学校沿革史の概要
昭和 23(1948)年
4.1 北中城中等学校として創立
コンセット 2 棟･6 教室・生徒数 359 人
場所は字大城後原
8 北中城初等学校内で開校式を挙行する
29 校章を制定する
5.23 学校後援会結成
昭和 24(1949)年
1.3 字大城後原より旧小学校敷地に移転
12.24 仮校舎（カヤ葺）5 棟完成
昭和 25(1950)年
5.29 旧小学校敷地より現在の小学校敷地
に移転
11.3 優良図書館として表彰される
昭和 31(1956)年
1. 25 電気工事完成し､初めて点灯
昭和 32(1957)年
7.8 水道開通（荻道後原より）
12.1 第 2 回全琉バスケットボール選手
権大会で男子優勝
昭和 33(1958)年
12.12 創立 10 周年記念式典挙行
12 校旗の樹立・校歌の制定
14 第 3 回全琉バスケットボール選手
権大会で男子優勝
昭和 36(1961)年
8.13 学校後援会を解散し PTA を結成
昭和 38(1963)年
5.24 ブロック校舎（3 教室）竣工
昭和 39(1964)年
5.11 便所 1 棟（屋外）竣工
6.27 技術室教室竣工
昭和 41(1966)年
3.22 野球バックネット完成
4.17 校門完成
昭和 42(1967)年
6.20 特別教室（理科）竣工
昭和 43(1968)年
1.17 普通教室（1）竣工
2. 2 完全給食開始
昭和 45(1970)年
1. 6 特別教室新設（1 学級）
9. 2 体育室竣工
昭和 46(1971)年
2.20 桜植樹（100 本）
6.14 優良花園の表彰(沖縄タイムス社)
11.7 全琉中学校卓球選手権大会女子優勝

昭和 47(1972)年
6.21 校舎（音、普 3）竣工
23 県中体連庭球大会で優勝（女子）
8.13 九州地区中学校庭球大会に県代表と
して参加(女子)
昭和 48(1973)年
7.21 県中体連卓球大会で優勝（女子）
昭和 49(1974)年
2.22 学校放送施設完成
11.27 運動場改修工事終了
昭和 50(1975)年
12. 県吹奏楽コンクールで金賞 B パート
昭和 51(1976)年
10.2 初めての九州修学旅行を実施
（3 年生）6 泊 7 日
昭和 52(1977)年
1.31 体育館竣工
8.県中体連バスケットボール大会女子優勝
九州地区中学校バスケットボール大会
に沖縄代表として参加（女子）
12. 県吹奏楽コンクール金賞 B パート
昭和 53(1978)年
1.31 管理棟、東便所竣工
12.
県吹奏楽コンクール金賞 B パート
昭和 54(1979)年
8. 九州地区中学校陸上競技選手県大会
に県代表として 7 名参加
昭和 55(1980)年
3. 村教委で中学校を昭和和 57 年 4 月 1 日
付で移転することを決議
昭和 56(1981)年
1. 敷地造成工事地鎮祭挙行
6.30 新校地緑化推進委員会結成
8. 6 九州地区中学校陸上競技大会へ県代
表として 7 名参加
9.25 新校舎地鎮祭
昭和 57(1982)年
5.31 現在敷地喜舎場 306 に新校舎竣工
6.27 学校移転完了
28 学校移転開校式・落成祝賀会挙行
7.28 九州地区理科教育研究大会に本校
３年生授業研究に参加
11.28 名嘉杯テニス大会男子チーム優勝
昭和 58(1983)年
3.20 第 35 回卒業生卒業記念として校門
正面の庭石寄贈
8.1 3年幸地哲也、九州地区中学校陸上
競技大会へ棒高飛び（2位）
8.21 PTA より部室 2 棟と農具小屋寄贈

12.3 第 1 回 PTA 研究大会開催
27 県中学校新人野球大会準優勝
昭和 59(1984)年
3.10 村植樹祭､本校で実施､双思樹千本
植えつけ
19 第 36 回卒業生、卒業記念として
花壇整備
7.1 九州地区通信陸上競技大会 2 年
大城康、共通男子 3 種競技 1 位
11.25 名嘉杯テニス男子優勝
12.10 2 年饒辺美佐江、玉城満美
日本ソフトボール協会代 2 種公式
記録員に合格
27 村緑化推進協議会によりいすの木
40 本植樹
昭和 60(1985)年
3.21 第 37 期卒業生､卒業記念として花
壇贈呈
4. 1 校長比嘉定英就任
5.12 ソフトボール県大会準優勝
6.25 １年､知念球枝､善行少女として宜
野湾署補導連絡協議会から表彰
30 県通信陸上大会
大城章子１年女子 100M 1 位
比嘉直樹 三種競技 1 位
7.23 大城康、全日本中学生陸上競技大
会県代表（グッドマナー賞受賞）
26 女子ソフトボール部県中体連総体
準優勝
8.25 女子ソフトボール部西日本大会
県代表､グッドマナー賞受賞
9.18 体育館地鎮祭挙行
10.7 ソフトボール父母会運動場防球ネッ
ト設置
11.10 県中体連陸上
比嘉直樹 棒高飛び 1 位
21 全国技術教育研究大会本校で開催
昭和 61(1986)年
1.19 県 PTA 研究大会で本校 PTA 団体表
彰､諸見里会長が功労賞(感謝状)受賞
3.19 第 38 回卒業記念体育館前花壇資金
4. 4 体育館落成式及び祝賀会
5. 5 新垣康幸(１年)人命救助で宜野湾警
察署長賞並びに県少年補導協会より
善行賞を受ける
7.26 女子ソフトボール部､県総体で優勝
8. 9 女子ソフトボール部
全九州中学体育大会で 3 位
昭和 62(1987)年

3.20 第 39 回卒業記念植樹とテント 3 張
4. 1 校長石川秀夫就任
5.24 野球部父母の会､ﾊﾞﾃｨﾝｸﾞﾏｼｰﾝ寄贈
6.3 水難事故防止標語で県本部長賞受賞
(3 年)新垣美加子
5 国体用楽器引渡し式を村教委で行う
7.25 西部吹奏楽コンクールでバンド部
銀賞に輝く
25 県中総体女子ソフトボール準優勝
9.20 動物愛護週間作文
島袋千寿（2 年）県知事賞受賞
10.25 第 42 回秋季国体開会式で､ 2 年生
が集団演技に参加
昭和 63(1988)年
3.20 第 40 回卒業記念植樹とテント 2 張
10.20 中頭地区陸上競技大会
安里直二 110H、安慶名尚人 100M 優勝
平成元(1989)年
1.24 県吹奏楽コンクール、金賞受賞
3.21 第 41 回卒業記念植樹とテント 3 張
4. 1 校長中村昌信就任
5.27 青少年育成県民会議善行少年顕彰
表彰：3 年桑江真由美､ 2 年山城勇
10.20 中頭地区陸上競技大会で男子優勝
11.30 県教委､村教委指定学校経営研究
発表会（２年次）
平成２(1990)年
3.22 第 42 回卒業記念に時計塔を寄贈
4.9 島袋小学校区バス通学開始
7.1 全日本通信陸上で当真嗣晃君
110MH 2 位入賞
22 葛巻中訪問研修出発
（小橋川敦､城間久美子）
25 県吹奏楽コンクールで金賞受賞
11.24 全沖縄小中学校菊花コンクールで
団体の部で金賞、個人の部で
比嘉守辰君が金賞､喜納智広君が
銀賞､玉那覇哲也君が銅賞を受ける
24 善行少年で山城勇君（3 年）と安里
繁子さん（1 年）が県知事表彰
平成３(1991)年
2.3 県新人ソフトボール大会女子優勝
2.16 県青少年科学作品展友寄道也(２年)
沖縄電力社長賞を受賞
3.20 第 43 回卒業記念に掲示板２組寄贈
25 校舎増築工事(コンピュータ室)竣工
27 第１回九州ソフトボール中学校選抜
大会女子優勝
4. 1 儀保政弘校長就任

善行少年表彰(比嘉琢馬 3 年)
県ソフトボール新人大会 優勝
7.24 県吹奏楽コンクール（金賞受賞）
29 県中体連相撲大会団体３位
３年玉木仁 優勝）
7.30 県中体連ソフトボール大会女子優勝
8. 8 九州地区ソフトボール大会準優勝
17 第 13 回全国女子ソフトボール大会
優勝（宮崎）
11.16 ソフトボール学校賞・知念監督表彰
(県体協より)
平成４(1992)年
3.21 第 44 回卒業記念に桜の木 10 本植樹
29 九州地区選抜女子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会優勝
7.24 県吹奏楽コンクール金賞
11.8 県中体連よりスポーツ優秀校表彰
スポーツ功労賞(知念真吉教諭)受賞
平成５(1993)年
1.23 県新人ソフトボール大会優勝
3.23 理科・音楽・美術教室冷房工事完成
28 第 3 回九州中学校選抜ソフトボール大
会優勝(三連覇)
4. 1 大仲國三校長赴任
5.22 3 年喜屋武保さん善行少年 表彰
7.25 県吹奏楽コンクール金賞受賞
県中体連総体ソフトボール女子優勝
11.27 中頭地区中学校意見発表会
(最優秀賞 3 年与儀健太郎)
平成６(1994)年
3.17 技術・家庭科教育防音工事完了
19 ソフトボール部、平成３年度
全国制覇記念碑建立除幕式
3.27 ソフトボール春の九州選抜大会優勝
7.21 県吹奏楽コンクール（金賞）
24 県総体女子ソフトボール優勝
8. 8 九州女子ソフトボール大会（優勝）
9.15 名嘉杯女子ソフトテニス大会（優勝）
9.15 県中体連陸上競技大会
(安座間琴乃100M走 1 位)
10.7 プール建設起工式
12.17 PTA 作業､南側斜面に松 17 本植樹
平成７(1995)年
4.6 就任式(松本正男校長他 12 名)
24 県中体連総合体育大会
女子ソフトボール（優勝）
28 県指定図書館モデル校
3 年次の研究発表
平成８(1996)年
1.22 RBC 杯県新人バレーボール大会
5.18

(女子 3 位）
27 県新人ソフトボール大会女子優勝
3..31 第 6 回九州中学生ソフトボール選抜
大会女子準優勝
4.19 花と緑の学校コンクール優秀賞
5.25 春季ソフトボール大会女子 6 連覇
7.20 県中体連総合体育大会
女子ソフトボール 6 連覇
12.12 創立 50 周年記念事業期成会設立総会
平成９(1997)年
4.10 花と緑の学校コンクール優秀賞
16 49 期生卒業記念品(太陽時計)設置
7.27 県総体女子ソフトボール優勝
（7 連覇達成）
11.10 新しい校旗が完成
12.24 校門周辺及び校庭の整備工事
平成１０(1998)年
1.9 記念石碑「自立の心」刻字
1.19 体育館緞帳工事
22 新学校車（ハイエースワゴン）入庫
2. 6 50 周年記念誌「城」2000 冊発行
2. 7 図書館用コンピュータ２台設置
14 創立 50 周年記念式典、祝賀会
10.19 県英語弁論大会最優秀賞
3 年 嵩西あやの
22 体育倉庫・トイレ屋上防護柵完成
平成１１(1999)年
2.10 屋上グリーン広場防水工事完了
4. 6 就任式 与那覇武校長
10. 4 武道館起工式及び地鎮祭
24 第 41 回県中学校陸上競技大会（八
重山）共通女子 200M1 位玉寄可枝
3 年、 400MR 1 位
平１２(2000)年
1.4~7 第 20 回九州選抜サッカー大会(福岡県)
比嘉力也（2 年）、県代表として出場
8.13~14 第 6 回九州ユースフットサルト大会
県代表（比嘉力也 3 年）
平成１３(2001)年
1.30 テント１張寄贈 (JA サンライズ)
3.18 第 53 回卒業式 221 人
卒業記念品エイサー衣装）
平成 13 年度（2001 年）
3.14 第 54 回卒業式 206 人
卒業記念品エイサー衣装
平成 14 年度（2002 年）
7.25 県吹奏楽コンクール(銀賞)
9.27 教育講演会 平仲信明氏
10. 1 教育講演会 池間哲郎氏

第 55 回卒業式
卒業記念品冷水器３台
3.26 第 13 回九州選抜中学生ソフトボー
ル大会準優勝
平成１５年度（2003年）
4. 4 校長 安里正一氏就任
6.30 進路講演会
演題「北中城村の先人の足跡」
講師：安里永誠氏
11 第２回英語ストーリーコンテスト
最優秀：平敷ひなた
1.24 テニスポール設置及びフェンス工事
（テニス部父母会）
3.22 第 24 回全国九州中学校バスケッ
トボール春季選手権大会（男子優勝）
28 第 17 回都道府県対抗ジュニアバス
ケットボール大会参加（金城徹、富山
栄作、崎山成矢 引率：高良謙二）
平成１６年度（２００４年）
7.28 全日本中学生ボーリング大会、
安里秀作(6 位)
22 第 34 回全国中学校バスケットボー
ル大会優勝
31 ﾊﾞｽｹｯﾄ全国優勝で県教育長表敬訪問
10.20 読書講演会 講師：山城勝氏
「目に見えない大切な物」
11.16 県青少年健全育成大会深夜徘徊防止
標語 県知事賞 １年 金城玖美子
19 地区意見発表会大会
最優秀 １年 仲村圭央
23 地区中学校総合文化祭
最優秀テーマ賞 喜納辰紀
最優秀ﾎﾟｽﾀｰ賞 仲村聖奈
18 第 29 回中頭新人ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会男子優勝
23 ﾊﾞｽｹｯﾄ男子全国制覇ﾓﾆｭﾒﾝﾄ序幕式
平成１７年度（２００５年）
4・6 就任式 校長我謝達美 他
10.26 県中文連ﾎﾟｽﾀｰ原画 会長賞 仲村聖奈
地区中文連ﾎﾟｽﾀｰ原画優秀賞 山川みなみ
2. 25 島ぬくとぅば語やびら大会
(教育長賞：仲村圭央)
平成１８年度（２００６年）
4. 15 奄美・北中ネット会議
23 県中体連 男ソフトボール３位
26 第６回沖縄県吹奏楽コンクール金賞
27 幼小中交流研修会（食育講演）
8･2 生徒会リーダー研修会(石川自然の家)3 日
7 長崎平和大使出発～１０日
10.28 全国 Jr スポーツ大会（東京）
3.13

共通男子走り幅跳び ８位 ２年 比嘉雄作
11.2 芸術鑑賞会「執心鐘入り」
演技者３年 仲村圭央､比嘉香苗､
與嶺友紀也､玉城健人、２年 真栄城克人
6 村幼小中交流授業研究会
17 地区意見発表大会優秀賞
(１年与儀清太、３年比嘉瑠美子)
18 地区中学校総合文化祭
（書道：平安名梨穂３年、平識善亮２年
県大会へ）
12.1 人権教育講演会（安里史子氏）
9 県新人空手道大会優勝
(1 年：ｽﾋﾟｰﾅ瑛莉香優勝)
1.13 葛巻町交流団帰沖
2.9 県生徒表彰(3 年比嘉瑠美子)
平成１９年度(２００７年)
7 第 53 回全日本中学校通信陸上沖縄大会
1 年女子 1500M1 位：新屋萌子
共通 3000M1 位城間健郎
8.1 岩手県葛巻町との交流会
8 生徒会ﾘｰﾀﾞｰ研修(石川自然)
11 九州陸上 1 年 800M8 位：新屋萌子
12 九州陸上共通 3000M14 位：城間健郎
28 第 34 回地区陸上
男子２位、女子７位、,総合３位
応援団賞(2 年連続)
10.20 県陸場競技宮古大会
比嘉雄作:走り幅跳び 1 位
11･ 3 地区駅伝大会
男子 2 位 1 時間 7 分 34 秒
（区間賞：知念凛 3 区 1 位)
女子 5 位 46 分 30 秒
（区間賞：新屋萌子 1 区 1 位）
7 第 2 回琉球新報学校新聞コンクール
銀賞：（2 年大嶺七奈）
17 沖縄県中学校駅伝競走大会
男子 6 位（1 時間 8 分 21 秒）
8 第 10 回空手道県中学新人競技大会
2 年女子個人形優勝（ｽﾋﾟｰﾅ瑛利香）
1.25 第 41 回全沖縄児童生徒書初展
金賞:1 年金城あやめ､ 3 年平敷善亮
平成２０年度(２００８年)
4. 7 比嘉康雄校長就任
5.24 県中学校陸上競技選手権大会
2･3 年 3000M １位 新屋萌子(２年)
３位 石川チエ(３年)
6. 6 中体連総合体育大会～ 8 日
空手 スピーナ瑛利香 個人総合優勝
18 通信陸上競技大会

共通女子 200M １位
比嘉七々美（２年）
２年女子 100M １位
比嘉七々美（２年）
共通女子 1500M １位
新屋萌子（２年）
共通女子 800M ２位
當山華乃子
12 県中体連水泳競技大会
自由形 1500M １位小波津壮３年
個人メドレー 400M 1 位 當山翔太３年
バタフライ 200M １位 前川真利奈２年
個人メドレー 400M １位 金城咲希３年
12 九州ﾌﾞﾛｯｸスポーツ少年団交流大会
空手個人型優勝 ｽﾋﾟｰﾅ瑛利香（３年）
20 ジュニア陸上競技大会
B 女子 100M １位比嘉七々美
B 女子 1500M １位新屋萌子
２位當山華乃子
9.25 地区中体連陸上
男子１０位､女子２位、総合５位
11.1 中頭地区駅伝大会
男子３位女子４位(池間稀一４区 1 位)
15 沖縄県中学校駅伝競走大会
男子 14 位 女子６位
12.5 地区音楽発表会
6 地区新人戦男子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ準優勝
平成２１年度(２００９年)
5.16 沖縄陸上競技選手権大会兼国体選考会
女子 B100M １位比嘉七々美
5.23 県中学校陸上競技選手権大会
女子 2,3 年 100M １位 比嘉七々美
女子 2,3 年 800M １位 當山華乃子
1 年走り幅跳び１位金城ゆかし
6.27 全日本中学校通信陸上競技大会
３年 100M １位比嘉七々美
共通 200M １位比嘉七々美
共通 1500M １位新屋萌子
共通 800M １位當山華乃子
共通走り高跳び １位安里七海
7. 4 国民体育大会最終選考会
共通 1500M ２位新屋萌子
共通 1500M ３位當山華乃子
7.19 夏季中学校陸上競技大会
２年 1500M ３位知念耕
３年 100M １位比嘉七々美
３年 200M １位比嘉七々美
３年 800M １位當山華乃子
共通 1500M １位新屋萌子

３年走り高跳び３位安里七海
8.7 ～ 13 沖縄子ども環境調査隊ウミガメ調査
8.15 ～ 16 第 40 回沖縄ｼﾞｭﾆｱ選手権
少年Ａ 100・200M １位比嘉七々美
少年Ａ 3000M １位新屋萌子
少年Ｂ 1500M ２位知念耕
10. 1 中頭地区陸上競技大会（Ａブロック）
２年 1500M １位知念耕
共通 1500M １位新屋萌子
共通 800M １位當山華乃子
共通 100M １位比嘉七々美
共通 200M １位比嘉七々美
共通走り高跳び １位安里七海
２年走り高跳び１位新膳ﾛﾘｰﾅﾐｻｺ
10.17 沖縄県陸上競技大会共通女子
100・200M １位比嘉七々美
共通女子 800M １位當山華乃子
10.26 公的年金書写標語ポスターコンクール
国民年金協会長賞（ﾎﾟｽﾀｰ）安里香菜
平成２２年度(２０１０年)
5・22 第３２回沖縄県中学校陸上競技選手権大会
１年 100 ｍ１位 岩永梨沙
2･3 年走幅跳び３位金城ゆかし
6・10 ３学年進路講演会（地域の方から学ぶ）
県警交通機動隊白バイ隊員 安里純一氏
中城・北中城消防本部消防士 知念和己氏
株式会社「オアシス」社長 比嘉秀樹氏
高橋ｸﾘﾆｯｸ医師
高橋祐一氏
琉球ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｷﾝｸﾞｽ 澤岻安史氏
6・25 全校平和講演会「母親として沖縄戦を
体験して」安里要江氏
6・26 第 56 回全日本中学校通信陸上沖縄大会
共通男子 1500 ｍ２位 知念 耕
１年女子 100 ｍ １位 岩永梨沙
３年男子 100 ｍ ５位 比嘉俊平
共通女子 100mH ３位吉里真紀子
共通女子 200 ｍ １位 岩永梨沙
共通女子走幅跳び３位金城ゆかし
7・10 第６５回国民体育大会 最終選考会
少年 C 走幅跳び２位 亀川大暉
少年 C 走幅跳び１位金城ゆかし
7・18 第 37 回県中体連陸上
３年 1500m １位 知念耕
１年 100m １位 岩永梨沙
7・19 第 47 回海の絵画コンクール
銅賞 知念愛音
8・ 7 九州中学校体育大会（陸上）
女子１年 100m １位 岩永梨沙（沖縄
県１年生新記録）

8・28 ～ 29
第 41 回全沖縄ｼﾞｭﾆｱ陸上競技選手権大会
少年 A 走り高跳び１位 新膳ロリーナ
少年 C100 ｍ１位 岩永梨沙
少年 A100mH ２位 吉里真紀子
少年 A3000 ｍ３位 知念 耕
10・1 中頭地区陸上競技大会
＜男子＞共通 3000m １位 知念耕
共通 1500m １位 知念耕
共通 110mH １位 比嘉俊平
＜女子＞共通 100nH １位 吉里真紀子
１年 100m １位 岩永梨沙
１年 800m １位 伊佐美玲
10.9 第 50 回沖縄県児童・生徒科学賞作品展
生物部門 佳作 喜納美優、
棚原実敏、山川星
10・16 第52回県中学校陸上競技大会
１年女子100m１位 岩永梨沙
11・22 県納税貯蓄組合連合会長賞
山入波恵美里
12・20 生徒会役員選挙
新生徒会長 金城僚太
1・6 ～ 9 岩手県葛巻町ﾘｰﾀﾞｰ交流会
岩手県葛巻町へ１２名派遣
平成２３年度(２０１１年)
4/1 下地宏邦校長以下１２名赴任
5/13 職業講演会（２年）
北中城村長：新垣邦男氏
沖縄ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ喜舎場店店長内原正詞氏

5/21 県中学校陸上競技選手権大会
２年女子 100m １位 岩永梨沙
6/12 日曜授業参観
講演会「琉球の歴史と文化」
～世界遺産中城城を中心に～
6/26 茂木健一郎・有吉信人講演会
「一人一人の夢・地域の夢」
7/ 7 思春期講演会（３年）
「いのちのメッセージ」
琉球大学医学部保健学科教授
講師：大嶺ふじ子
7/17 県中学校総合体育大会陸上競技
２年女子 100 ｍ優勝 岩永梨沙
7/24 沖縄県中学校総合体育大会
男子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙの部 準優勝
7/27~30 葛巻交流会（生徒会他）
8/27 県ジュニア陸上競技選手権大会
100m 女子Ｂ優勝 岩永梨沙
9/ 2 全教科一斉授業研究会
9/29 地区中体連陸上競技大会

男子 11 位 女子９位 総合９位
共通男子ジャベリックスロー
浦崎瑞樹 １位（大会記録）
２年女子 100m1 位 岩永梨沙
共通女子走幅跳２位 金城ゆかし
10/15 沖縄県中学校陸上競技大会
２年女子 100m1 位 岩永梨沙
共通ジャベリックスロー１位 浦崎瑞樹
10/23 体育祭
テーマ「歓喜 感動 今ここに！
一緒懸命！！輝け 北中魂！！」
11/24 沖縄ろう学校との交流会
12/19 生徒会会長選挙
新会長 ２年 翁長 龍
副会長 ２年 亀川 太暉
２年 志喜屋 春樹
書 記 ２年 神谷萌里
2/8 県中学校音楽研究会公開授業
授業者：大山めぐみ（３年４組）
2/18 中頭地区学力向上実践推進大会
～中頭学対 2011 in 北中城村～
本校教諭喜友名勉が発表
平成２４年度(２０１２年)
5/27 日曜授業参観
進路講演会ならびに学校説明会
（松葉杖の医師：波平宣靖）
6/22 芸術講演会
「落語は我が人生」
北山亭メンソーレ（山城伸伍）
6/23 第 58 回全日本中学校通信選手権沖縄大会
1 年 100 ｍ女子優勝 岩永留奈
3 年 100m 女子優勝 岩永梨沙
6/24 第 58 回全日本中学校通信選手権沖縄大会
3 年 200 ｍ女子優勝 岩永梨沙
6/27 「赤ちゃん抱っこ体験学習」
7/2 思春期講演会
講師：琉大教授 大嶺ふじ子
8/5 九州地区中学校総合体育大会
3 年女子 100 ｍ 4 位 岩永梨沙
8/8~9 ﾘｰﾀﾞｰ研修(石川少年自然の家)
9/7 全教科公開授業・授業研究会
9/28 地区中体連陸上競技大会
男子 13 位 女子 9 位 総合 12 位
10/12 合唱コンクール（宜野湾市民会館）
テーマ｢歌でつなぐ心の絆
響け！僕らの歌声 輝け！笑顔｣
10/13 吹奏楽部定期演奏会（本校）
10/20 沖縄県中学校陸上競技大会
1 年女子 100m 優勝 岩永留奈

3 年女子 100m 優勝岩永梨沙
10/27 JOC ジュニア陸上競技大会
少年 A100m 準決勝 4 位岩永梨沙
10/28 文化祭
テーマ「命どぅ宝」を胸に 鳴らせ！平和の鐘
僕らが継承！北中城の文化
11/22 校内マラソン大会・駅伝大会
11/29 沖縄盲学校との交流会
12/14 生徒会会長選挙
新会長 ２年 新里 佳璃奈
副会長 ２年 喜屋武 繁喜
12/19 村英語ストリーコンテスト
3 年 砂川ジョセフ 最優秀賞
1 年 新里航平
優秀賞
1 年 玉城美琉
優秀賞
1/9 葛巻交流団出発（～ 11 日）
2/2 中学生サミット発表
（コンベンションセンター）
2/4~2/7 ２年修学旅行（九州北部）
2/10 村生涯学習発表会
１年夢海渡太鼓にて発表
2/15 手づくりゴミ取りの寄贈
（沖縄市在 喜屋武盛繁）
3/10 第６５回卒業式
テーマ｢夢へと続く第一歩 別れの涙も笑顔に変
えて 最高の仲間とともに 65 期 桜のように咲
き誇れ！全力･前進｣
平成２５年度(２０１３年)
4/ 2 新任辞令交付式(長濱克範教頭他 12 名)
4/ 5 就任式
〃 校内研修(出前講座:学級経営･･･学級開き)
講師:県立総合教育ｾﾝﾀｰ指導主事:仲嶺香代
4/19 父母教師会総会ならびに部活動結成会
4/26 学級懇談会
5/10 父母教師会による校門前大型掲示板寄贈
5/21 村教育委員会学校訪問
5/26 日曜授業参観・学校説明会
親子進路学習会＜シンポジウム＞
演題:『夢実現』を成し得た先輩に学ぶ
講師:川上辰雄､大城逸朗､涌波淳子､吉田伸
6/2 生徒激励会(父母教師会主催)
6/7 中頭地区中学校総合体育大会<県大会出場>
男子バスケットボール、男子ソフトテニス
女子ソフトテニス、男子ソフトボール
6/12 授業参観、民生児童委員給食交流会
6/26 先輩<卒業生>に学ぶ進路学習会(3 学年)
7/ 1 職場体験学習（2 学年）～ 5 日
7/ 3 さいたま市(卒業生:匿名)より書籍寄贈

7/ 4 社会見学
1 年:佐喜眞美術館及び中部戦跡巡り
3 年:平和祈念公園等南部戦跡巡り
7/ 4 青少年育成村民大会(村中央公民館)
意見発表中学生代表:大石根有咲(3 年)
演題：｢諦めない｣
7/ 7 第 1 回親子美化作業(3 年生参加)
7/ 8 三町村合同中学校フォーラム(西原町)
7/11 校内意見発表大会 最優秀賞：
星山茉利乃(3 年)｢生きるということ｣
安座間佑(1 年)「思いやり」
比嘉香綸(2 年)「命に関わる環境問題」
7/18 社会を明るくする大会
意見発表：宮里圭太(3 年)｢ぶれない心｣
7/19 １学期終業式
7/20 県吹奏楽コンクール＜金賞＞
7/22 家庭訪問（～ 8/2）
〃 県歯･口の健康に関する図画･ﾎﾟｽﾀｰｺﾝｸｰﾙ
＜県知事賞＞ 新垣留奈(3 年)
＜入選＞ 2 年：金城茉音
3 年：島田奈奈､大石根有咲､大見謝知
7/25 村地域教育懇談会（～ 26 日）
7/30 校内研修（総合教育センター出前講座：
言語活動による授業展開)
7/31 葛巻町交流団来校(生徒会交流会)
7/31 ３町村教育講演会
8/ 7 長崎平和学習の旅
2 年:古謝健人､名幸大輔､喜納京花､三枝真魚
8/ 8 ﾀｲﾑｽ杯ｺﾞﾙﾌ一般の部<優勝>金城五貴(2 年)
8/13 生徒会ﾘｰﾀﾞｰ宿泊研修(玉城青少年の家)～ 14 日
※｢ 3.11 を忘れない!｣東日本支援活動ｽﾀｰﾄ
〃 第 2 回学校評議員･評価者委員会
8/15 校内研修(出前講座：特別支援教育）
8/22 ２学期始業式
8/24 第 44 回ジュニア陸上競技選手権大会
少年女子 B 100 ｍ 1 位:岩永留奈(13'66)
8/25 未来を創る｢中学生キャンプ瑞慶覧基地跡
地利用ビジョン｣発表(沖縄ﾀｲﾑｽ取材･掲載)
3 年：瀬上姫百合､嘉手苅舞香､遅延聖音､
星山茉利乃､具志堅渉
2 年：黒島佑香､三枝真魚
9/ 3 中頭地区少年の主張大会
優良賞：星山茉利乃(3 年)
9/ 4 避難訓練（地震・津波・火災）
9/ 6 校内授業研究会(全教科指導主事招聘)
9/ 8 村エイサー祭りポスターコンクール
最優秀賞：島田奈奈(3 年)
9/15 第 3 回吹奏楽部定期演奏会:沖縄市民会館
9/20 沖縄盲学校居住地交流(1 年:山内昂輝)

9/26 中頭地区陸上競技大会
(男子 14 位､女子 7 位､総合 12 位)
共通男子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 1 位:喜屋武繁貴(3 年)
共通女子砲丸投げ 1 位：上里花鈴(2 年)
共通女子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 2 位:上里花鈴(2 年)
共通男子走高跳 3 位：比嘉斗志稀(3 年)
２年女子 100 ｍ 1 位：岩永留奈(2 年)
１年女子 100 ｍ 3 位：伊集杏莉(1 年)
10/13 第２回親子美化作業(2 年参加)
10/14 第 8 回新報学校新聞コンクール
<金賞>2 年：安里日菜子、新垣梨里
<銀賞>2 年：瀬底凜、三枝真魚
<銅賞>2 年：比嘉香綸
10/15 海の絵画コンクール(主催:海上保安庁)
＜外航商船賞＞ 3 年：島田奈奈
＜佳作＞ 3 年：新垣涼香､玉那覇伶美
久高夢奈
10/17 全国暴力追放運動ポスターコンクール
ポスターの部最優秀賞：大見謝知(3 年)
全国地域安全運動ポスターコンクール
ポスターの部最優秀賞：島田奈奈(3 年)
10/19 県陸上競技大会
2 年女子 100 ｍ 1 位：岩永留奈(2 年)
10/20 第 29 回体育祭
テーマ『流れる汗は爽快感

あふれる笑顔は達成感

今こそ 1 つに一致団結！ 魅せろ北中魂』

10/28 第 61 回全琉小中高校図画作文書道ｺﾝｸｰﾙ
<美術の部>
優秀賞：前津美有(2 年)
優良賞：伊藤依奈(1 年)､仲宗根崇史(2 年)
又吉季咲良(3 年)
<書道の部>
優良賞：山入端里紗(1 年)､外間星(2 年)
伊波きらり(3 年)､国仲結生(3 年)
神本杏奈(3 年)､源古彩夏(3 年)
下地成香(3 年)
10/30 中学生「税についての作文｣コンクール
<沖縄税務署長賞>宮城巧美(3 年)
<納税貯蓄組合優秀賞>国仲結生(3 年)
11/2 中頭地区駅伝競走大会
男子 25 位
女子 15 位
区間賞 3 区 3 位 大城青空(1 年)
11/3 『宇宙の日』作文･図画コンテスト
<最優秀賞>3 年：島田奈奈
<佳作>3 年：陸紗耶､大見謝知､久高夢奈
11/6 校内合唱コンクール
テーマ『互いを信じ 固く結ばれた絆で
届けよう Onlyone の歌声を！』(３年４組)
金賞：3 年 5 組､ 2 年 1 組、1 年 5 組

銀賞：3 年 2 組、2 年 5 組、1 年 3 組
銅賞：3 年 4 組、2 年 3 組、1 年 1 組
<指揮者賞>1 年:本村桃太郎､ 2 年:下地佑緯
3 年:田場幸輔
<伴奏者賞>1 年:諸喜田愛音､ 2 年:玉城美琉
3 年:玉城 紀
11/7 放課後学習会『学ぶーむ』(生徒会主催)
開始･･･｢琉球新報｣掲載(11/18 付)
11/15 芸術鑑賞会 ～新崎誠実ﾋﾟｱﾉｺﾝｻｰﾄ～
11/16 地区中学校総合文化祭
<舞台の部>
英語ストーリー：モラーレス 力
<展示の部>
国語｢なりきり詩｣ 1 年:玉山心､他 39 名
書道 3 年:神本杏奈､喜屋武繁貴､国仲結生
社会 2 年:新垣梨里､安里日菜子
家庭科 1 年:喜納伶菜､他 14 名
3 年:安谷屋佳歩､他 13 名
11/19 ｢教科指導改善研修会｣
授業者：伊良波敦（数学）1 年 3 組
指導助言:新井仁(文科省学力調査官)
11/24 善行児童生徒表彰：吹奏楽部
11/26 県立ろう学校中学部生徒 12 名交流学習
11/28 村英語ストーリーコンテスト
最優秀賞：島袋茉奈美(2 年)
12/7 県吹奏楽アンサンブルコンテスト～ 8 日
<打楽器４重奏>金賞 2 年:島袋真綺
3 年:金城玲奈､兼城愛梨､多和田茉夏
12/7 第 50 回読書感想文･感想画中部地区ｺﾝｸｰﾙ
<感想文>優秀賞：三枝真魚(2 年)
<感想画>優秀賞：大見謝知(3 年)
前津美有(2 年)
12/7 第 33 回全国中学生人権作文ｺﾝﾃｽﾄ沖縄県大会
優良賞：玻名城壱政(3 年)
12/8 第 57 回中頭地区新人軟式野球大会：３位
12/13 生徒会役員改選
新会長：玉城美琉(2 年)
副会長:三枝真魚(2 年)､新里航平(2 年)
12/21 県中学校総合文化祭(1 年見学)
<舞台の部>三線 3 年:兼城愛梨､比嘉亜沙美
2 年:島袋真綺､ 1 年:花城茉奈､比嘉風羽､
大兼菜々､當山陽奈､千葉聖奈
<展示の部>国語：なりきり詩(1 年)
特別活動：生徒会
書道･･･3 年：神本杏奈､喜屋武繁貴､
国仲結生､源古彩夏､仲本莉奈
12/28 第 4 回 KBC 学園杯争奪
第 17 回沖縄県新人軟式野球大会:準優勝

(平成26年)
1/11 北中城村新春書き初め大会
<金賞>3 年:平良美空､神本杏奈､
2 年:小湾麻衣､ 1 年:国仲宏夏､外間 星
<銀賞>3 年:我如古涼菜､志喜屋愛､
2 年:下地かのん､小湾陽菜､
1 年:山入端里紗､嵯峨美祐
<銅賞>3 年:町田峻太､安里美紀､
2 年:山内若菜､玉那覇伶美､福原響
新里直志､
1 年:町田陽和､知念可倫､大兼菜々
2/ 3 修学旅行(2 年～ 6 日)長崎･熊本･大分･福岡
2/ 7 お別れバイキング給食(3 年)
3/ 9 第 66 回卒業式
平成２６年度(２０１４年)
4/ 2 村辞令交付式(徳村永盛校長他 12 名赴任)
4/18 父母教師会総会ならびに部活動結成会
4/25 学級懇談会
5/13 上地みこと教諭離任
5/13 池城宰教諭復職(自己啓発休職より復職)
5/19 ＡＬＴ エミー サピタン先生赴任
5/25 第 36 回県中学校陸上競技選手権大会
2･3 年女子 100 ｍ １位 岩永留奈(3 年)
共通女子 200 ｍ １位 岩永留奈(3 年)
5/25 日曜授業参観・学校説明会
親子進路学習会＜:キャリア教育講演会＞
講師：仲村将義（琉球大学非常勤講師）
5/30 地区総体等生徒激励会(父母教師会主催)
6/6 中頭地区中学校総合体育大会<県大会出場>
男子バスケットボール：ベスト８
男子ソフトテニス：団体準優勝
〃個人戦準優勝(玉城､松田ペア)他２ペア
男子ソフトボール
男子バドミントン個人ｼﾝｸﾞﾙｽ(福山喜樹)
6/ 14 県吹奏楽祭
6/17 校内陸上競技大会（沖縄市陸上競技場）
6/19 ３学年「赤ちゃん抱っこ体験」
6/27 ３学年「思春期講演会」
6/29 第 60 回全日本中学校通信陸上沖縄大会
共通女子 200 ｍ １位 岩永留奈
３年女子 100 ｍ １位 岩永留奈
6/30 職場体験学習（2 学年）～ 7/3
7/ 4 社会見学
1 年:佐喜眞美術館及び中部戦跡巡り
3 年:平和祈念公園等南部戦跡巡り
7/ 4 青少年育成村民大会(村中央公民館)
意見発表中学生代表：宮里磨梨奈(２年)
演題：｢支え合い助け合って｣

7/ 5 地区英語ストーリーコンテスト
２位：１年 エダーよしみ
7/ 6 第 1 回親子美化作業(3 年生参加)
7/ 8 台風 8 号による臨時休校
(暴風特別警報発令)
7/ 9 大雨特別警報による臨時休校
7/10 三町村合同中学校フォーラム(中城村)
7/11 校内意見発表大会 最優秀賞：
玉城慶也(3 年)｢部活動を通して｣
眞榮城奈々(3 年)｢差別のない社会を目指して｣
比嘉彩葉(1 年)｢競泳から学んだこと｣
7/12 夏季中学校陸上競技大会
３年女子 100 ｍ １位 岩永留奈
共通女子 200 ｍ １位 岩永留奈
共通男子砲丸投 ３位 砂川ﾘﾁｬｰﾄﾞ
共通女子砲丸投 ４位 上里花鈴
7/15 県費事務補充(長嶺利奈)赴任)
7/15 中頭教育事務所総合訪問
7/18 １学期終業式
7/22 県吹奏楽コンクール＜金賞＞
7/22 家庭訪問（～ 8/2）
7/22 県歯･口の健康に関する図画･ﾎﾟｽﾀｰｺﾝｸｰﾙ
＜入選＞ 3 年：金城茉音、比嘉純菜
7/25 海の絵画コンクール(主催:海上保安庁)
＜佳作＞ 3 年：比嘉純菜、2 年：渡久地珠侑
2 年：比嘉風羽、１年：金城にこ
7/24 村地域教育懇談会（～ 25 日）
7/30 第 18 回県民ジュニアゴルフ選手権大会
<優勝> 金城五貴(2 年)
8/ 1 三町村教育講演会（台風 12 号の為中止）
8/ 6 長崎平和学習の旅
2 年:内海聖､比嘉里々子､宮城遼太郎､玉山心
8/ 7 第 36 回九州中学校陸上競技大会
岩永留奈出場（３年 100 ｍ･共通 200 ｍ）
8/ 9 第 10 回南九州地区吹奏楽コンテスト
優秀賞 吹奏楽部（熊本県立芸術劇場）
8/19 生徒会リーダー研修会（村中央公民館）
8/19 全日本中学校陸上競技選手権大会
岩永留奈出場（少年Ａ女子 100 ｍ）
8/23 第 12 回九州ソフトテニス選抜大会
個人の部県代表 2 年 大城いちか･伊佐日和ﾍﾟｱ
8/24 第 45 回ジュニア陸上競技大会
少年Ａ女子 100 ｍ 1 位 岩永留奈(3 年)
少年Ａ女子 200 ｍ 1 位 岩永留奈(〃)
共通女子 4 × 100 ｍＲ１位 岩永留奈(〃)
少年Ａ女子砲丸投 ２位 上里花鈴(3 年)
8/24 北中城村エイサー祭りポスターコンクール
最優秀賞：松本りえ(1 年)
8/27 ２学期始業式

9/ 1 学習指導支援員:赤嶺基先生赴任
理科観察実験支援員:上地みこと先生赴任
特別支援教育支援員:長嶺利奈先生赴任
9/ 3 第 29 回 中頭地区少年の主張大会
優良賞：眞榮城奈々(3 年)
9/ 9 ストレスマネジメント講演会（３年）
9/14 第 4 回吹奏楽部定期演奏会(沖縄市民会館)
9/17 第 1 回学校評議員会･学校関係者評価委員会
9/26 第 41 回中頭地区陸上競技大会
(男子 10 位､女子 6 位､総合 8 位､応援団賞)
共通女子 100 ｍ 1 位：岩永留奈(3 年)
共通女子 200 ｍ 1 位：岩永留奈(3 年)
共通女子砲丸投 1 位：上里花鈴(3 年)
１年男子 100 ｍ１位：三宅翔ﾘｰﾃﾞｨﾛｰﾁ(1 年)
１年男子 1500 ｍ１位：比屋定彪冴(1 年)
２年男子走高跳２位：本村桃太郎(２年)
２年女子 800 ｍ２位：大城青空（２年）
１年女子走幅跳２位：大城野乃花（１年）
共通男子 110 ｍ H ３位：比嘉優斗（３年）
共通男子砲丸投３位：砂川リチャード(３年)
２年男子 1500m ５位：上原祐輝（２年）
共通女子 1500 ｍ６位：安里日菜子（３年）
共通女子走幅跳６位：城間由芽（２年）
共通女子走高跳６位：平良未来（３年）
共通男子 200 ｍ８位：上地周（３年）
10/10 校内合唱コンクール（沖縄市民会館）
テーマ『声心統一！伝えよう想い届けよう僕らの
歌声！まきおこせ感動の渦！！』 (３年３組･５組)
金賞：3 年 3 組､ 2 年 1 組、1 年 3 組
銀賞：3 年 4 組･5 組、2 年 5 組、1 年 5 組
銅賞：2 年 4 組、1 年 2 組
<指揮者賞>1 年:栄門晨太郎､ 2 年:本村桃太
3 年:下地佑緯
<伴奏者賞>1 年:比嘉柊太郎､ 2 年:諸喜田愛音
3 年:玉城美琉
10/10 芸術鑑賞会（沖縄市民会館）
喜劇「あぎじゃび商店｣(演劇集団ＦＥＣ)
10/12 第９回新報学校新聞コンクール
<金賞>2 年：大兼菜々
<銀賞>2 年：比嘉彩莉 1 年：比嘉彩葉
<銅賞>1 年：古堅弥香子
10/18 第 56 回沖縄県秋季陸上競技大会
共通女子 100 ｍ 1 位：岩永留奈(3 年)
共通女子 200 ｍ 1 位：岩永留奈(3 年)
共通女子砲丸投７位：上里花鈴(３年)
1 年男子 100 ｍ１位：三宅翔ﾘｰﾃﾞｨﾛｰﾁ
1 年男子 1500 ｍ出場：比屋定彪冴
10/ 19 第２回親子美化作業(2 年参加)
10/26 文化祭

テーマ『わったー自慢の北中城文化！
笑顔と共に 今 発信！！』
1 年全：構成劇「命どぅ宝」
2 年全：表現｢ 68 期発信！ふるさと北中城!!｣
3 年全：エイサー（安谷屋エイサー）
10/27 第 62 回全琉小中高校図画作文書道ｺﾝｸｰﾙ
<図画の部>
優秀賞：前津美有(3 年)
優良賞：金城にこ(2 年)
<書道の部>
最優秀賞：2 年 国仲宏夏
優良賞：3 年 宜保彩夏､比嘉香倫､古謝健人
安里百音、小湾陽菜
2 年 知念可倫､後藤依奈､宮城鈴奈
外間 星
10/30 進路説明会（3 年）
11/1 男子第 38 回･女子第 28 回地区駅伝大会
男子１５位
女子１３位
区間賞 3 区 2 位 大城青空(2 年)
11/ 2 第 7 回中頭地区秋季ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会
男子 準優勝
11/5 村学力向上推進授業研究会(本校会場)
※全教科領域等で指導助言者を招聘し研究授業実施

11/5 「私たちの文化財」図画作品表彰式
佳作 ３年 三枝真魚 入選 ２年玉山心
11/10 中頭地区意見発表大会
優良賞 ３年 玉城慶也、１年 比嘉彩葉
11/19 中頭地区１ブロック音楽発表会
学校代表 学級合唱 ３年３組、２年１組
11/19 村英語ストーリーコンテスト
最優秀賞 ２年 金城希安奈
優秀賞 ３年 宜保彩夏、２年 ｺｰﾌﾞ ﾃﾞｨﾗﾝ
11/25 県立ろう学校交流学習(生徒会訪問)
11/27 第 48 回中頭地区中学校音楽発表会
ブロック代表 学級合唱 ３年３組
11/30 第 20 回中頭地区中学校総合文化祭
<舞台の部>
英語ストーリー：エダーよしみ（１年）
歌三線合奏 ３年 島袋真綺 他９名出演
<展示の部>※出品
国語(書道、俳句)、美術、家庭科、社会
12/5 県学力到達度調査
2 年（国・社・数・理・英）～ 6 日
12/6 第 51 回読書感想文･感想画中部地区ｺﾝｸｰﾙ
<感想画>優秀賞：3 年 前津美有
2 年 渡久地珠侑 1 年 島田佳奈、エダーよしみ
<感想文>優良賞 2 年 後藤依奈
12/6 第 34 回全国中学生人権作文ｺﾝﾃｽﾄ沖縄県大会
優良賞：大城葉月(3 年)

12/ 7 第 34 回中頭地区新人ソフトテニス大会
男子 代表団体：準優勝 1 年生団体：優勝
女子 代表団体:準優勝 1 年Ａ優勝､Ｂ準優勝
12/12 生徒会役員改選
新会長：玉山 心(2 年)
副会長:平良 丞(2 年)､比嘉里々子(2 年)
書記:山田莉加子(2 年)､会計:宮城遼太郎(2 年)
12/13 第 14 回全国中学校総合文化祭沖縄大会
（第 20 回沖縄県中学校総合文化祭）
全国中学校文化祭沖縄大会テーマ部門
最優秀賞(会長賞)※採用 3 年 城間茉由
｢魅せよう わったー自慢の伝統文化
ここ美ら島から未来へ発信｣
優良賞 3 年 玉城美琉、上地 周
佳作 3 年 上門香織
発表『東日本継続支援活動の軌跡』
生徒会(新里航平､上地周､玉城美琉､三枝真魚､
玉山心､宮城千咲､山田菖平)
展示<家庭科>ﾖｰﾖｰﾌﾟﾚｲﾄ､輪ゴムのれん､洋服等
3 年 比嘉美空 2 年 山田莉加子､伊佐美南､
喜納衿菜,宮里磨梨奈
<国語>俳句
3 年 上里鈴香､徳里ゆうな､小湾陽菜､
山内真理､比嘉美空､浦崎貴也､上里花鈴､
伊佐林里子､三枝真魚､與那嶺元就､
桃原杏梨､比嘉七海､玉城美琉､上門香織､
安里奈々､豊平実南､赤嶺里穂､浦崎遙
<社会>社会科新聞
2 年 大兼菜々、鉢嶺妹子
12/21 県吹奏楽アンサンブルコンテスト
<管楽八重奏>銀賞 ２年 當山陽奈､金城沙紀
諸喜田愛音 １年 比嘉陽名多､坂中詩音
比嘉菜月、前川美亜里
12/25 ２学期終業式
12/26 第 61 回全沖縄学校音楽発表会
中頭地区代表 学級代表 ３年３組
12/29 第 49 回県新人ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会
男子 準優勝
(平成27年)
1/ 6 ３学期始業式
1/ 6 岩手県葛巻町交流訪問団～ 1/9
1/ 7 ３学年末テスト(～ 9 日)
1/10 北中城村新春書き初め大会
<金賞>3 年:新里直志、福原響
2 年:知念可倫 1 年:金城にこ
<銀賞>2 年:宮城風花 1 年:與那嶺杏音
<銅賞>3 年:大屋 凜 2 年:星山美希乃
1 年:盛小禰太陽

1/12 全沖縄学級合唱発表会
ハートフル賞 １年３組（学校代表）
1/16 生徒会役員引継ぎ式
1/18 第 48 回沖縄県中学生新人ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会
ベスト４（九州近県ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会出場）
1/23 第 2 回学校評議員・評価者委員会
1/17 第 59 回沖縄県中学校新人ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会
男子 団体の部 ベスト４
1/29 進路相談(3 年）～ 30 日
1/28 県立高校推薦合格発表
2/ 1 第 41 回中頭地区新人ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会
男子 準優勝
2/ 3 修学旅行(2 年～ 6 日)長崎･熊本･大分･福岡
2/ 4 お別れバイキング給食(3 年)
2/ 8 第 22 回県選抜優勝ﾊﾞｽｹｯﾄｯﾄﾎﾞｰﾙ大会
男子 準優勝（九州春季大会出場）
2/18 授業参観・学校成果報告会
〃 第 3 回学校評議員・評価者委員会
2/20 １･２年学年末テスト(～ 24 日)
2/27 北中城村学校教育表彰
<学習優秀賞>
学術部門：城間茉由、吹奏楽部
スポーツ部門：金城五貴､岩永留菜､上里花鈴
善行部門：玉城美琉、三枝真魚
<教育実践賞>比嘉智恵子、比嘉達也
<学校教育支援賞>
前泊正巳（吹奏楽部コーチ）
お話しや｢ちむちむ｣（読み聞かせ活動）
2/28 中頭地区吹奏楽祭
2/28 第 55 回中頭地区中学校春季軟式野球大会
Ｄブロック 優勝（県春季野球大会出場）
3/ 8 第３回親子美化作業(1 年参加)
3/ 8 ｢生徒会東北支援ﾒｯｾｰｼﾞ幕｣ 琉球新報紹介
3/ 13 第 67 回卒業式
とき
テーマ「さぁ 旅立ちの瞬間 新たな一歩を
今 踏み出せ 67 期 あなたと出逢えたキ
セキにありがとうの花束を｣(3 年 1 組･2 組)
平成２７年度(２０１５年)
4/ 2 村辞令交付式(新職員１９名赴任)
4/ 6 就任式
4/ 7 始業式・入学式・学級開き
4/ 8 生徒会入会式
4/19 第７回県少年少女レスリング･ニライカップ大会
中学生男子の部 ６０㎏級 優勝 仲泊勇之介(２年)

4/15 ～ 17 身体測定
4/17 学級懇談会・部活動結成式
4/21 全国学力･学習状況調査(3 年:国・数・理)
4/29 中頭地区南ブロックﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ春季大会

男子 優勝
女子 ３位
5/1 プール管理人（比嘉紀篤）赴任
5/7 ｿｰｼｬﾙｽｷﾙ検査(2 年国､全数･i ﾁｪｯｸ)
5/15 生徒会総会
5/19 ～ 20 中間テスト
5/21 校内研修「第 1 回授業研究会」
授業者 狩俣英樹（社会、2 年 1 組）
5/24 日曜授業参観・学校説明会・父母教総会
5/26 村教育委員会学校計画訪問
5/30 第 8 回Ｕ－ 15 ボクシング西部地区大会
優勝 金城新樹（３年）
6/5 第 42 回中頭地区中学校総合体育大会
<県大会出場>
男子ソフトテニス：団体優勝
個人戦準優勝（野原､永山）３位（安里､前徳）
女子ソフトテニス：団体３位
男子バスケットボール：準優勝
男子ソフトボール：３位
女子ソフトボール：ベスト８
柔道：
66kg 以下級準優勝(仲泊勇之介)ベスト８(比嘉夢輝)
73kg 以下級ベスト８（山田大元）
55 ㎏以下級準優勝（瑞慶山朔輝）、
3 位（玉榮温佳）、3 位（仲泊将太郎）

6/13 県吹奏楽祭
6/16 ３学年「赤ちゃん抱っこ体験」
6/19 ３学年「思春期講演会」
6/22 期末テスト（24･25 日）
6/30 職場体験学習（2 学年）～ 7/2
7/ 3 社会見学
1 年:佐喜真美術館及び中部戦跡巡り
3 年:平和祈念公園等南部戦跡巡り
7/ 3 青少年育成村民大会(村中央公民館)
意見発表中学生代表：比嘉柊太郎(２年)
演題：｢非行と向き合う｣
7/ 4 地区英語ストーリーコンテスト
２位：１年 中村ヒューバー海
7/ 5 第 1 回親子美化作業(3 年生参加)
7/ 5 地区総体等生徒慰労会(父母教師会主催)
7/7 三町村合同中学校フォーラム(北中城村)
7/ 9 午後より翌日まで台風 9 号による臨時休校
7/10 校内意見発表会
最優秀賞：金城希安奈(3 年)｢今も続く差別｣
伊波孝浩(3 年)｢なぜ自分と違う人を否定するのか｣
仲村渠和哉(1 年)｢僕が考える平和とは｣
7/11 夏季中学校陸上競技大会
7/12 第 57 回 沖縄県中学校水泳競技大会
女子 50 ｍ自由形 ３位 比嘉彩葉(２年)
7/14 沖縄県中学校英語ストーリーコンテスト

優秀賞（２位）中村ヒューバー海（１年）
7/17 １学期終業式
7/19 ～ 24 沖縄県中学校総合体育大会
7/21 家庭訪問（～ 8/3）
7/21 県歯･口の健康に関する図画･ﾎﾟｽﾀｰｺﾝｸｰﾙ
入選 3 年 上間彩加､玉那覇りおん､徳峯あさひ
7/24 九州吹奏楽コンクール沖縄支部予選
＜金賞＞※３年連続
7/23 村地域教育懇談会（～ 24 日）
7/31 三町村教育講演会（西原町）
7/31 ～ 8/2 新地町交流訪問 教諭(徳元みどり)
生徒(玉山心、宮城千咲）卒業生(新里航平）

8/2 中頭地区南ブロック中学校軟式野球大会
優勝
8/3 ～ 6 北方領土青少年視察支援事業(根室市)
3 年：喜屋武由菜、山入端里紗
8/ 5 葛巻町交流団来校
8/ 7 長崎平和学習の旅 2 年:比嘉柊太郎､
喜納雄大､古堅弥香子､渡真利きりえ参加
8/11 第 45 回九州中学校ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技大会
男子バスケットボール部派遣
8/13 生徒会リーダー研修会（校内実施）
8/1 沖縄ポッカ杯第 12 回全沖縄ｼﾞｭﾆｱﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会
３位
ベスト５ 喜納秀雅
8/17 第 25 回 児童･生徒平和ﾒｯｾｰｼﾞ展
図画部門 優秀賞 金城にこ(2 年)
8/24 第 13 回九州ソフトテニス選抜研修大会
個人の部県代表 2 年 古堅弥香子･比嘉毬乃ﾍﾟｱ
8/24 ２学期始業式
8/26･27 実力テスト
9/ 1 学習指導支援員:島袋七海先生赴任
9/ 2 第 29 回 中頭地区少年の主張大会
優良賞：伊波孝浩(3 年)
9/ 6 第２回親子美化作業(2 年参加)
9/ 6 第 8 回Ｕ－ 15 ボクシング全国大会
２位 金城新樹（３年）
9/12 第 5 回吹奏楽部定期演奏会(沖縄市民会館)
9/20 第 30 回 体育祭
テーマ『笑顔満開 仲間の WA 北中魂！
あ

たか

熱っ 闘 いんだから！！』
1･2 年全男：組体操
1･2 年全女：創作ダンス
3 年全：エイサー（仲順エイサー）
9/27 第 47 回 九州ジュニア水泳競技大会
女子 50 ｍ･100 ｍ自由形 ２位 比嘉彩葉(２年)
10/1 第 42 回中頭地区陸上競技大会
(男子４位､女子 6 位､総合４位､応援団賞)
共通男子砲丸投 １位 仲嶺凌汰
２年男子 100 ｍ １位 三宅翔ﾘｰﾃﾞｨﾛｰﾁ

２年男子 1500 ｍ １位 比屋定彪冴
２年男子 400 ｍリレー １位
仲宗根尚丸、 喜納秀雅、八籐後廣斗、
比嘉大智、比嘉真大、三宅翔ﾘｰﾃﾞｨﾛｰﾁ
１年女子走幅跳 １位 下地由香
共通男子 1500 ｍ ２位 上原祐輝
共通男子走高跳 ２位 本村桃太郎
共通女子砲丸投 ２位 仲村涼奈
共通男子 110 ｍＨ ３位 仲田泰知
共通男子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ ３位 比嘉海人
２年男子走高跳 ３位 比嘉大智
共通女子 100 ｍ ３位 伊集杏莉
共通女子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ ４位 宮城鈴菜
共通女子 800 ｍ ５位 大城青空
共通男子 200 ｍ ７位 比嘉海人
共通男子 400 ｍ ７位 宮城海広
共通男子 800 ｍ ８位 比嘉祐崇
共通女子 200 ｍ ８位 伊集杏莉
10/12 高円宮杯第 67 回全日本中学校英語弁論大会
中頭地区大会 ２位 玉山 心(３年)
10/14 第１回学校評議員・評価者委員会
10/17 第 57 回沖縄県中学校秋季陸上競技大会
出場 共通男子 砲丸投げ 仲嶺凌汰(3 年)
２年男子 １００Ｍ 三宅翔ﾘｰﾃﾞｨﾛｰﾁ
２年男子１５００Ｍ 比屋定彪冴
２年男子４００Ｍリレー （仲宗根尚丸、
喜納秀雅、八籐後廣斗、三宅翔ﾘｰﾃﾞｨﾛｰﾁ）

１年女子 走り幅跳び 下地由香
10/17 第 10 回新報学校新聞コンクール
<金賞>1 年：宮城想子
<銅賞>1 年：3 名、２年：９名
10/18 第 23 回宜野湾地区少年健全育成野球大会
優勝
10/20 進路説明会（3 年）
10/24 男子第 39 回･女子第 29 回地区駅伝大会
男子１２位
女子１９位
10/29 校内合唱コンクール（沖縄市民会館）
ことば

テーマ『奏でよう 北中ハーモニー 歌詞に想い
をのせて 君の笑顔と共に』 (３年２組･他)
金賞：3 年 3 組､ 2 年 1 組、1 年 2 組
銀賞：3 年 4 組、2 年 2 組、1 年 3 組
銅賞：3 年 5 組、2 年 4 組、1 年 1 組
<指揮者賞>1 年:中込こまち､ 2 年:久保田佑
3 年:本村桃太郞
<伴奏者賞>1 年:宮城愛華､ 2 年:渡真利きりえ
3 年:宮城 葵
10/29 芸術鑑賞会（沖縄市民会館）
フルール サキソフォン アンサンブル
10/29 第 63 回全琉小中高校図画作文書道ｺﾝｸｰﾙ

<図画の部>
優秀賞：渡久地珠侑(3 年)
優良賞：喜屋武柊花、松本晴子(１年)
<書道の部>
優秀賞：２年 島田佳奈 １年 比嘉華乃
優良賞：３年 伊集杏莉、町田陽和
２年 金城にこ
１年 外間 虹、金城尋成、
濱川真那津、宮城 歩
10/30 北中城村学推協授業研究会(北中城小学校)
11/4 「私たちの文化財」図画作品表彰式
入選 １年 與那覇叶夢
11/6 校内研修「第２回授業研究会」
授業者 伊波さゆり･仲地文音(英語 2 年 2 組)
11/10 第 26 回中頭地区中学校意見発表大会
最優秀賞 仲村渠和哉(1 年)
優良賞
金城希安奈(3 年)
11/10 県立ろう学校交流学習(来校)
11/10 修学旅行説明会
11/14 第 21 回中頭地区中学校総合文化祭
英語ｽﾄｰﾘｰ発表 中村ヒューバー海(1 年)
国語･社会･家庭科･特支学級出品
三線合奏 参加 10 名 ※ 1 学年見学
11/20 中頭地区第１ブロック音楽発表会
学校代表 学級合唱 3 年 3 組、2 年 1 組
11/26 校内ハローワーク(1 学年)
講師 5 名(各クラス）による職業講話
11/27 第 1 回「北中城村芸能まつり」
演目：喜舎場｢獅子舞･棒術｣､伝説劇｢仲順流り｣
島袋｢赤木名節｣､｢熱田フェーヌシマ｣
荻堂･大城｢御知行(うちじょー)｣
※地域指導により 1 年生出演､全生徒見学
11/ 28 第８回中頭地区秋季ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会
男子 優勝
ベスト５(仲田泰利、三宅翔ﾘｰﾃﾞｨﾛｰﾁ)
12/1 エイズ特設授業（全校生徒：於体育館）
12/1 県教育庁学力向上推進室学校支援訪問
12/4 第 48 回中頭地区中学校音楽発表会
ブロック代表 学級合唱 ２年１組
12/5 第 52 回読書感想文･感想画中部地区ｺﾝｸｰﾙ
<感想文>優秀賞 ３年 後藤依奈
<感想画>優秀賞 １年 喜屋武柊花、宜保璃里花
２年 島田佳奈
12/5 第 35 回全国中学生人権作文ｺﾝﾃｽﾄ沖縄県大会
優良賞：後藤依奈(3 年)
12/5 第 35 回中頭地区新人ソフトテニス大会
男子 団体 優勝
個人の部 優勝（２年 大城寿喜･金城航太）
３位（２年 津波古歩夢・前里琉亜）

女子 団体 ３位
個人の部 ４位（日高杏瑞・與儀千紗姫）
12/6 第 59 回中頭地区中体連新人軟式野球大会
３位
12/9 第 14 回村英語ストーリーコンテスト
最優秀賞 １年 松本晴子
優秀賞 １年 平田心愛、２年 伊佐穂乃香
12/11 生徒会役員改選
新会長：比嘉柊太郎(2 年)
副会長:饒辺大陽(2 年)､松本りえ(2 年)
書記:仲門那月(2 年)､会計:比嘉琉葵(2 年)
12/13 第 21 回沖縄県中学校総合文化祭
12/14 避難訓練（地震・津波）
12/14 ｼｮｰﾗｲﾝ･ｺﾐｭﾆﾃｨｰ･ｶﾚｯｼﾞ学長来校
12/19 第 40 回県吹奏楽アンサンブルコンテスト
木管七重奏 金賞
(比嘉陽名多、坂中詩音、比嘉菜月、砂川真凜、
仲松歩乃佳、喜納鈴花、庄司実桜）
木管八重奏 金賞
(前川美亜里、新垣凜、城間美波、安村亜衣音、
本田美優羽、宇座舞華、外間虹、宮城愛華）
12/25 ２学期終業式
12/29 第 50 回県新人ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会
男子 優勝
(平成28年)
1/ 6 ３学期始業式
1/ 8 ３学年末テスト(12･13 日)
1/11 新春全沖縄学級合唱発表会
１年２組（学校代表）
1/16 第 49 回県中学生新人ソフトボール大会
女子 ベスト４ ※九州近県ソフトボール大会出場
1/17 北中城村新春書き初め大会(島袋小学校)
<金賞>3 年:安和一輝
<銀賞>2 年:豊原貴之
1/19 生徒会役員引継ぎ式
1/20 第 2 回学校評議員・評価者委員会
1/21 平成 28 年度新入生入学説明会
1/23 第 38 回中頭地区中体連新人柔道大会
男子団体 ３位
男子個人 55 ㎏以下級 優勝 玉榮温佳(２年)
〃
３位 安座間響生(２年)
60 ㎏以下級 ３位 瑞慶山朔輝(２年)
66 ㎏以下級 ３位 仲泊勇之介(２年)
73 ㎏以下級 ３位 比嘉夢輝（２年）
〃
３位 山田大元（２年）
1/25 ～ 28 修学旅行(2 年)長崎･熊本･大分･福岡
1/27 お別れバイキング給食(3 年)
1/28 県立高校推薦合格発表

1/28 進路相談(3 年）～ 29 日
1/30 第 42 回中頭地区新人ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会
男子 優勝
ベスト５（喜納秀雅、高安寿弥）
1/30 第 46 回公益財団法人日本少年野球春季沖縄県大会
優勝 北谷ボーイズ
2/7 第 23 回県選抜優勝ﾊﾞｽｹｯﾄｯﾄﾎﾞｰﾙ大会
男子 準優勝（九州春季大会出場）
2/10 授業参観・学校成果報告会
2/10 北中城村「教育の日」学校教育表彰
＜芸術部門＞ 吹奏楽部
＜スポーツ部門＞
伊集杏莉（女子ソフトボール部）
男子バスケット部
＜学習・善行部門＞ 後藤依奈、玉山 心
＜教育実践部門＞ 前原真弓・伊波豊(教諭)
＜学校支援部門＞
比嘉紀篤(男子バスケットボール部コーチ)
2/ 12･15 県立高校一般入学志願書提出
2/14 第 12 回県少年少女レスリング選手権大会
中学生男子の部 55 ㎏級 優勝 仲泊勇之介(2 年)
〃 ２位 仲泊将太郎(1 年)
2/16 ～ 18 １･２年学年末テスト
2/17･18 ３学年入試模擬テスト
2/25 ～ 26 県学力到達度調査
１年（数）、2 年（国・社・数・理・英）
2/28 第３回親子美化作業(1 年参加)
3/ 3 第 3 回学校評議員・評価者委員会
3/ 5 中頭地区吹奏楽祭
3/ 6 第 36 回全九州ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ春季選手権大会
男子 ３位
3/9･10 県立高校一般入試
3/12 第 68 回卒業式
テーマ「あるれる感謝と希望を胸に
今つき進め ６８期それぞれの未来へ｣
3/16 県立高校入試合格発表
3/19･20 第 14 回九州ｼﾞｭﾆｱｵｰﾙｽﾀｰ交歓熊本大会
県代表派遣(2 年:喜納秀雅､三宅翔ﾘｰﾃﾞｨﾛｰﾁ)
3/24 修了式・離任式
3/25 ～ 28 ＪＯＣｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｯｸｶｯﾌﾟ都道府県対
抗ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ広島大会(県代表派遣 2 年:比嘉らら)
3/28 県立高校２次募集合格発表
3/28 ～ 30 第 29 回都道府県対抗ｼﾞｭﾆｱｱｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ
大会 県代表派遣(2 年:喜納秀雅､三宅翔ﾘｰﾃﾞｨﾛｰﾁ)
平成２８年度(２０１６年)
4/4 村辞令交付式（照喜名朝盛他２１名赴任）
4/6 就任式
4/7 始業式・入学式・学級開き

4/ 8 生徒会入会式
4/ 13 ～ 4/15 身体測定
4/ 13 専門委員会結成会
4/ 15 部活動結成式
4/19 全国学力・学習状況調査（３年：国・数・理）
4/ 25 ～ 4/28 三者面談
4/ 24 第 49 回春季中学生ソフトボール大会
三位：女子ソフトボール部
4/29 中頭地区南ブロックバスケット春季大会
男子：準優勝
4/30 母の日ありがとう コンサート （吹奏楽部）
5/ 2 プール管理人（比嘉紀篤）赴任
5/ 13 校内研修「第１回授業研究会」
授業者 松浦雅子 （国語、３年２組）
5/14 第３６回中頭地区中体連新人相撲大会
男子：団体（代表の部）３位
（仲泊勇之介、比嘉夢輝、山田大元）
男子：団体（低学年の部）３位
（饒辺奏樹、山田亘、仲泊将太郎）
男子：個人（ １年の部 ） 準優勝 （山田亘）
３位（安座間柚貴、當間葵）
男子：個人 （２年の部） 優勝（仲泊将太郎）
5/15 日曜授業参観・講演会・父母教師会総会
5/ 18 ～ 5/19
中間テスト
5 /21 沖縄県中学校陸上競技選手権大会
１年女子：８００ M ３位（大城裕里瑠）
1 年女子：走り幅跳３位（真栄喜楓鈴）
5/24 ｿｰｼｬﾙｽｷﾙ・ｉﾁｪｯｸ検査
5/27 生徒会総会
6/2 村教育委員会学校計画訪問
6/3 第４３回中頭地区中学校総合体育大会
ソフトテニス：男子団体優勝、女子団体三位
個人三位：男子（津波古歩夢、仲宗根海斗）
女子（日高杏瑞、與儀千沙姫）
優勝：軟式野球、男子バスケットボール３位
柔道個人（５５ｋｇ級：三位・安座間響）
（６０ｋｇ級：一位・玉榮温佳
三位・仲泊将太郎、）
（７０ｋｇ級：三位・山田大元）
ソフトボール女子３位
6/ 9 三学年「赤ちゃん抱っこ体験」
6/10 三学年「思春期講演会」
6/12 県吹奏楽祭
6/14 二学年「職場体験講習会」
6/16 県学校支援訪問
6/17 期末テスト（21・22 日）
6/24 校内意見発表会
最優秀賞：（２年）庄司実桜
（３年）安里勇真、唐真希

6/25 第６２回全日本中学校通信陸上競技大
会（沖縄大会）
１年女子：１５００ M １位（大城裕里瑠）
１年女子：100M（八位）村吉優奈
6/26 中頭地区南ブロック夏季新人バスケッ
トボール大会：男子（準優勝）
6/ 28 二学年「職場体験学習」（～ 30 日）
6/30 平成 28 年度水難事故防止ポスター及び標
語（標語の部）優秀賞：島袋香穂（1 年）
7/ 1 社会見学
1 年：佐喜真美術館及び中部戦跡巡り
３年：平和祈念公園等南部戦跡巡り
7/1 青少年健全育成村民大会（村中央公民館）
意見発表中学生代表：後藤亜和
7/2 村子ども議会議員任命式（12 名）
7/3 第 2 回九州小中学生ライフル射撃競技選手
権大会 第一位：玉栄藍人
7/8 校内陸上競技大会
7/10 第 58 回沖縄県中学校水泳競技大会
女子 100M 背泳ぎ 第三位：比嘉彩葉
女子 50M 自由形 第四位：比嘉彩葉
7/10 第 36 回沖縄県夏季中学校陸上競技大会
1 年女子 800M 第三位：大城 裕里瑠
第 51 回県中学校ソフトボール大会出場
女子ソフトボール部
7/15 実用英語技能検定上位合格者
2 級：三宅翔リーディローチ
オルセンアミリア
ワード美波アレクスイス
準 2 級：大城野乃花、前川美亜里
古堅弥香子、玉城悠里
金城にこ、與儀千紗姫
7/17 第 31 回沖縄県自転車競技選手権大会
第 27 回屋我地サイクルロードレース大会
ジュニアの部 第三位：佐藤 光
7/18 海の絵画コンクール
銅賞：金城にこ（３年）
7/20 １学期終業式
7/22 ～ 26 日沖縄県中学校総合体育大会
7/24 第 58 回沖縄県中学校バスケットボール競
技大会 優勝：男子バスケットボール
第 374 回珠算検定試験十段合格
平成 28 年度全九州珠算選手権大会出場
３年：城間 玲音
7/25 第 53 回中学生海の絵画コンクール
銅賞：金城にこ（3 年）
7/26 第 61 回九州吹奏楽コンクール沖縄支部予
選 金賞４年連続（沖縄県代表権獲得）
7/27 村地域教育懇談会（～２８日）

7/29 三町村教育講演会（中城村吉の浦会館）
7/31 第６回夏季総合水泳競技大会
女子 50M 自由形 一位：比嘉 彩葉
女子 100M 背泳ぎ 一位：比嘉 彩葉
8/2 リーダー研修（石川少年自然の家）～３日
8/7 第 46 回九州中学校ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技大会
男子バスケットボール部派遣（福岡県）
ベスト８まで進出
長崎平和学習の旅
２年：小林魁、仲村渠和哉
米須友香、佐渡山遥（以上４名）
8/14 第 48 回九州ジュニア水泳競技大会沖縄予選
女子 50M 背泳ぎ 三位：比嘉 彩葉
女子 200M リレー 三位：比嘉 彩葉
8/19 第 28 回中頭地区中学校競技力向上
ソフトテニス大会
女子 1 年団体：優勝
女子 1 年個人
優 勝（島袋未悠・大城奈々）
準優勝（山内梨彩子・比嘉藍袈）
三 位（大城美空・日高涼)
8/20 第 61 回九州吹奏楽コンクール（銀賞）
8/25 ２学期始業式
8/28 第 47 回全沖縄ジュニア陸上競技選手権大会
男子少年Ａ 200 Ｍ二位三宅翔リーディローチ
女子少年Ｃ 800M 三位 大城裕里瑠
8/29 ～ 30 実力テスト
9/6 第 31 回中頭地区初年の主張大会
優良賞：庄司 実桜（2 年）
9/14 沖縄県愛鳥週間ポスターコンクール
中学の部 優秀賞：島田佳奈（3 年）
ＪＡおきなわ書道・交通安全ポスターコン
クール
【半紙の部】
優秀賞：金城咲穂（１年）濱川真那津
（２年）比嘉毬乃（３年）
優良賞：安里涼、山内海人（１年）
大城夢空（２年）金城にこ
島田佳奈（３年
佳作：中村咲涼、知念永留、村吉優奈
玉那覇琴美、比嘉高之祐、宇座舞華
平田凜花、與那嶺杏音、名幸佑月
【条幅の部】
優秀賞：金城咲穂（１年）
宇座舞華（２年）
島田佳奈（３年）
優良賞：城間ありさ、比嘉木夏（１年）
外間虹、外間虹（２年）
比嘉毬乃、金城にこ（３年）

佳作：上原美音、與那嶺萌音、山内海人
宮城想子、大城夢空、堀内利宣
平田凜花、金城桃子、伊佐穂乃香
【ポスターの部】
優秀賞：金城平和（１年）
野原菜生（３年）
9/17 第 6 回吹奏楽部定期演奏会（沖縄市民会館）
9/23 第 43 回中頭地区陸上競技大会
（男子一位、女子四位、総合三位）
男子の部
共通 200M、一位 三宅翔リーディローチ
共通 100M、二位 三宅翔リーディローチ
共通走り幅跳、一位 喜納 秀雅
共通 400M、二位 比嘉 真大
共通ジャベリックスロー
一位 比嘉 真大
共通走り高跳、三位 仲田 泰利
共通 800M、三位 比嘉 一誠
２年 100M、二位 奥平 輝
１年走り幅跳 三位 喜友名 朝士
共通砲丸投 五位 西銘謙
1 年 1500M 五位 島 琉希
共通 3,000M 六位 大城彩聖
共通 110MH 六位 比嘉大智
共通 1,500M 八位 比屋定彪冴
共通 400MR、二位
三宅翔リーディローチ、仲宗根尚丸
八藤後廣斗、喜納秀雅、比嘉真大
比嘉大智
2 年 400MR 七位
奥平輝、金城亘太、伊集隆斗、下地拓槙
砂川琉勇、普天間太陽、
女子の部
共通 200M、二位 比嘉 らら
共通 800M、二位 大城 裕里瑠
共通 1500M、三位 大城 裕里瑠
２年走り高跳、一位 下地 由香
1 年 100M 二位 村吉優奈
共通 100M 四位 比嘉らら
1 年走り幅跳 六位 比嘉みづ穂
共通走り幅跳 七位 大城野乃花
2 年 100M 七位 下地由香
共通砲丸投 八位 桃原歩夏
１年 400MR、二位
村吉優奈、新里保乃夏、比嘉みづ穂
喜納日菜妃
2 年 400MR 八位
下地由香、池原優梨、高江洲祭
合田香南、米須友香、

9/20 校内合唱コンクール（沖縄市民会館）
テーマ『北中声で創ろう！心の歌声で最高
の合笑』
金賞：3 年 3 組、2 年 3 組、1 年 1 組
銀賞：3 年 1 組、2 年 4 組、1 年 5 組
銅賞：3 年 2 組、2 年 2 組、1 年 2 組
〈指揮者賞〉
1 年：瀬底 蘭
2 年：砂川 連
3 年：喜納 雄大
〈伴奏者賞〉
1 年：金城 咲穂
2 年：宮城 愛華
3 年：比嘉 菜月
芸術鑑賞会（沖縄市民会館）
9/25 第 37 回沖縄県小中学校柔道選手権大会
男子６６ｋｇ級 三位 瑞慶山 朔輝
10/8 第 47 回名嘉杯争奪ソフトテニス大会
２年男子団体：準優勝
１年男子団体：準優勝
１年女子団体：三位
第 11 回琉球新報学校新聞コンクール
第 18 回県中学校社会科新聞コンクール
金賞：村吉優奈、瀬底蘭
銀賞：安里紘、日高涼、大城裕里瑠
仲松琴花、比嘉アイリ、宜保璃里花
銅賞：大城共世、又吉真悟、宮城想子
比嘉紅葉
10/9 第 56 回沖縄県児童生徒科学賞作品展
優秀賞「棚田の保水力向上の為の研究」
２年：後藤亜和：銅賞（１年）後藤麻衣
10/13 平成２８年度少年の深夜徘徊防止ポスター
優秀賞：金城 にこ
10/15 第 58 回沖縄県中学校陸上競技大会
男子共通 200M、一位

三宅翔リーディローチ

女子 2 年走り高跳び、二位
男子共通走り幅跳出場

下地由香

喜納秀雅

北中城村長杯小中学生沖縄角力大会
優勝
比嘉真大、西銘謙、親川卓未
準優勝
大城寿喜、瑞慶山朔輝、仲泊勇之助
三位
榮門晟太郎、益山拓也、山田大元
上門瞬斗、當間葵、山田亘
10/16 第１回親子美化作業（二学年）
10/22 ～ 10/24 第 5 回ＦＩＢＡアジアＵー 16
男子バスケットボール選手権大会
第１回選考合宿参加

三宅翔リーディローチ【3 年】
10/30 平成 28 年度「文化祭」
テーマ「煌めく姿を今、魅せよう！輝け北中
生 WE LOVE 北 中 城 CULTURE」
第１回学校評議員・評価者委員会
10/31 第 64 回全流小・中・高校図画・作文・
書道コンクール
絵画の部
最優秀賞：喜納陽一（1 年）
優良賞 ：池原里奈（1 年）
佳 作 ：辺土名奏位（1 年）
後藤亜和、又吉真論（2 年）
金城桃子（3 年）
11/1 北中城村学推協授業研究会（島袋小）
11/3 第 15 回「おきなわの観光」絵画コンクール
佳作：中地珠李果（1 年）
11/6 男子 40 回・女子 30 回地区駅伝大会
男子１４位
女子２２位
区間賞二位：大城彩聖
11/8 修学旅行説明会
第 27 回中頭地区意見発表大会
男子：安里 勇真（3 年）県大会出場
女子：唐真 希（3 年）
11/19 第 22 回中頭地区中学校総合文化祭
三線合同演奏、ダンス、展示作品
国語、理科、家庭科、特別支援学級等
11/25 「北方領土と沖縄」作文コンクール
会長賞：瀬底 蘭（1 年）
11/25 沖縄県退職校長会善行児童生徒表彰
伊佐泰一、安里一希（3 年）
11/28 中頭地区第１ブロック音楽発表会
3 年 1 組、3 年 3 組、2 年 3 組出場
（3 年 1 組、3 年 3 組中頭地区大会出場）
12/2 中頭地区音楽発表会
3 年 1 組、3 年 3 組出場
金賞：3 年 3 組（県大会出場）
性に関する教育講演会（体育館にて）
12/8 第 15 回北中城村英語ストーリーコンテスト
最優秀賞：久保田 佑（3 年）
優秀賞 ：豊村 瑠杏（2 年）
12/9 生徒会役員改選
新会長：後藤亜和（２年）
副会長：安里尚、冨里琉介（２年）
書記：大城安可利、会計：大城綾聖
12/11 第 22 回沖縄県中学校総合文化祭
12/11 第 36 回中頭地区中体連新人
ソフトテニス大会
男子代表の部 団体：優勝
男子 1 年の部 団体：準優勝

男子代表の部 個人戦：三位
下條綾安・宮城皓也 組
男子 1 年の部 個人戦：準優勝
宜保智輝・仲本瞬 組
女子１年の部 団体：準優勝
女子１年の部 個人戦：三位
伊佐美紅・大城美空 組
12/17 第 41 回県吹奏楽アンサンブルコンテスト
金管八重奏：銀賞（新垣凜、城間美波、
安里希咲、知名彩乃、新垣夏洋、
宇座舞華、外間虹、宮城愛華）
クラリネット八重奏：金賞
（砂川真凜、安里俊亮、大城夢空、
伊佐絵梨花、新垣夢見、喜屋武夕華、
庄司実桜、仲宗根香晴）
12/18 第２回親子美化作業（三学年）
12/22 ２学期終業式
12/26 第 63 回全沖縄学校音楽発表会
金賞 学級合唱：3 年 3 組
【第 62 回全流音楽祭へ推薦】

(平成29年)
1/6 ３学期始業式
1/9 第 36 回新春全沖縄学級合唱発表会
ハートフルクラス賞：1 年 1 組
1/10 ～ 13 岩手県葛巻町交流訪問研修
校長他生徒 12 名参加（岩手県へ）
1/14 第 30 回北中城村新春書き初め大会
金賞
城間ありさ、豊原貴之、與那嶺杏音
銀賞
眞榮喜楓鈴、高井ひかり、伊佐遥花
銅賞
山内梨彩子、多和田茉胤、仲間華、
城間彩花
1/15 第 40 回県男子中学生新人ソフトボール大会
準優勝：男子ソフトボール部（九州大会へ）
優秀選手賞：玉城 竜
打 撃 賞 ：金城 尋成
1/17 生徒会役員引継ぎ式
1/19 平成 29 年度新入生入学説明会
1/21 第 39 回中頭地区中学校体育連盟
新人柔道大会
団体 男子：三位
個人男子：７３ｋｇ級 三位 山田 亘
1/27 県立高校推薦合格発表
1/28 第 62 回全流音楽祭（中学校の部）
対馬丸平和杯受賞：3 年 3 組

1/31 ～ 2/3 修学旅行（２年）九州 4 県へ
2/1 お別れバイキング給食（3 年）
第 39 回沖縄青少年科学作品展
環境部門：奨励賞：後藤亜和（２年）
2/4 沖縄一周市郡対抗駅伝競走大会
中頭郡中学校女子代表：大城裕里瑠【１年】
2/4 ～ 5 第 42 回沖縄県吹奏楽ソロコンテスト
トランペットソロ金賞：新垣凜（２年）
マリンバソロ金賞：比嘉一華（２年）
2/8 ～ 9 県立高校一般入学志願書提出
2/10 ～ 14 １・２年学年末テスト
３学年入試模擬テスト
2/12 第５５回全沖縄児童生徒書き初め展
金賞（６名）
金城咲穂、比嘉木夏、上原美音、安里涼
城間ありさ、中村真尋
銀賞（６名）
比嘉藍袈、山内海人、知念永留、比嘉華乃
真栄喜楓鈴、島田佳奈
銅賞（１９名）
山内梨彩子、與那嶺萌音、渡邊穂乃
中村咲涼、濱川真那津、比嘉高之祐
比嘉アイリ、大城夢空、喜納彩花
金城千成、金城尋成、玉那覇琴美
外間虹、宇座舞華、饒辺大陽、金城にこ
比嘉毬、大城涼華、伊佐穂乃香
2/16 北中城村「教育の日」学校教育表彰
〈芸術部門〉吹奏学部、３年３組
〈スポーツ部門〉男子バスケット部
〈学習・善行部門〉伊佐泰一、安里一希
〈教育実践部門〉狩俣英樹、松田光
2/17 授業参観・学校成果報告会
2/23 ～ 24 県学力到達度調査
１年（数）２年（国・社・数・理・英）
2/25 中頭地区吹奏楽祭
北方領土に関する全国スピーチコンテスト
内閣府特命担当大臣賞
瀬底 蘭【１年】
2/26 第３回親子美化作業（１年）
3/8 ～ 9 県立高校一般入試
3/11 第６９回卒業式
テーマ「実現、未来に輝け６９期生
新たな扉を今ひらこう」
3/15 県立高校入学合格発表
3/18 ～ 19 第 27 回全九州中学生男女選抜
ソフトボール大会出場
【男子ソフトボール部】
3/24 修了式・離任式
3/24 ～ 28 ＪＯＣｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｯｸｶｯﾌﾟ都道府県対

抗ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会（女子：東京・男子：岡山）
女子県代表派遣 2 年
玉那覇琴美、安里和叶、古堅菜奈未
男子県代表派遣 2 年
金城千成、金城尋成
3/27 県立高校２次募集合格発表

