男子

川満郁弥（2-1）走高跳3位、砂川優李（3-3）400m4位、平良優樹（3-3）走幅跳2位､三段跳2位、
下里太以智（3-5）八種競技3位、下地智也（3-6）ﾊﾝﾏｰ投4位、新里巧馬（3-1）800m5位、
砂川孟生（3-1）5000mW2位、狩俣拓未･平良優樹･下地智也･川田賢也（3-7）4×100mR3位、
下地貴幸（2-1）･砂川優李･下里太以智･新里巧馬4×400mR4位、

女子 仲地伊織（3-2）5000mW優勝、
水泳 男子 川満一平（3-6）50m自由形1位､100m自由形4位

女子 與那覇千夏（3-6）400m個人ﾒﾄﾞﾚｰ1位､200m個人ﾒﾄﾞﾚｰ3位
砂川千紗（2-6）400m個人ﾒﾄﾞﾚｰ2位､200m個人ﾒﾄﾞﾚｰ5位

柔道女子 池田真澄（1-2）3位
剣道男子 団体ﾍﾞｽﾄ8

根間武志（1-5）下地宏尚（2-7）前泊晃希（1-4）岩田航（2-7）西川美海（2-4）
ボクシング 大生貴哉（3-3）ミドル級優勝

６月７日 台湾姉妹校交流（訪問～13日）９人
６月10日 第62回ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト沖縄県大会

優秀賞(全国大会派遣推薦・出場) ﾃﾚﾋﾞﾄﾞﾗﾏ部門 ﾗｼﾞｵﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ部門 優良賞
ﾃﾚﾋﾞﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ部門 優良賞 ｱﾅｳﾝｽ部門：奥平光矢 朗読部門：丹野真菜

６月12日 生徒総会、
７月８日 校内弁論大会 （弁士８名） 最優秀賞：源河美乃里（3年）
７月12日 第13回全日本ビーチバレージュニア男子選手権大会沖縄県予選 伊志嶺光亀（3-3）優勝
７月14日 １年理科野外実習、
７月16日 校内陸上大会
７月19日 第16回全国高等学校女子ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ競技選手権大会 赤嶺桃香（3-7）53kg級3位
７月19日 平成27年度全九州高等学校体育大会（水泳） 川満 一平（3-6）
７月21日 諸見里明 県教育長 進路講話（対象：全校生徒）、高校生代表者会議・ちゅらﾏﾅｰｱｯﾌﾟﾌｫｰﾗﾑ
７月21日 第55回沖縄県吹奏楽コンクール（九州吹奏楽コンクール沖縄県予選）金賞
７月22日 一学期終業式
７月22日 第８回 日本高校ダンス部選手権 ｽｰﾊﾟｰｶｯﾌﾟ DANCE STADIUM沖縄地区予選大会

全国決勝大会 地方特別推薦枠 獲得
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７月27日 第49回(株)沖電工杯 沖縄県ｻｯｶ祭U-16大会(A組) 準優勝、 夏期講座開始
８月５日 第28回全日本高校・大学ダンスフェスティバル（神戸） ダンス部参加（～8/8）
８月11日 第13回全日本ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰ男子選手権大会 伊志嶺光亀（3-3）準優勝
８月22日 第70回九州陸上選手権大会

川満郁弥（2-1）男子Jr走高跳8位、平良優樹（3-3）男子Jr走幅跳5位
９月１日 ２学期始業式
９月６日 第44回沖縄県高等学校音楽コンテスト

金管楽器独奏の部 金賞 外間ひかる(1-3)、木管楽器独奏の部 金賞 砂川怜未(3-1)、
器楽アンサンブルの部 金賞 宮里香蓮(1-3)、新里菜緒(1-5)、大野萌夏、野原寧々(1-6)、

宇座麻理那、友利菜摘(1-7)
ギター独奏の部 銀賞 下地智博(2-6)

９月11日 第39回沖縄県高等学校総合文化祭弁論部門大会 源河美乃里（3年）出場
９月25日 第２回 合唱祭・後夜祭 会場：マティダ市民劇場
10月11日 平成27年度全九州高等学校総合体育大会陸上競技 川満郁弥（2-1）走高跳5位
10月15日 中間テスト（～16日）
10月26日 第63回全琉小･中･高校図画作文書道ｺﾝｸｰﾙ（沖縄タイムス文化事業部）

書道の部 優秀賞 池間優花（1-3）下地沙季（1-3）山里すみれ（1-3）鳥海翔冴（2-7）
上地菜々美（2-7）平良智香（2-7）

韻文の部 優良賞 源河美乃里（3-6）
10月30日 沖縄県高等学校駅伝競走大会 男子：４位、女子：６位
10月31日 沖縄県高等学校新人体育大会（～3日）

ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ競技 喜久川汐梨（2-5）女子69kg級優勝、池間稀壱（2-6）男子69kg級2位、
手登根武魁（1-5）男子＋105kg級3位

11月６日 芸術鑑賞会（4校時～）
11月７日 第39回沖縄県高等学校総合文化祭［美術・工芸］

優秀賞 嘉手川彩音（1-6）、優良賞 下地春人（1-2）仲宗根沙也（1-7）友利勝人（2-5）
11月８日 第39回沖縄県高等学校総合文化祭 吹奏楽部門 第15回九州吹奏楽大会県代表 獲得
11月10日 インターンシップ（～12日）
11月12日 第37回九州高校放送ｺﾝﾃｽﾄ沖縄県大会(県高文連主催)

優秀賞 ﾃﾚﾋﾞ番組部門 ﾗｼﾞｵ番組部門 (九州大会派遣推薦)
11月20日 平成27年度全九州高等学校自転車競技新人大会 下里和摩（1-5）（～11/23）
11月21日 第４１回県高Ｐ連研究大会（宮古大会）
11月21日 第27回沖縄県高等学校席上揮毫大会 佳作 鳥海翔冴（2-7）
11月25日 平成27年度「税に関する高校生の作文」

宮古島税務署長賞、沖縄税理士会会長賞、沖縄国税事務所長賞、他
11月30日 期末テスト（～2日）
12月10日 校内避難訓練
12月10日 第59回沖縄県高等学校家庭クラブ研究発表会 代表生徒２名参加
12月11日 校内ロードレース大会
12月12日 第10回（平成27年度）宮古島市総合文化祭『児童・生徒の部』表彰式 生徒６名

市長賞(３名)：書道（２年平良智香）、俳句（２年奥平晟奈）、短歌（１年平良美奈）、
教育長賞（３名）：書道（１年下地沙季）、俳句（１年友利菜摘）、短歌（１年甲斐瑞季）

12月12日 第10回宮古島市民総合文化祭
書道部門 市長賞 平良智香（2-7）、教育長賞 下地沙季（1-3）

12月13日 第40回沖縄県吹奏楽アンサンブルコンテスト
金管楽器八重奏 金賞 友利有咲(2-3)、下地葉月、松原敦子(2-4)、宇座美由希(2-5)、

謝敷咲江(2-6)、砂川ななみ、外間ひかる(1-3)、友利菜摘(1-7)
クラリネット八重奏 金賞 滝澤優依(2-2)、池間加奈子(2-4)、石垣寿美(2-5)、

川満ほのか(2-7)、上里留奈、新里美菜実、宮里香連(1-3)、野原寧々(1-6)
12月14日 性教育講演会 講師：名嘉ちえり 氏
12月15日 薬物乱用防止講話 講師：山代寛氏、
12月18日 第37回九州高校放送コンテスト長崎大会 出場
12月18日 出前講座（6大学より13講座）1･2年生
12月22日 第52回沖縄県高等学校ボクシング選手権大会 大生貴哉（3-3）ｳｪﾙﾀｰ級2位
12月25日 終業式（午前）学級懇談会（午後）
12月27日 第7回沖縄県男子総合駅伝競走大会 Ａチーム：３位（高校の部）
１月６日 始業式・HR役員認証式
１月16日 大学入試センター試験（～17日）
１月17日 第24回全九州高等学校ウェイトリフティング競技選抜大会

男子 池間稀壱（2-6）男子69kg級3位、手登根武魁（1-5）男子＋105kg級4位
女子 喜久川汐梨（2-5）69kg級2位

１月18日 KBC学園杯 第６３回全沖縄高等学校冬季ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ選手権大会
ﾊﾞﾚｰ男子 ３位入賞（九州大会派遣へ）、ﾊﾞﾚｰ女子 ﾍﾞｽﾄ8

１月22日 平成27年度宮古地区生徒指導標語作品表彰 長濱道真（３年）、小度素輝（１年）
１月28日 第39回沖縄県高等学校写真コンテスト 入選 砂川夏美（2-7）「放課後とギター女子」
１月29日 高校新人駅伝競走大会 男子：６位、女子：５位
１月31日 第27回沖縄県高等学校書道展

優良賞 池間優花（1-3）山里すみれ（1-3）鳥海翔冴（2-7）上地菜々美（2-7）
２月８日 薬物乱用防止教室 講師：屋良 淳 氏
２月10日 ワックス作業、 送別祭、
２月10日 進路費対策・奨学金講演会 講師：久米忠史 氏 対象：１・２学年保護者
２月10日 平成28年宮古スポーツ振興表彰式 表彰生徒（５名）

伊志嶺光亀(3年)、川満一平(3年)、与那覇千夏(3年)、赤嶺桃香(3年)、喜久川汐梨(2年)、
２月11日 第52回全沖縄青少年読書感想画 優秀賞 下地龍斗（3-1）下地華菜恵（3-6）
２月14日 第54回全沖縄児童生徒書き初め展（琉球新報社主催) 銀賞 西里萌亜（1-7）宮川有紀（2-2）
３月１日 第68回卒業式（普通科184名、理数科79名 計263名）
３月13日 宮古高校吹奏楽部第４８回定期演奏会
３月20日 九州高等学校文化連盟第15回吹奏楽大会 優秀賞、グッドパフォーマンス賞 受賞
３月24日 修了式・離任式

２０１６（平成28年）年度
４月 １日 教職員定期人事異動（転任：校長 本村博之 他16名、赴任：校長 平良智枝子 他16名）
４月 ７日 第71回入学式（普通科200名、理数科80名、計280名）、始業式、赴任式
４月１３日 第1回実力テスト（1～3年）
４月１２日 内科検診 （～27日）
４月１４日 歯科検診（～4/15）
４月１５日 身体測定、体力テスト
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４月２３日 平安杯第61回全九州バレーボール総合選手権沖縄県大会 男子３位 女子ベスト８
５月 ６日 新入生歓迎球技大会
５月 ７日 宮古地区夏季総体 宮古地区陸上競技選手権大会

ﾊﾞｽｹ女子 優勝、ﾊﾞﾚｰ男子 優勝、ﾊﾞﾚｰ女子 優勝、ｻｯｶｰ男子 優勝、ﾃﾆｽ女子 長濱夏海
ｼﾝｸﾞﾙｽ優勝、砂川千紗・新里千春 ﾀﾞﾌﾞﾙｽ優勝、卓球男子 兼島竜平 ｼﾝｸﾞﾙｽ 優勝、 ﾊﾝﾄﾞ男子 優勝、

５月１５日 PTA総会
５月１５日 中間考査（～16日）
５月２３日 三者面談（～6/3）、
５月１９日 高校総体推戴式
５月２８日 沖縄県高等学校総合体育大会（～6/6）

ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ競技 喜久川汐梨 女子69kg級 ２位、 池間稀壱 男子69kg級 ３位、
ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ男子 ３位、ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ女子 ﾍﾞｽﾄ8、ｻｯｶｰ 女子 ﾍﾞｽﾄ8、ｿﾌﾄﾃﾆｽ 男子団体 ﾍﾞｽﾄ8、
卓球競技 男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ ﾍﾞｽﾄ8 下里竜輝・陸紫苑、
陸上競技
男子 川満郁弥 走高跳 3位 三段跳 優勝、川満隆成 ﾊﾝﾏｰ投4位、

平良優明 110mH 2位
女子 4×100ｍR 5位 熊谷朔良・仲村渠絵美・玉城夏芽・西里亜玖律

4×400ｍR 5位 熊谷朔良・仲村渠絵美・玉城夏芽・仲里彩
６月１５日 第63回ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト沖縄県大会

ﾃﾚﾋﾞﾄﾞﾗﾏ部門 最優秀賞、 ﾗｼﾞｵﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ部門 優秀賞
ｱﾅｳﾝｽ部門 優秀賞

６月１５日 生徒総会、
６月１６日 第69回秩父宮賜杯全国高等学校陸上競技対校選手権南九州地区予選大会

男子走高跳6位 川満郁弥、男子110mH 出場 平良優明、男子ﾊﾝﾏｰ投 出場 川満隆成
女子 4×100ｍR 出場 熊谷朔良・仲村渠絵美・玉城夏芽・西里亜玖律

4×400ｍR 出場 熊谷朔良・仲村渠絵美・西里亜玖律・林まき
６月１７日 第22回九州高文連美術・工芸、書道、写真展長崎大会（美術・工芸部門）

優秀賞 嘉手川彩音（2-7）
６月１９日 第1回九州高等学校女子ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ競技選手権大会 女子69㎏級 出場 喜久川汐梨
６月２０日 ＹＦＵよりアメリカの高校生２名受け入れ（～7/20）
６月２２日 生徒会選挙・野球部推戴式
６月２６日 第71回 国民体育大会卓球競技最終選考大会 5位 兼島竜平
６月２７日 期末考査（～28日）
７月 ３日 ＰＴＡ親睦ソフトバレーボール大会
７月 ６日 第1回漢検 ２級合格：２名、準2級合格：５名
７月 ９日 台湾姉妹校交流（受け入れ～16日）９人
７月 ９日 台湾姉妹交流受け入れ歓迎セレモニー
７月 ９日 第１回数検 ２級合格：３名、準2級合格：４名
７月１１日 保護者授業参観（3,4校時）
７月１４日 校内弁論大会 （1～3校時） 最優秀賞：中田光洋（2年）
７月１５日 第1回英検 ２級合格：１７名、準2級合格：１０名
７月１５日 校内陸上大会
７月２０日 一学期終業式
７月２５日 第63回NHK杯全国高校放送ｺﾝﾃｽﾄ ﾗｼﾞｵﾄﾞﾗﾏ部門、ﾗｼﾞｵﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ部門、ｱﾅｳﾝｽ部門出場
８月２７日 国民体育大会第36回九州ﾌﾞﾛｯｸ大会ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技少年男子 3位 上原優人（沖縄県選抜）
８月３１日 ２学期始業式
９月 ３日 沖縄県高等学校新人卓球選手権大会 男子学校対抗 ﾍﾞｽﾄ4、男子ｼﾝｸﾞﾙｽ ﾍﾞｽﾄ8 兼島竜平、

男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ ﾍﾞｽﾄ8 兼島竜平・伊沢拓朗
９月 ３日 第58回全沖縄高校ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会 男子 ﾍﾞｽﾄ8
９月 ５日 第2回校内実力テスト(１～３年）
９月 ６日 第40回沖縄県高等学校総合文化祭弁論部門大会 優良賞 中田 光洋(2-7)
９月１２日 保護者・地域人材による職業講話（2年）
９月１３日 第２回漢検 準2級合格：５名
９月１５日 沖縄県高等学校新人体育大会(陸上競技)

男子110mH 2位 平良優明、 女子走幅跳 1位 熊谷朔良
女子800ｍ 1位 仲里彩 2位仲地楓華、女子100ｍH 3位 與那覇優佳、
女子4×100ｍR 3位 仲村渠絵美・熊谷朔良・與那覇優佳・林まき、
女子4×400ｍR 3位 仲村渠絵美・熊谷朔良・與那覇優佳・林まき
男子三段跳 5位 川満優翔、男子400m 5位 田部井汐哉、男子ﾊﾝﾏｰ投 5位 仲田一星、
男子4×400mR 7位 砂川遼太朗・田部井汐哉・平良優明・川満優翔、

９月１５日 第69回全日本ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ高等学校選手権大会沖縄県代表決定戦 男子 準優勝
１０月 １日 学園祭２日目・後夜祭 （～２日）
１０月 １日 2016希望郷いわて国体第71回国民体育大会ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技少年男子 ﾍﾞｽﾄ16 上原優人（沖縄選抜）
１０月１４日 第34回全九州高等学校新人陸上競技大会

男子110H 出場 平良優明、女子走幅跳 出場 熊谷朔良、女子800ｍ 出場 仲里彩 仲地楓華
女子100ｍH 出場 與那覇優佳、
女子4×100ｍR 出場 仲村渠絵美・熊谷朔良・與那覇優佳・林まき
女子4×400ｍR 出場 仲村渠絵美・熊谷朔良・與那覇優佳・林まき

１０月１７日 県新人体育大会推戴式
１０月１９日 中間テスト（～20日）
１０月３１日 第64回全琉小･中･高校図画作文書道ｺﾝｸｰﾙ（沖縄タイムス文化事業部）

韻文(詩) 優秀賞 鳥海翔冴(3-7) 下地沙季(2-2) 平良一輝(1-4) 下地美玖(1-7)
１０月２２日 県新人ハンドボール宮古島大会（～２５日）
１０月２４日 ＳＮＳ利用に関する講話（2、3校時） 講師：屋良 淳 氏
１０月２５日 ３年生卒業献血
１０月２６日 芸術鑑賞会（4校時～）
１０月２２日 沖縄県高等学校新人体育大会（～11月2日）

体操競技 団体優勝
ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ競技 男子56㎏級 1位 豊見山倫、男子 +105㎏級 1位 手登根武魁、
卓球競技 男子学校対抗 ﾍﾞｽﾄ4
ﾊﾞﾚｰ 男子 ベスト8

１１月 ４日 沖縄県高等学校駅伝競走大会 男子7位（2時間27分34秒）、女子3位（1時間21分12秒）
１１月 ４日 広域避難訓練（津波、地震）、
１１月 ８日 インターンシップ（～10日）
１１月１１日 １年理科野外実習、
１１月１１日 第２回英検 準１級合格：１名、２級合格：１１名、準2級合格：２３名
１１月１２日 第２回数検 準2級合格：１名
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１１月１２日 第41回沖縄県高等学校野球１年生大会 ﾍﾞｽﾄ8
１１月１３日 第61回文部科学大臣杯全国青少年弁論大会 優良賞 中田 光洋(2-7)
１１月１５日 沖縄科学ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ(科学の甲子園全国大会沖縄県予選)筆記競技(物理部門1位)
１１月１９日 全九州高等学校駅伝競走大会（長崎県雲仙市公認ﾏﾗｿﾝｺｰｽ）

女子 22位（1時間22分40秒）県勢1位
１１月２４日 校内避難訓練
１１月３０日 期末テスト（～2日）
１２月 ７日 性教育講演会 講師：竹内 清文 氏
１２月 ９日 校内ロードレース大会
１２月１３日 第2回保護者授業参観（2,3,4校時）
１２月１４日 薬物乱用防止講話 講師：下地 達男 氏
１２月１５日 1･2年LHR就業体験報告会
１２月１４日 第39回九州高校放送コンテスト大分県大会 ｱﾅｳﾝｽ部門（奥平光矢2-4）決勝進出
１２月１８日 第13回SIBAｲﾝｸﾞﾘｯｼｭﾐｭｰｼﾞｯｸｺﾝﾃｽﾄ(英語ｽﾄｰﾘｰﾃﾘﾝｸﾞ部門) 準優勝 上原 愛音（2-7）
１２月１９日 出前講座（2年生）
１２月１９日 第28回沖縄県高等学校席上揮毫大会 優良賞 下地沙季（2-2）
１２月２２日 終業式（午前）、学級懇談会（午後）
１２月２２日 全九州高等学校新人卓球選手権大会 男子学校対抗 出場
１月 ６日 始業式・HR役員認証式
１月１４日 大学入試センター試験（～15日）
１月１４日 KBC学園杯第65回全沖縄高等学校冬季ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ選手権大会 男子 ﾍﾞｽﾄ8
１月２０日 卒業テスト（～24日）
１月２０日 第25回全九州高等学校ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ競技選抜大会（福岡県 九州国際大学ＫＩＵﾄﾞｰﾑ）

男子56㎏級 2位 豊見山倫 男子+105㎏級 1位 手登根武魁
１月２８日 沖縄県学校ﾀﾞﾝｽﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ ﾀﾞﾝｽ部 敢闘賞受賞
１月３１日 総合学習 クリーンセンター訪問（クラス代表）、
１月２７日 高校新人駅伝競走大会 男子8位（1時間11分34秒）、女子3位（1時間23分55秒）
２月 １日 南秀同窓会講演会「語り継ぐ南秀魂」講師：真栄城徳佳 氏（宮高２期卒）
２月 ５日 第42回沖縄県吹奏楽ｿﾛｺﾝﾃｽﾄ

ｸﾗﾘﾈｯﾄ独奏（金賞） 上里瑠奈（2－5）、ｱﾙﾄｻｸｿﾌｫﾝ独奏（金賞） 宇座麻理那（2－7）
２月 ６日 トイレ掃除から学ぶ会（講習及び実習）
２月１０日 ワックス作業、送別祭、
２月１０日 平成28年宮古スポーツ振興表彰式

優秀競技者賞（５名）：仲里 彩、川満 郁弥、豊見山 倫、手登根 武魁、喜久川 汐梨
優秀チーム賞（２ﾁｰﾑ）： バレー部男子チーム１２名 、体操同好会３名、

２月１１日 第41回沖縄県吹奏楽ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙｺﾝﾃｽﾄ 金管八重奏（金賞）、ｻｸｿﾌｫﾝ三重奏（金賞）
２月１１日 第53回全沖縄青少年読書感想画ｺﾝｸｰﾙ

感想画 自由図書の部 優秀賞： 仲宗根沙也(2-7)、友利勝人(3-5)
２月１１日 宮古地区高等学校新人駅伝競走大会

男子 優勝、女子 優勝、部活男子 優勝（野球部）、部活女子 優勝（バスケ部）
２月１３日 学年末テスト（1,2年）（～15日）
３月 １日 第６９回卒業式（普通科196名、理数科77名 計273名）
３月２０日 第64回沖縄県高等学校野球春季大会（～４月２日） ベスト８
３月２５日 第32回全国高等学校ｳｪｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ競技選手権大会（～３月２８日）

ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ競技 男子 +105㎏級 優勝 手登根武魁
３月24日 修了式・離任式


