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北山高等学校設立認可、赤嶺康成氏 初代校長に任命される
今帰仁村議会、区長合同協議会にて敷地および設立及び予算可決、敷地6,300坪、工事総額267,560円、
労務費一切今帰仁村民負担
田井等高等学校より分離、生徒数147名（男子94名、女子53名）、教員8名、書記1名
崎山区事務所を仮校舎として開校式挙行
校舎落成並びに祝賀運動会
第１回卒業証書授与式 卒業生48名（男子31名、女子17名）
第１回入学式 入学者98名（男子63名、女子35名）
全島高校陸上競技大会 第３位
田港朝明教頭 第２代目校長に栄進
同窓会結成
全島高校陸上競技大会 女子優勝 男子３位
北山高等学校連盟区委員会結成
国民体育大会（仙台）陸上競技 走高跳（運天政成）２位（1m80）
高体連主催第１回全島高校陸上競技大会 男女チーム共優勝
高体連主催第１回全島高校駅伝大会 優勝
第４回全国高校駅伝大会（大阪）沖縄代表として出場
５周年記念図書館竣工並びに祝賀会
高体連主催第２回全島高校球技大会 排球女子優勝
第５回全国高校駅伝大会（大阪）沖縄県代表として出場
高体連主催第３回全島高校球技大会 排球女子優勝
全国高等学校総合体育大会 陸上競技 走高跳（金城幸明）４位（1m79）
同窓会寄贈校門竣工
野崎真宜氏 第３代校長就任
高体連主催第５回全島高校球技大会 排球女子優勝、卓球女子優勝
高体連主催第６回全島高校球技大会 籠球女子優勝
校旗樹立式（第11期生寄贈）
第３回高校バレーボール選手権大会 女子優勝
政府移管され政府立北山高等学校となる
有銘興昭氏 第４代校長就任
第13回入学式 入学者134名（普通科64名、職業科36名、家政科35名）
（職業科、家政科を新しく設置）
第７回高校新人バレーボール大会 女子優勝
安谷屋謙氏 第５代校長就任
第16回卒業証書授与式 卒業生135名（普通科64名、職業科36名、家政科35名）
（職業科、家政科共第１期生）
全沖縄高等学校家庭クラブ連盟研究発表会 最優秀賞
全国高等学校家庭クラブ大会（京都）沖縄代表として参加
川平恵正氏 第６代校長就任
創立15周年記念事業、運動場落成式並びに祝賀体育祭挙行
校門碑工事竣工
全沖縄高校英語弁論大会（照屋全弘）３位（琉球大学長賞）
全沖縄家庭クラブ研究発表（玉城静江）優秀賞（琉球大学長賞）
全国高等学校総合体育大会 陸上競技（真部清秀） 三段跳 沖縄代表として出場
第10回沖縄学生科学賞作品展 生物クラブ 最優秀賞受賞
宇久田全廣氏 第７代校長就任
国吉真洋氏 第８代校長就任
本土復帰により沖縄県立北山高等学校となる
全国高等学校総合体育大会 陸上競技（喜納菊子）砲丸投 沖縄代表として出場
九州地区高校商業実務競技（長崎）大会 和文タイプの部 沖縄代表として出場
職員住宅（仲宗根寮）竣工
創立第25周年記念式典（体育館落成式）挙行
家政科ビル竣工
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玉城仁得氏 第９代校長就任
全沖縄県高校商業実務競技大会 和文団体準優勝、和文の部で個人優勝
九州地区高校実務競技（佐賀）大会 （和文タイプの部）参加
全沖縄高校音楽コンテスト ギターの部 金賞・銅賞受賞
県高等学校総合体育大会 陸上競技 走巾跳（上間悟）１位
全国高校総体陸上競技南九州地区予選大会 県代表として３名派遣
九州地区陸上競技大会（上間悟、大城康則）県代表として出場
管理棟ビル竣工
県高等学校総合体育大会 陸上競技 棒高跳（大城康則）１位
全国高校総体陸上競技南九州地区予選大会 県代表として６名派遣
全九州高校総体陸上競技大会 県代表として４名派遣
又吉慶次氏 第10代校長就任
県高等学校総合体育大会 陸上競技 棒高跳（大城康則）１位、100mＨ（与那嶺理世）１位
全国高校総体陸上競技南九州地区予選大会 県代表として10名派遣
全九州高校総体陸上競技大会 県代表として２名派遣
大城康則 棒高跳（4m45）県高新で優勝
県高校新人軟式庭球大会 女子団体優勝・個人優勝、男子準優勝
軟式庭球九州大会 県代表として男子３名、女子８名派遣
寄宿舎（620㎡）竣工
第31回入学式 入学者236名（普通科146名、商業科90名）（家政科生徒募集停止）
県高等学校総合体育大会 陸上競技 男子400m、やり投 １位入賞
軟式庭球 団体女子優勝
ＰＴＡ新聞創刊号発行
全国高等学校総合体育大会 軟式庭球女子団体県代表として出場
秋季陸上競技大会 男子３位、女子３位、総合２位
男子走巾跳、女子100m１位入賞
管理棟に普通教室４、図書館増築竣工
水泳プール、柔剣道場竣工
県高等学校総合体育大会 陸上競技 女子２位
〃
軟式庭球 男子団体優勝
〃
軟式庭球 女子団体優勝
〃
軟式庭球 男子個人優勝
全国高等総体陸上競技南九州地区予選大会 県代表として12名派遣
全九州学校対抗高校生軟式庭球大会 女子団体準優勝
全国高等学校総合体育大会 軟式庭球選手権大会 県代表として16名派遣
男子団体 ベスト８
４位入賞
全九州高校総体陸上競技大会 県代表として８名を派遣
秋季陸上競技大会 女子２位
高校新人陸上競技大会 女子２位
第33回卒業証書授与式 卒業者221名（普通科121名、商業科76名、家政科24名）（家政科廃科）
照屋寛哲氏 第11代校長就任
第31回沖縄陸上選手権大会 女子400m（比嘉昭子）１位（県タイ）、女子800m（同）１位
県高等学校総合体育大会 陸上競技 女子２位
〃
軟式庭球 個人男子優勝（沢・西島組）
全国高校総体陸上競技南九州地区予選大会（宮崎）県代表として12名を派遣
女子400m（比嘉昭子）５位（県高新・県新58″6）入賞
全九州陸上選手権大会（熊本）
女子400m（比嘉昭子）３位（県高新・県新58″5）入賞
全九州高校総体陸上競技大会（佐賀）県代表として７名を派遣
秋季陸上競技大会 女子３位、男子６位、総合４位
女子400m（比嘉昭子）１位、男子1500m障害（中村司）１位（4′27″3県高新）
男子5000m（嘉陽宗真）１位、女子５種目競技（平良真須美）（2,577点 県高新）
県新人軟式庭球大会 男子団体優勝
県高校駅伝大会 優勝（2時間20分35秒 大会新）
全九州高校駅伝大会（福岡）12位（県チーム最高位 2時間14分51秒 県高新）
県高校新人陸上競技大会 女子２位、女子800m（平良真須美）１位（2′24″大会新）
全国高校駅伝大会（京都）30位（県チーム最高位 2時間17分51秒）
第７回全日本高校団体選抜軟式庭球九州地区予選（佐賀）
県代表として男子団体８名を派遣
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57. 1.17 沖縄タイムス駅伝大会 優勝（2時間27分6秒、44.1km、大会新）
2.11 高校写真連盟写真展 金賞（安座間勇二）
5.29 県高等学校総合体育大会 陸上競技 女子総合２位（トラックの部優勝）
〃
軟式庭球 団体男子 優勝
〃
軟式庭球 団体女子 ３位
6.18 全国高校総体陸上競技南九州地区予選（県代表として女子８名、男子１名を派遣）
1500m障害３位（仲村司）県高校新
7.22 全九州高校総合体育大会 軟式庭球団体男子 出場
8. 1 第14回県高校対抗軟式庭球大会 個人戦優勝（津波古淳・小那覇雅樹組）出場
11.10 県高校駅伝大会 優勝（2時間20分28秒）
11.28 九州高校駅伝大会 出場16位（2時間22分28秒）
12. 1 上原直吉氏 第12代校長就任
12.26 全国高校駅伝大会 出場45位（2時間20分09秒）
58. 1. 6 第12回全九州高校軟式庭球大会 個人戦男子（津波古淳・小那覇雅樹組）出場
6. 4 県高等学校総合体育大会 陸上競技 女子総合２位（トラックの部優勝）
10.15 国民体育大会（群馬）出場
陸上競技 女子400m 玉城ちえみ、男子100m 久田浩也、女子1500m 祖堅美和子、女子200m 三輪直美
11.13 県高校駅伝大会（宮古）３位
11.26 創立35周年記念式典並びに祝賀会挙行（中庭校章碑建立）
59. 1.12 沖縄タイムス駅伝大会 ２位
3. 1 第36回卒業証書授与式 卒業生166名（普通科125名、商業科41名）（商業科廃科）
8. 1 全国高等学校総合体育大会 陸上100m（久田浩也）出場
8.25 国民体育大会九州ブロック・ホッケー競技大会（大分）男女チーム出場
59.10.23 国民体育大会（奈良）陸上女子400m（三輪直美）出場
10.27 第２回九州高等学校新人大会
男子100m ４位（久田浩也）10秒7 県高新、女子200m（三輪直美）
60. 3. 1 第37回卒業式 男子：48名 女子：63名 計111名
4. 1 運天政一氏 第13代校長就任
6. 1 県高等学校総合体育大会 陸上競技 女子総合優勝
三輪直美100m・200m・400mR 優勝、久田浩也100m・200m 優勝
6.21 全国高校総体陸上競技南九州地区予選 久田浩也・三輪直美を派遣
7. 1 軟式庭球１年生大会 準優勝（玉城純・嘉陽健）九州大会へ派遣決まる
7.18 マイクロバス購入（ＰＴＡ）
9. 6 全国高校総体ホッケー選手権大会（長崎）男女チーム出場
10.18 国民体育大会 県代表として（久田浩也）出場
10.19 具志堅利江 女子駅伝の県代表として九州へ
10.29 新人陸上南九州大会（水前寺）大城保 県代表として出場
61. 3. 1 第38回卒業式 男子：57名 女子：74名 計131名
6.20 第39回全国高校総体陸上競技南九州地区予選（沖縄市）男子７名、女子７名参加
6.22 全国高校総体ホッケー競技九州地区予選（伊万里市）男女チーム出場
9. 6 国民体育大会（甲斐路）カヌー優勝（宮里由紀子）
9.13 九州各県対抗陸上（佐賀市）具志堅松美 400mへ出場
9.25 カヌー長崎大会 県代表として宮里由紀子、仲村渠進、大城健出場
10.31 副旗寄贈（同窓会より）
12.23 軟式庭球九州大会（長崎市）（嘉陽健・玉城純）出場
62. 3.10 第39回卒業式 男子：42名 女子：68名 計110名
6.20 全国高校総体陸上競技南九州地区予選
円盤（外間直樹）、3000m障害（玉城健司）、400m（具志堅松美）
7.29 全国高校総体ホッケー選手権大会 女子山梨下しベスト８
8.16 全国高校カヌー選手権（京都）仲村渠進、宮里由紀子
9.23 海邦国体夏季大会 カヌー競技 少年男子カヤックペアー（仲村渠進）準優勝
少年女子カヤックペアー（宮里由紀子）４位
10.25 第42回国民体育大会（海邦国体）少年男子ホッケー４位、少年女子ベスト８
11. 3 県高校音楽コンクール 独唱（照屋克也）金賞（伴奏 大城咲）
県高校生物科学展 生物部 最優秀賞
63. 2.13 全国高等学校選抜ホッケー大会九州地区予選 女子優勝 男子３位
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2.14 第14回九州高等学校生徒生物研究発表大会 生物部 受賞
「与那嶺海岸におけるオヤヤドカリ類の生態調査」（上間行哲、仲宗根由英、濱田悟、運天祐子）
3. 8 第40回卒業式 男子：43名 女子：62名 計105名
3.24 全国高等学校選抜ホッケー大会（埼玉県）女子九州地区代表として出場
4. 1 高江洲昌順氏 第14代校長就任
5.31 全国高等総体陸上競技南九州地区予選 やり投げ（嘉陽安彦）派遣
6.17 全国高校総体ホッケー競技九州地区予選（北九州）男女チーム出場
64. 1. 1 新垣清氏 第15代校長就任
平成
1. 2. 4 九州高等学校生徒生物研究発表大会（佐賀）生物部 県代表として出場
3. 1 第41回卒業式 男子：34名 女子：64名 計98名
7.21 九州高等学校総合体育大会（長崎）軟式庭球出場
8. 1 全国高等学校総合体育大会（香川）軟式庭球出場
8. 8 全国高等学校カヌーレーシング大会（山梨）出場
8.20 国民体育大会九州ブロック・ホッケー競技大会（熊本）男女チーム出場
11. 4 県高校生物研究発表会 生物部 優良賞（九州大会派遣決定）
2. 2.18 九州高等学校生徒生物研究発表大会（福岡）生物部 県代表として出場
3. 1 第42回卒業式 男子：29名 女子：54名 計83名
6.15 全国高校総体陸上競技南九州地区予選
全国高校総体ホッケー競技九州地区予選 男女チーム出場
10.10 第27回体育祭
10.27 第36回県高校生物科学展 優良賞
第29回県児童生徒科学作品展 優良賞
12. 8 全日本ビデオコンテスト（朝日新聞主催）放送部 奨励賞「今帰仁のひめゆり」
3. 2.17 九州高等学校生徒生物研究発表大会に県代表として出場
3. 1 第43回卒業式 男子：26名 女子：71名 計97名
6. 7 ＮＨＫ杯全国放送コンテスト沖縄県大会ビデオ部門優秀賞 全国大会出場
7.25 ロックバンド全国大会（東京）で努力賞
8.22 国民体育大会九州ブロックホッケー競技大会男女チーム出場 男子３位
4. 2.17 文部省・県教育委員会指定習熟度別指導（数学・英語）研究発表
3. 1 第44回卒業式 男子：45名 女子：59名 計104名
4. 1 阿波連本昌氏 第16代校長就任
4. 7 第44回入学式 普通科79名 理数科61名 （理数科スタート）
6.11 ＮＨＫ杯全国放送コンテスト県大会優秀賞 全国大会参加
6.20 高校総体ホッケー競技九州地区予選出場 男女とも３位
10.27 校舎改築工事はじまる
11. 4 県児童生徒科学作品展生物部 最優秀賞
11.24 全沖縄読書感想文・感想画優秀賞 ２名
5.3. 1 第45回卒業式 男子：35名 女子：58名 計93名
3.30 新校舎竣工
4. 7 第45回入学式 普通科75名 理数科62名
4.25 全国植樹祭沖縄大会において学校緑化功労賞受賞
6.17 高校総体陸上競技九州地区予選に３名派遣
8.21 国体九州ブロックホッケー競技大会出場
10. 9 第28回体育祭
10.16 沖縄開発庁長官上原康助氏来校 記念植樹・講演
10.29 県民児童生徒科学作品展生物部 最優秀賞「本部半島に於ける蝶類の分布」
12.27 屋外環境整備工事（中庭、生徒集会所）竣工
6. 1.14 普通科への推薦制度導入
1.29 名護市「あけみお絵画展」受賞４名
チリ焼き窯完成
2.23 高校写真コンテスト 宮城美里優良賞
3. 1 第46回卒業式 男子：55名 女子：64名 計119名
平成6学年度
4. 7 入学式 入学者142名
普通科 男子23名 女子57名 計80名
理数科 男子27名 女子35名 計62名

年 月 日
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4.10
6.19
6.22
6.27
7.25
8. 6
8.27
11. 9
11.14
11.22
11.26
12. 5
12.15

新学寮建築工事始まる
ホッケー部全九州高等学校ホッケー競技大会（鹿児島）参加
校内陸上競技大会 囲碁同好会全国大会（高文連）参加
校内弁論大会 最優秀賞 城間あかね「沖縄の米軍基地について」
仲宗根涼子ＮＨＫ主催全国放送コンテスト アナウンス部門出場
全国高等学校総合文化祭（香川）写真部門奨励賞受賞 宮城美里
ホッケー部国体九州ブロック大会出場
九州高校放送コンテスト県大会アナウンス部門 澤岻亜有子 最優秀賞
沖縄県生徒科学展優良賞 生物部「フタオ蝶の生態観察」
囲碁同好会九州高校囲碁大会出場
県緑化コンクール入選
新学寮完成 ジョギングコース完成 理科棟東側庭園完成
諸喜田祥子県読書感想画コンクール最優秀賞受賞
澤岻亜有子九州高校コンテスト アナウンス部門出場
1.25 県教委指定勤労体験学習研究発表
2. 5 與那嶺貞夫ＰＴＡ会長県大会で研究発表長年の活動の功績で表彰
2. 8 沖縄県青少年科学作品展 生物部 県教育長賞受賞
2.15 ＬＬ教室工事着工
2.23 県高校写真コンテスト 優良賞受賞 平良香苗
3. 1 第47回卒業式
普通科 男子21名 女子49名 計70名
理数科 男子29名 女子27名 計56名
「松風」第８号発行
平成7学年度
4. 1 瀬名波栄啓氏 第17代校長就任
4. 7 入学式
普通科 男子41名 女子39名 計80名
理数科 男子30名 女子36名
4.29 古賀杯ソフトテニス大会 優勝（島袋光生・大城龍二組）全国大会参加
6. 5 放送コンテスト テレビ・ラジオ部門優秀賞
6.18 ホッケー部九州高校総合体育大会参加
7.24 サテライン講座開始
9.30 第13回学園祭（～10.1）
10.19 タイムスコンクール書道部門 最優秀賞 仲宗根郁江 優良賞 岸本聡子
10.30 県児童生徒科学作品展生物部「フタオ蝶の生態観察２」優勝賞
「トビハゼの生態観察」優良賞
11.14 県高校放送コンテスト 優秀賞 田場登志希（九州出場） 優良賞 澤岻亜有子
8. 1.20 あけみお展 沖縄タイムス社長賞 仲宗根麻希、名護市教育長賞 照屋夕紀、
実行委員長賞 與那嶺奈々
1.28 県高校新人駅伝 女子の部９位
2.11 ホッケー部男子九州大会（鹿児島）参加
2.14 新報書き初め展金賞 仲宗根郁江
3. 1 第48回卒業式 卒業生 普通科71名 理数科62名 計133名
平成8学年度
4. 8 入学式 入学者 143名
普通科 男子34名 女子42名 計76名
理数科 男子31名 女子36名 計67名
6.17 ホッケー九州大会で３位入賞し全国大会へ
6.20 校内弁論大会 最優秀 岸本将之、優秀 島袋冬子
ＮＨＫ杯学校放送コンテスト 朗読部門 優秀賞 田場登志希 九州大会へ派遣
7. 5 創立50周年記念事業期成会設立総会 視聴覚教室
7.29 寮の冷房機器の設立工事始まる 総工費400万
8. 2 ホッケー全国大会（山梨大会）で置賜農業高に4-3で逆転勝ち
9.25 創立50周年記念事業 マイクロバス贈呈式
9.28 第29回体育祭 台風接近中での挙行
10. 7 沖縄タイムス書道コンクール 最優秀賞：１年仲里郁代、２年仲宗根郁江
優秀賞：１年照屋清美、優良賞：１年具志奈々
10.14 県高等学校囲碁選手権大会 女子優勝、男子準優勝（九州大会へ派遣）

計66名

年 月 日
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10.19 児童生徒生物展にて
優秀賞と沖高理ＯＢ賞：宮城智浩、山城篤、金城直樹「羽地内海のトビハゼの生態分布」
優良賞 米須愛、大城里佳子「台湾キンギョの種内関係」他15点出展（佳作）
10.28 沖縄県高等学校席書大会 彷古堂賞受賞：仲宗根郁江（２年）九州大会へ派遣
11. 2 県高等学校生物科学展
最優秀賞「羽地内海におけるトビハゼ類の生態調査Ⅱ」金城、宮城、山城 九州大会へ派遣
最優秀賞「ミミズの行動観察」宮城正志
優良賞 「塩川におけるボラの行動観察」真謝せい子他１人
11.12 県高等学校放送コンテスト
アナウンス部門 優秀賞：伊佐桂（九州大会へ派遣）、優良賞：友寄多希子
11.22 事務長木下善章氏（日本ＰＴＡ全国協議会表彰）、用務員上間博氏（県教育功労者表彰）
11.26 第11回全九州高校囲碁選手権大会 団体女子 準優勝
12. 4 校長瀬名波栄啓氏 教育相談学会より学校カウンセラーとして認定される。県３人、全国208人
12.17 全沖縄感想文・感想画コンクール 優秀賞：守田結子、佳作：島袋弥生
9. 2. 7 進路指導における中高連携について 中間発表会 本校視聴覚教室
2.10 第８回県高等学校書道展 高文連会長賞：仲宗根郁江、優秀賞：仲里郁代、優良賞：照屋清美
第35回全沖縄児童生徒書き初め展 金賞：照屋清美、仲里郁代、仲宗根郁江
銀賞：具志奈々
2.12 ホッケー新人大会九州地区予選
2.19 県高等学校写真コンテスト出場
最優秀賞：島袋敦志 優秀賞：島袋美加子、仲尾次梢、前川つぐみ
3. 1 第49回卒業式 男子48名 女子89名 計137名
3.31 学寮のチリ焼却場完成
平成9学年度
4. 1 田場稔氏 第18代校長就任
4. 7 入学式 入学者139名
普通科 男子33名 女子47名 計80名 理数科 男子33名 女子26名 計59名
4.19 県高等学校囲碁選手権大会 女子優勝
5.10 高校総体陸上 400M 仲村武志（１位）
6. 2 ホッケー部男女九州大会に出場
6.14 第14回学園祭（～23）テーマ「432の鼓動 今 革命をおこすとき」
9.22 高等学校囲碁大会 女子：団体優勝
9.28 第45回全琉図画・作文・書道コンクール
10. 7
書道 最優秀賞：照屋清美 優秀賞：比嘉祥子、具志奈々、仲里郁代、仲宗根郁江
作文 優秀賞：具志堅新
11. 3 高校駅伝大会 女子：６位入賞
11.10 県高等学校生物科学展 最優秀賞「校内の樹木蒸散能力調査」 諸喜田茜 他３名
優秀賞「校内の植物相」 照屋清美 他３名
奨励賞「環境問題についての調べ学習」 伊佐桂 他３名
県高等学校放送コンテスト 朗読部門 優秀賞：阿波根奈美（九州大会へ派遣）
アナウンス部門 優良賞：具志堅新、山城真紀
11.13 体育館、家芸棟起工式
11.23 第９回席書大会 高書研究会長賞：照屋清美（全国大会派遣）
第12回全九州高校囲碁選手権大会 団体女子：準優勝
11.29 やんばる英語スピーチコンテスト 寺田亜紀 名護市長賞
12. 7 全沖縄感想文・感想画コンクール 最優秀賞：藤枝剛、渡久山夏樹
10. 1.25 県高等学校新人駅伝大会 女子２位
2. 8 第９回高等学校書道展 高文連会長賞：仲里郁代 優秀賞：照屋清美、比嘉祥子
2.18 第35回全沖縄児童生徒書き初め展 金賞：照屋清美、比嘉祥子、仲里郁代、具志奈々
2.25 教育講演会 比嘉信子氏「人と人とのハーモニー」
3. 1 第50回卒業式 男子67名 女子69名 計136名
3.25 家芸棟、体育館竣工
平成10学年度
4. 7 入学式 入学者135名
普通科 男子35名 女子45名 計80名
理数科 男子29名 女子26名 計55名
5. 2 体育館落成祝賀会
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5.13 高体連北部支部陸上競技大会 男子：優勝 女子：優勝 200Ｍ崎原太作(優勝)
5.29 県高校総体陸上 100Ｍ(3位)・200Ｍ(2位)崎原太作、400Ｍ上間正太(3位) 南九州大会へ派遣
県高校総体ソフトテニス 上野加威・金城有吾(ベスト8) 九州大会へ派遣
6.10 ＮＨＫ杯学校放送コンテスト県大会
番組制作部門(ラジオ番組)優秀賞：全国大会派遣
朗読部門 優良賞：阿波根奈美 、アナウンス部門 優良賞：具志堅新
6.13 全九州高校体育大会ホッケー競技 男子：５位
6.22 校内弁論大会 最優秀賞：並里太一 「沖縄を考える」
7. 1 写真甲子園 九州・沖縄ブロック代表で全国大会へ出場し、優秀賞受賞
7.28 第20回朝日学生書道展
中華人民共和国駐福岡総領事館賞：照屋清美
8. 2 全国高等学校総合文化祭鳥取大会へ県代表として派遣 写真：前田梨沙、書道：照屋清美
9.26 第15回学園祭(27日まで) テーマ「目を覚ませ開拓者達 今 奮起の時」
10.12 第46回全琉書道コンクール 優秀賞：比嘉祥子、照屋清美
優良賞：具志奈々、中里郁代
10.31 県高等学校新人体育大会ソフトテニス
男子：団体３位、個人：金城有吾･比嘉彰(準優勝)、野村優・川上永太(ベスト８) 九州大会派遣
11. 6 第35回青少年読書感想文・感想画コンクール
感想文 優良賞：寺田亜紀、優良賞：當真千夏、上間陽子
感想画 優秀賞：上原久美子、佳作：平良加代子
11. 7 創立50周年記念式典及び祝賀会 来賓、同窓生、ＰＴＡ会員等 300余名の出席
11. 9 第10回県高校席上揮毫大会 特別賞：比嘉祥子(九州大会派遣)、優良賞：上間淳子
第20回九州高校放送コンテスト
朗読部門 優秀賞：阿波根奈美(九州大会派遣)
11.27 「主体的生活づくり」シンポジウム テーマ「北山文化をどう築いていくか」
12.11 第35回全沖縄読書感想文・画コンクール
感想文 佳 作：上間陽子、當真千夏
感想画 優秀賞：上原久美子 優良賞：平良加代子
11. 2. 6 全日本高校選抜ホッケー大会九州大会予選出場 男子
2.16 第37回全沖縄児童生徒書き初め展
金賞：照屋清美、比嘉祥子
銅賞：小那覇安礎
2.24 第10回沖縄県高等学校書道展
優秀賞：比嘉祥子、 奨励賞：具志奈々、 照屋清美
県高等学校写真コンテスト
最優秀賞：喜屋武渚(全国高文祭山形大会派遣)
優良賞：小那覇安悠、 入選：前田ゆかり、 比嘉メイ子
3. 1 第51回卒業式 卒業生(139名)
3.20 創立50周年事業期成会 解散総会(多目的教室)
平成11学年度
4. 1 金城幸信氏 第19代校長就任
4. 7 入学式 入学者：135名
普通科 男子：37名 女子：40名 計：77名
理数科 男子：29名 女子：29名 計：58名
5.29 県高等学校総合体育大会
ソフトテニス 男子：4位 個人：金城有吾・比嘉章(ベスト8)九州大会派遣
6 7 ＮＨＫ杯全国放送コンテスト県大会
優秀賞：具志堅 新(アナウンス部門)、阿波根奈美(朗読部門) 全国大会派遣、
優良賞：ラジオ・テレビドラマ
6.19 第1回生活づくりシンポジウム 「自分にとって、なくてはならない学校を目指して」
7.16 朝日学生書道展 準大賞：比嘉祥子
7.29 全国高校総合文化祭山形大会へ県代表として派遣 写真部：喜屋武渚
9.26 第30回体育祭 テーマ「奮いたたせ北山魂、創造しよう無限の未来へ」
10. 3 県高校新人陸上競技大会 女子フィールド競技：総合3位、
女子走り幅跳び 比嘉智子：2位 九州大会へ派遣、女子やり投げ 喜屋武綾乃：5位
10.22 県高校生文化交流で中国へ派遣 県代表：比嘉祥子
10.30 第35回北部支部青少年読書感想文・画コンクール
優良賞：比嘉秀美、優秀賞：新城裕子・上間えり子・平良加代子
12. 2 第36回全沖縄青少年読書感想画コンクール入賞者 優秀賞：平良加代子(西日本ｺﾝｸｰﾙへ出品)
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生活づくりシンポジウム 「学寮問題について」
第1回学寮防災訓練
全日本高校選抜ホッケー大会九州予選 男女出場：宮崎県
第11回県高校書道展 優良賞：金城明菜
県高校文化連盟活動賞 比嘉祥子(3年)
第38回全沖縄児童生徒書き初め展 金賞：比嘉祥子、 銀賞：玉城健一・金城明菜
県高校文化連盟写真コンテスト 最優秀賞：上野加鈴
第52回卒業式 男子：62名、 女子：70名、 計：132名
入学式 入学者：159名
普通科 男子：38名 女子：42名 計：80名 理数科 男子：35名 女子：44名 計：79名
寮生シンポジウム テーマ｢寮生がより良い生活を送るために、寮の在り方を考える｣
第1回北山ミレモ祭 テーマ 「世紀震撼 ～知とちからで切り拓け新時代」
生活づくり討論会 テーマ「私達一人ひとりにとって必要な生活について考え、そして創ろう」
文部大臣賞 平成12年度学校保健統計調査で表彰を受ける
第１回総合的な学習の時間 発表会
第53回卒業式 卒業生
普通科 男子：34名、女子：42名、 理数科 男子：28名、女子：27名、 合計131名

平成１３学年度
4. 1 与儀徹氏 第20代校長就任
4. 7 入学式 入学者153名
普通科：男子43名 女子37名 計80名 理数科：男子27名 女子46名 計73名
4.23 ＰＥＰ21（北山シンポジウム）
6. 1 県高校総合体育大会～5 陸上競技400mハードル ３位 ３年 仲村翼
8. 7 管理棟解体工事に伴い「感謝セレモニー」
8. 4 第25回全国高校総合文化祭 写真部門 優良賞 「咲け」 ３年 上野加玲
8.22 九州国体ホッケー競技大会 出場
9.22 第２回北山祭
10.12 北山シンポジウム 「学習環境改革 ～授業づくり～」
10.19 管理棟改築～3/25 渡嘉敷組 孝夫組
10.26 管理棟工事安全祈願祭
10.28 第49回県高校駅伝競走大会 男子３位（九州大会派遣）
11.18 全九州高校駅伝競走大会（宮古大会）男子24位
12.13 九州高校放送コンテスト（てぃるる） 優良賞 ２年 岸本江利香
12.14 九州高校演劇大会（佐賀大会）「扉」優良賞・佐賀新聞社賞
12.26 第２回総合的な学習の時間 発表会
2.10 高校生国際文化交流派遣 バリ島 ２年 玉城由里・宮城彩花
3. 1 第54回卒業式 卒業生
普通科：男子33名、女子39名、 理数科：男子27名、女子29名、 合計128名
3.10 修学旅行～14
平成１４学年度
4. 8 入学式 入学者 142名
4.22 普通科 男子：39名 女子：41名 計：80名
理数科 男子：30名 女子：32名 計：62名
5.22 ＰＥＰ22（シンポジウム） 前期生徒会長選立会演説会
7.19 新管理棟竣工
9.21 新校舎落成祝賀会
11. 5 第３回北山祭
11. 7 第50回県高校駅伝競走大会 男子２位（九州大会派遣）
12.24 防災訓練
12.26 第３回総合的な学習の時間 発表会
1.27 第１回進路宿泊学習会 （～28 いこいの村）
2. 5 第10回沖縄県高校新人駅伝競走大会 男子優勝
3. 1 同窓会講演会 講師：上原康助氏 演題『人生は未知の世界の「夢とロマン」を』
第55回卒業式 卒業生
普通科：男子36名、女子38名、 理数科：男子33名、女子42名、 合計149名

年 月 日

事

項

平成１５学年度
4. 7 入学式

入学者153名
普通科 男子44名 女子35名 計79名 理数科 男子30名 女子44名 計74名
4.22 生徒職員発足集会（PEP23）
5. 7 北山祭実行委員長選挙 委員長に山城知砂貴
5.30 平成15年度沖縄県高校総合体育大会 ～6/4
7.18 第２回イングリッシュキャンプ 於：北山荘
同窓会より「一生懸命がかっこいい」の表示板（作 運天 清正 氏）寄贈
9.23 第４回北山祭
10. 9 北山シンポジュム「授業をどうつくるか」
11. 4 沖縄県高等学校新人大会 ソフトテニス男子準優勝
11. 5 防災訓練
11. 7 大東学園との交流会
1 1 . 2 2 第７回やんばる圏高校生英語スピーチコンテスト 金賞 島崎 華恵（３年）
11.23 九州高校駅伝競走大会 男子15位
12. 4 京都府立八幡高校との交流会
全国高校駅伝競走大会 男子 46位
12.21 全九州高校新人ソフトテニス大会 男子出場
12.24 総合的な学習の時間発表会
H16. 1.26 沖縄県高校新人駅伝競走大会 男子 2位
3. 1 第５６回卒業式 卒業生 １４９名
普通科 男子４０名 女子３５名
計７５名 理数科 男子２８名 女子４６名
計７４名
3.24 終了式 離任式
3.31 校長 与儀 徹 定年退職 離任 教頭 高江州 義一 事務長 多和田 幸子 以下１１名
平成１6学年度
4. 1 神村孝司氏 第21代校長就任
4. 7 入学式 入学者２１６名
普通科 男子３７名 女子４３名 計８０名
理数科 男子２２名 女子２４名 計４６名
4.22 第1回PTA進路研究会 講師：島袋 恒雄 氏「目的をもち努力する子どもを育てるには」
4.26 生徒会長立会演説会・選挙 前期生徒会長 山城 裕子
4.30 北山祭実行委員長選挙 委員長 古堅 弘美
5.28 県高校総体 ～6/2
棒高跳び：仲嶺真道（優勝）、仲嶺真人（３位） やり投げ：山城圭介（優勝）
男子ｿﾌﾄﾃﾆｽ：個人戦 運天祐利・大嶺悠太 準優勝
6.18 第2回PTA進路研究会 講師：比嘉 靖 氏
7.14 講演会 講師：沼田 貞昭 氏（沖縄担当大使）
9.23 第５回北山祭
10. 8 北山シンポ
11. 4 県駅伝競走大会 男子４位
11.11 大東高校との交流会
12.25 宿泊学習会～27日（於：北部地区生涯学習推進ｾﾝﾀｰ）
2. 7 卒業講演 講師：佐久本 嗣男（県立芸大教授）
演武：豊見城あずさ、嘉手納由絵、清水由佳
3. 1 第57回卒業式
卒業生 １３７名
普通科 男子３７名 女子３９名 計７６名
理数科 男子３０名 女子３１名 計６１名
3. 5 沖縄県・ﾊﾜｲ州高校生交流事業 派遣：山川真代、宮城由佳
3.24 修了式・離任式
平成17年度

4. 7
4.21
5.11
5.28

5.16
6.18

入学式
入学者120名
普通科 男子37名 女子43名 計80名
理数科 男子22名 女子18名 計40名
部室完成
PEP２５
県高等学校総合体育大会
棒高 仲嶺真人 優勝 400mH 玉城健次 優勝
槍投 山城圭介 優勝 3000m障害 渡久地翔 優勝
ｿﾌﾄﾃﾆｽ 運天祐利､大嶺悠太 ３位（全国大会へ派遣）
5.16 前期生徒会長任命 座間味忍
ﾐｽﾀﾞﾝｽｺﾝﾃｽﾄ福岡大会 島袋翔,山城翔太,島袋健太郎,仲村勇人,与那嶺剛 特別推薦で東京大会へ出場

年 月 日

事

項

9.10 県秋季陸上大会
棒高 仲嶺真人､山内真由美 優勝（国体へ）
9.15 県高等学校音楽ｺﾝﾃｽﾄ 金管の部 謝花佐和子、伴奏 徳村由貴 金賞
ｷﾞﾀｰの部 浦崎千春 銀賞
9.23 第６回北山祭”1/100秒も見逃せない!輝く舞台はこの瞬間この場所に!!” 実行委員長 山城圭介
10. 6 北山シンポ
10. 3 避難訓練
10.27 後期生徒会長 与那嶺 剛
11. 4 県高等学校駅伝 男子優勝（12/25 全国大会へ47位）
県高校演劇 演劇部優秀･美術賞（12/18 九州大会へ優良賞、大分ﾃﾚｺﾑ賞）
11. 9 大東高校との交流会
11. 4 ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ ２年生 ～11/6
11.17 「総合的な学習の時間」発表会
11.20 九州高等学校駅伝競走大会 男子19位
12.25 全国高等学校駅伝競走大会 男子47位
H18.2.5 沖縄県一周市郡対抗駅伝 本校生7名出場、優勝 渡久地翔 区間賞（新）
2. 6 卒業記念講演 講師：オリオンビール取締役工場長 新垣昌光
3. 1 第58回 卒業式 卒業式１５１名
普通科 男子４５名 女子３５名 合計８０名 理数科 男子３０名 女子４１名 合計７１名
3．4 沖縄県・ﾊﾜｲ州高校生交流事業 派遣：仲宗根秋乃、宮里 悠
3.24 修了式・離任式
平成18年度

4．1
4．7
4.28
5.19
5.26

6. 5
6.12
6.15

7.27
9.14
9.18
9.23

10. 4
10.19
11. 5
11. 9
11.13
11.19
12.24
H19.2.3

3. 1
3.23

玉城史洋氏 第22代校長就任
入学式 入学者 109名
普通科 男子32名 女子46名 計78名
理数科 男子13名 女子18名 計31名
前期生徒会長立会演説会
県高等学校総合体育大会 八重山大会（バドミントン競技）～24日
県高等学校総合体育大会～31日
棒高 玉那覇亮 ２位 5000m 内間平 ２位（大会新） 1500m 久高準 ２位 金城秀平 ３位
3000m障害 金城聡大 ２位
（南九州大会派遣 ９種目12名）
前期生徒会長任命 神谷直
教育実習開始
県外企業職場実習～16日 新城正士 比嘉千尋
南九州陸上競技大会（沖縄開催）～24日 棒高 玉那覇亮 ４位（全国総体へ）
ﾐｽﾀﾞﾝｽｺﾝﾃｽﾄ福岡大会 山城翔太,島袋健太郎,仲村勇人,与那嶺剛,小濱千里,幸地一磨,当山清太,
上間公太,宮里一樹 東京大会へ出場
第46回沖縄県吹奏楽コンクール 高等学校の部 金賞
第35回沖縄県高等学校音楽コンクール 金管楽器の部 金賞 謝花佐和子
第７回北山祭”14508℃の情熱（ﾊﾟｯｼｮﾝ）北山暴風ここに誕生” 実行委員長 嶺井海里
新人陸上競技大会～25日
3000m障害 金城聡大 優勝 大城雄貴 ３位 5000m 大城享吾 ２位 1500m 金城秀平 ２位
砲丸投 松本知也 ３位
北山シンポジウム
和光学園との交流会
県高等学校駅伝競走大会 男子優勝（全国大会へ）
後期生徒会長任命 田港朝佳
インターンシップ ２年生 ～15日
九州高等学校駅伝競走大会（佐賀） 男子24位
全国高等学校駅伝競走大会（京都） 男子46位
沖縄県一周市郡対抗駅伝～４日 本校駅伝部出場 優勝
第59回 卒業式 卒業式１２７名
普通科 男子３５名 女子４２名 合計７７名 理数科 男子２３名 女子２７名 合計５０名
修了式・離任式

平成19年度

4．9 始業式・就任式
入学式 入学者 110名
普通科 男子45名 女子34名 計79名
5. 1 前期生徒会長立会演説会（玉城研二信任）
5.16 生徒総会・全体ＰＥＰ

理数科

男子14名

女子17名

計31名

年 月 日
6. 1

6．9

6.11
6.13
6.13
7.26
7.27
7.28
9.17
9.21
10．5
10.19
11．4
11.14
11.18
12．3
H20.1.2
7
3．1
3.24

事

項

県高等学校総合体育大会～６日
5000m 大城享吾 1位
1500m 金城秀平 2位，大城享吾 3位
5000m競歩 小橋川晃 2位
総合成績 4位
（南九州大会派遣 8種目13名派遣）
ミスダンスドリルチームジャパンインターナショナル大会２００７福岡大会
上間紗代，島盛太郎，仲本寛奈，宮城健太，宮里翔，山城笑里，大城さくら，大城貴紀，
城間喬啓，中曽根朝義，金城有位，島袋美春
東京大会へ出場県獲得
県外企業職場実習～15日 伊差川美穂 嘉陽恵里香
前期生徒会長任命 玉城研二
南九州陸上競技大会～17日 13名参加
第47回沖縄県吹奏楽コンクールＢパート 優秀賞
第14回沖縄県高等学校演劇夏季研究大会 優秀賞
ミスダンスドリルチームジャパンインターナショナル大会２００７東京大会出場
第8回 北山祭 「ハジけろ！最高の舞台と最高の笑顔 無限のパワーで北山旋風をまきおこせ」
県新人陸上競技大会～23日
1500m 大嶺貴大 2位
5000m競歩 小橋川晃 2位
北山祭シンポジウム
後期生徒会長立会演説会 （下西さくら新任）
県高校駅伝競走大会 男子3位（九州大会へ）
インターンシップ～16日 2年生
九州高等学校駅伝競走大会（長崎大会）出場
後期生徒会長任命 下西さくら
県高校新人駅伝競走大会
第60回 卒業式 卒業生
男子 58名
女子 56名
合計 114名
普通科 男子 37名 女子 40名
合計77名
理数科 男子 21名 女子 16名
合計37名
平成19年修了式・離任式
玉城史洋校長 はじめ15名の職員が離任

平成20年度

4．1
4．7

5. 2
5.24
5.30
6. 2
6.13
6.19
6.20
7.25
9.15
10. 3
10.17
11. 4
11.11
11.12
H21.1.10

3. 1
3.24

宮城伸泰氏 第23代校長就任
始業式・就任式
平成20年度 入学式
入学者 102名
普通科 男子33名 女子42名 合計75名
理数科 男子10名 女子17名 合計27名
前期生徒会長選挙 山城裕亮
県高等学校総合体育大会～６月４日
４００ｍH 梶原 海(３位)、１５００ｍ 牧志隆大(３位)
５０００ｍ競歩 小橋川 晃(２位)(南九州大会派遣１０種目１５名)
前期生徒会長任命 山城裕亮
県外企業職場実習～２０日 多和田紋子
南九州陸上競技大会～２２日
第４８回沖縄県吹奏楽コンクール（Bパート部門）優良賞
第９回北山祭「みなぎる青春 この一瞬 夏の主役はオレ達だ！！」
沖縄県新人陸上競技大会～２２日
１５００ｍ 大嶺貴広(３位)、３０００ｍ障害 津波古幸信(３位)
後期生徒会長選挙 玉城裕磨
沖縄県高等学校総合体育大会駅伝競走大会 （３位）
後期生徒会長任命 玉城裕磨
インターンシップ ２年生～１４日
九州高等学校駅伝競走大会 沖縄大会参加（今帰仁村～１６日）
沖縄県高等学校新人駅伝大会（３位）
第６１回 卒業式 卒業生１０５名
普通科 男子32名 女子42名 合計74名 理数科 男子12名 女子19名 合計31名
平成２０年度修了式・離任式
盛山泰秀教頭はじめ1４名の職員が離任

平成21年度

4.7

始業式・就任式 15名の職員が着任
平成21年度 入学式 入学者 100名
普通科 男子34名 女子41名 合計75名

理数科

男子15名 女子10名

合計25名

事

年 月 日
4.24
4.27
5.8
5.29
6.5
7.14
7.23
8.19
9.19

10.16
10.31
11.3
11.11
11.25
12.9
12.16
12.22
3.1
3.24

項

学級ＰＥＰ
朝読書開始 進路学習会
前期生徒会長選挙大城貴紀君当選。進路学習会
県高校総合体育大会～6/3 陸上部・駅伝部が好成績をあげ１４名が南九州大会へ派遣
全九州高校体育大会ホッケー（～８日）
校内弁論大会
北山イングリッシュ・キャンプ 石川少年自然の家にて今帰仁中学校と合同での英語合宿を実施
北山高校オープンスクール～20、89名の生徒、約20名の父母が来校
第10回北山祭、新しい試みの北山祭を見事創りあげました。
県高校新人陸上競技大会4x110m１位 嘉陽宗貢,大嶺将也,松永雄太,渡慶次巧、400m３位大嶺将也、
5000mウォーク１位國吉諒、３位宮里隼生
後期生徒会長選挙、２年 宮里樹菜が当選
県高校新人体育大会～11月３日
県高校総体駅伝競走大会４位
２年ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ ～13日
通い学習会（３年理数科）、宿泊学習会(２年理数科)～26日を実施
防災訓練、避難訓練・消火訓練を実施
桜植樹、３年生が卒業記念に校内に桜を植樹
九州ホッケー選抜～24日
第62回卒業式
修了式・離任式・教科書販売

平成22年度

4.1

4.7
5.25
5.28
7.14
7.29
9.23
10.21
11.5
11.9
1.15
3.1

宮城厚博氏 第24代校長就任
始業式・就任式
平成22年度 入学式 入学者 101名
普通科 男子40名 女子39名 合計79名
理数科 男子8名
女子14名 合計22名
前期生徒会長(北山祭実行委員長)選挙 具志堅基樹 君 当選
県高校総合体育大会～6/2 陸上部・駅伝部が好成績をあげ数名が南九州大会へ派遣
校内弁論大会 ８名の弁士が熱弁を振るう。「山城咲」が優勝し学校代表となる。
全国総体ホッケー競技開会式
競技7/30～8/3
第11回北山祭（体育祭）
後期生徒会長選挙 ２年３組 平良太宣 君が当選
県高校駅伝競走大会～ 男子2位入賞、女子5位
防災訓練 地震に伴う火災を想定し避難訓練・消火訓練を実施
大学入試センター試験～16
第63回卒業式

平成23年度

4.1
4.7

5.13
5.27
6.18
7.12
9.23

12名の職員が着任
始業式・就任式
平成23年度入学式 入学者 106名
普通科 男子36名 女子42名 合計78名
理数科 男子14名 女子14名 合計28名
前期生徒会長選挙 島 敬人 君 当選
県高校総合体育大会（～6/1） 陸上部・駅伝部が活躍、南九州大会へ派遣
第９３回全国高校野球選手権沖縄大会 選手宣誓 大城大地 応援メッセージを被災地へ
校内弁論大会 最優秀賞 平安山えりかさん 演題『感謝の気持ち』
第12回北山祭 テーマ「Time waits for no one。あっちもこっちも見逃せない。汗キュン胸キュン
北山フェスティバル」

10.27
11.4
11.9
11.1
H24.1.31
2.3
3.1
3.24

後期生徒会長選挙 内間英之 君 当選
県高校総体駅伝競走大会 男子２位、女子３位
防災訓練
２年生インターンシップ（～11/17）
生き生き学校活性化事業研究発表会
県高校新人駅伝競走大会 男子２位 、女子５位
第64回卒業式
修了式・離任式

年 月 日

事

項

平成24年度

4.1
4.9

5.11
6.1

6.14
7.14
7.19
8.4
8.7
8.20
9.21

9.22
10.26
11.4
11.5
11.13
11.18
12.23
H25.1.19
2.1
3.1
3.24

上原昇氏 第25代校長就任
始業式・就任式
平成24年度入学式 入学者 91名
普通科 男子33名 女子34名 合計67名
理数科 男子14名 女子10名 合計24名
前期生徒会長選挙 島袋十夢 君 当選
県高校総合体育大会（～6/6）
男子5,000ｍ2位・男子3,000msc1位 関口海月、男子5,000m2位 花城春貴
女子800m3位・女子1,500m1位 仲井真ｴﾝﾄﾞﾘｱみどり、女子3,000m2位・女子1,500m3位 三露まどか
南九州地区陸上競技大会（～6/17） 男子3,000msc1位(県高校新記録) 関口海月
ホッケー競技全九州選手権大会（～7/16） 高校女子の部３位
校内弁論大会 最優秀賞 知念将利
神奈川工科大学との教育交流協定書の調印式
第8回南九州吹奏楽コンテスト出場 優良賞
オープンスクール
177名の中学生が参加
県高校新人体育大会(陸上競技)
男子100ｍ3位 宮里将太、男子1,500m2位 岸本翔輝、男子3,000m3位 比嘉祐介
女子1,500m2位・女子3,000m3位 仲井真ｴﾝﾄﾞﾘｱみどり
第13回北山祭（体育祭）
後期生徒会長選挙 嘉味田佳晃 君 当選
県高校総体駅伝競走大会 男女アベック優勝
防災訓練 津波想定・きのこ工場まで避難
２年生インターンシップ（～11/15）
全九州高校駅伝競走大会 男女アベック出場 男子22位 女子23位
全国高校駅伝競走大会 男女アベック出場 男子47位 女子46位
大学入試センター試験（～1/20）
高校新人駅伝競走大会 男子2位
第65回卒業式 卒業生100名
修了式・離任式

平成25年度

4.6
4.8

4.20
5.8
5.31

6.7
7.18
7.29
9.20

9.27
10.24
10.30
11.1
11.5
11.12
11.17
11.23
11.23
12.23
H26.1.11

第60回沖縄県高校野球春季大会 優勝
始業式・就任式
平成25年度入学式 入学者 96名
普通科 男子42名 女子29名 合計71名
理数科 男子11名 女子14名 合計25名
第132回 九州地区高校野球大会 ベスト８
前期生徒会長選挙 嘉陽健君 当選
県高校総合体育大会（～6/5） 陸上部・駅伝部が好成績をあげ、数名が南九州大会へ派遣
女子800m２位・女子1,500m１位 仲井真ｴﾝﾄﾞﾘｱみどり
女子1,500m２位・女子3,000m１位 長山夢芽
神奈川工科大学 特別授業（１年～３年理数科）
校内弁論大会 最優秀賞 宮平奈月
北山高校オープンスクール
県高校新人体育大会(陸上競技)
男子5,000ｍ１位 比嘉剣児、男子5,000m競歩１位比嘉大悟
女子1,500m１位・女子3,000m１位 長山夢芽
女子800m１位 仲井真ｴﾝﾄﾞﾘｱみどり、女子砲丸投１位 玉城千馨
第14回北山祭（～9/28）
プロ野球ドラフト会議 平良拳太郎君が、読売巨人に５位指名される
後期生徒会長選挙 湧川凜太君 当選
県高校総体駅伝競走大会 男子６位、女子優勝（２年連続２回目）
防災避難訓練
２年生インターンシップ（～11/14）
県高文祭「パレードコンテスト」 郷土芸能同好会 金賞
全九州高校駅伝競走大会 女子出場 21位
第十三回高校生フォーラム「十七歳からのメッセージ」全国グランプリ受賞 喜屋武七海
全国高校駅伝競争大会 女子出場 58位
平成25年度県高野連優秀部員表彰 仲里樹

年 月 日

H26.1.18
1.28
1.31
2.10
3.1
3.24

事

大学入試センター試験（～1/19） 15名受験
学力向上対策研究指定校 中間報告会
県新人駅伝競走大会 女子初優勝
平成25年度県児童生徒等表彰（文化活動部門）
第66回卒業式 卒業生104名
修了式・離任式

項

喜屋武七海

平成26年度

4.1
4.7

5.8
5.30

6.6
6.13
7.17
7.28
9.3
9.18

9.26
10.18
10.27
10.31
11.5
11.7
11.10
11.11
11.14
11.16
11.18
12.7
12.21
H27.1.17
2.6
2.9
3.1
3.24

宮里 均氏 第26代校長就任
始業式・就任式
平成26年度入学式 入学者 84名
普通科 男子32名 女子33名 合計65名
理数科 男子14名 女子5名 合計19名
前期生徒会長選挙 石野槙一朗 君 当選
県高校総合体育大会（～6/4）陸上部5名がホッケー部と共に南九州大会へ派遣
男子5,000ｍ競歩1位(大会新) 比嘉大悟、男子800ｍ・1,500m3位 林 路駆
女子800m1位 仲井真ｴﾝﾄﾞﾘｱみどり､女子3,000m1位 長山夢芽、女子砲丸投げ1位 玉城千馨
神奈川工科大学 特別授業（１年～３年理数科）
かけはしプロジェクトで23名のジョージア州ミルトン高校生との交流会
校内弁論大会 最優秀賞 金城七々海
オープンスクール
沖縄県高校音楽コンテスト マリンバ独奏金賞 宮城奈桜
県高校新人体育大会(陸上競技)～9/20
男子3,000m 障害1位 仲村將吾、男子砲丸投げ2位 大嶺 強
女子1,500m2位 嶋袋由惟、女子800m3位 渡具知莉乃
第15回北山祭（～9/27）体育祭
かけはしプロジェクトで本校生徒23名と引率2名がアメリカへ派遣(～31)
ジョージア州ミルトン高校と北山高校で姉妹校締結
県高校総体駅伝競走大会 男子３位、女子優勝（３年連続３回目）
学力向上推進指定校 公開授業 5校時全教科で公開授業を行う
第２回高校生カーデザイン甲子園 最優秀賞 平良魁斗
第61回高校生による生物科学展 優秀賞（九州大会へ派遣）
与那嶺琉太､宮平拓実､今井小町､金城佳幸､池原喜智
２年生インターンシップ（～11/13）
後期生徒会長選挙 神谷優雅 君 当選
全九州高校駅伝競走大会 男女アベック出場 男子23位 女子20位
防災訓練
第39回沖縄県吹奏楽アンサンブルコンテスト 管打７重奏 金賞
全国高校駅伝競走大会 女子駅伝部出場 47位
大学入試センター試験（～1/18）
高校新人駅伝競走大会 男子3位
学力向上対策研究指定校 最終報告会
第67回卒業式 卒業生86名
修了式・離任式

平成27年度

4.7
4. 24
5.1
5.17
5.21
5.29
6.12
6.17
7.8
9.2
10.3
10.20
10.26
10.27

始業式・就任式・入学式 115名の生徒が入学
新入生歓迎球技大会
遠足 1 年：村営運動公園、２年：海洋博公園、３年：名護ビーチ
PTA 総会、授業参観
三者面談（～5/28）
、高校総体推戴式
県高校総合体育大会（～6/3） 陸上部競技 8 名がホッケー部と共に南九州大会へ派遣
前期生徒会長選挙 具志堅理平君 当選
平和学習 仲原弘哲氏(今帰仁村文化センター館長)「今帰仁村と沖縄戦」について学ぶ
交通安全講話 本部署･森門健一､我如古盛明両氏を招き交通事故の恐ろしさを再確認
今帰仁村連携 食育講演会 坂本義喜先生「いのちをいただく」～いのちのしごと～
北山祭（～10/４）文化的行事の学園祭として各種展示発表を行う
学校説明会 入学希望者及び保護者計 164 名が参加
今帰仁村連携キャリア教育講演会 植松努先生「思うは招く～夢実現の方法とは～」
薬物乱用防止教室 屋良淳氏を招き飲酒･薬物による健康被害を講話

年 月 日

10.30
11.5
11.6
11.17
11.18
12.8
12.9
12.10
12.11
12.14
12.20
12.25
H28.1.16
1.20
2.5
2.11
2.12
3.1

事

項

県高校総体駅伝競走大会 男子準優勝、女子優勝（４年連続４回目）
総合防災避難訓練（きのこ工場まで避難）
ツールド沖縄選手交流会 オランダの選手チームと交流
東ティモール交流 宮良多鶴子ふれあいコンサート
2 年生：インターンシップ（～11/20） 第 5 回沖縄科学グランプリアトラクション部門１位
今帰仁村連携 性・エイズを考える講演会 内田美智子先生「いのちの授業」
後期生徒会長選挙 具志堅理平君 当選
受験生宣言集会
校内ロードレース大会 ﾛｰﾄﾞﾚｰｽの部優勝 2-2、駅伝の部優勝 1-1
芸術鑑賞 大型人形劇「三国志」を鑑賞する
第 27 回全国高等学校駅伝競走大会 女子駅伝部４年連続出場
今帰仁村連携キャリア教育講演会 比田井和孝先生「何のために働くのか？」
大学入試センター試験（～1/17）
３年生卒業考査（～1/22）
予餞会
３年生進路準備休暇（～28）
ダンス発表会 優勝 2-2、準優勝 2-3
第68回卒業式

平成28年度

4.1
4.7
4. 28
5.2
5.15
5.19
5.25
5.28
6.16
7.7
7.20
9.5
9.24
10.14
10.18
10.26
10.30
11.2
11.4
11.8
11.16
12.9
12.14
12.22
H29.1.14
1.24
1.27
2.8
2.10
2.13
2.14
2.21
2.27
3.1
3.6
H29.4.7

星野 朗 氏 第27代校長就任
始業式・就任式・入学式 93名の生徒が入学
新入生歓迎球技大会
遠足 1 年：村営運動公園、２年：海洋博公園、３年：名護ビーチ
PTA 総会、授業参観
三者面談（～5/28）
、
高校総体推戴式
県高校総合体育大会（～6/2）陸上部駅伝部が好成績をあげ、数名が南九州大会へ派遣
全国高校総体南九州地区予選 島袋太佑 1500m４位、5000m４位 全国大会へ派遣（～6/17）
前期生徒会長選挙 比嘉勇輝 当選
交通安全講話 飲酒運転撲滅運動推進の講話 宮城恵輔
今帰仁村連携キャリア教育講演会 喜多川泰先生「未来に希望の種を蒔こう」
北山祭テーマ「青春スカッと輝け北山！ RedEagle 翼を授けろ」
今帰仁中学校プレ入試、中学生体験授業
学校説明会 生徒・保護者対象の説明会を開催する。
薬物乱用防止教室：津波昭史
後期生徒会長選挙 嶺井海夢 当選
総合防災避難訓練（火災避難訓練でグラウンドへ避難し、後に津波避難訓練できのこ工場へ避難）
沖縄県高等学校駅伝競走大会 男子３位、女子４位
芸術鑑賞：本校体育館にて「パーマネントフィッシュ」のアカペラ演奏を鑑賞する。
2 年生：インターンシップ（～11/18）
校内ロードレース大会 優勝２年２組
インターシップ発表会
性・エイズを考える講演会
大学入試センター試験（～1/15）
３年生卒業考査（～1/25）
第 24 回沖縄県高等学校新人駅伝競走大会男子総合優勝、１学年キャリア学習（JICA 訪問学習）
ダンス発表会 優勝 2 年３組、準優勝１年３組
予餞会(卒業生を送る会)
３年生進路準備休暇（～27）
いじめ防止対策組織会議（学校カウンセラー糸満素子氏を招聘し会議を持つ）
２年理数科「GODACでのキャリア教育に関する校外学習、大浦湾の環境学習
１年理数科「琉球大学21世紀フォーラム ノーベル化学賞 根岸英一教授 講演会に参加」
第69回卒業式
第２回姉妹校交流事業(ミルトン高校)６名派遣（～3/18）
平成29年度入学式 入学者95名
普通科 男子39名 女子31名 合計70名
理数科 男子11名 女子14名 合計25名

