
学 校 の 沿 革

昭和47年７月29日 南風原村津嘉山小学校分離移転希望署名（893名）を村教育委員会へ提出

昭和48年１月25日 南風原村立津嘉山小学校設置期成会結成

昭和49年６月11日 南風原村立津嘉山小学校設置届出書を県教育委員会へ提出

８月20日 校舎建築起工式

昭和50年１月１日 南風原村立津嘉山小学校設置

４月１日 南風原村立津嘉山小学校開校

６月１日 南風原小学校より分離・移転（児童数507名，職員数20名）

南風原小運動場で分離式典挙行 本校にて分離移転式典・祝賀会を挙行

10月10日 第１回運動会

昭和51年３月24日 第１回卒業式（卒業生80名）

６月１日 開校１周年記念式典と記念運動会

10月 3日 第２回運動会

昭和52年３月24日 第２回卒業式（卒業生81名）

12月10日 体育館落成祝賀学習発表会と落成記念式典及び祝賀会

昭和53年３月24日 第３回卒業式（卒業生79名）

10月８日 第４回運動会

昭和54年１月23日 体力づくり推進校１年次研究発表

３月24日 第４回卒業式（卒業生73名）

10月10日 第５回運動会

昭和55年２月28日 県指定体力づくり推進校２年次発表

３月24日 第５回卒業式（卒業生92名）

６月７日 創立５周年記念運動会

12月12日 県指定体力づくり推進校３年次発表（最終年次）

昭和56年３月24日 第６回卒業式（卒業生87名）

６月７日 創立６周年記念プール開き・校舎落成式

昭和57年３月24日 第７回卒業式（卒業生100名）

10月３日 第８回運動会

昭和58年３月24日 第８回卒業式（卒業生109名）

５月29日 交通安全優良校として表彰される

10月８日 第９回運動会

11月22日 保健体育研究表彰される

昭和59年３月23日 第９回卒業式（卒業生122名）

10月７日 第10回運動会

昭和60年２月13日 県指定学校給食指導研究発表

３月22日 第10回卒業式（卒業生114名）

10月６日 第11回運動会

昭和61年２月13日 10周年記念校歌板取付（体育館）

３月22日 第11回卒業式（卒業生133名）

10月５日 第12回運動会

10月８日 学校給食優良校として表彰される（文部省）

昭和62年３月23日 第12回卒業式（卒業生119名）

10月８日 第13回運動会



昭和63年３月23日 第13回卒業式（卒業生143名）

10月２日 第14回運動会

平成元年３月23日 第14回卒業式

10月10日 第15回運動会

平成２年３月23日 第15回卒業式

７月25日 「熊本少年の船」交歓会

10月10日 第16回運動会

平成３年２月１日 町教育委員会指定研究発表会

３月22日 第16回卒業式

10月６日 第17回運動会

平成４年３月23日 第17回卒業式

10月４日 第18回運動会

平成５年３月23日 第18回卒業式

10月３日 第19回運動会

平成６年３月23日 第19回卒業式

９月14日 交流学習（６年那覇養護学校へ）

10月２日 第20回運動会

平成７年３月23日 第20回卒業式

４月15日 創立20周年期成会総会

７月９日 第21回運動会

12月５日 県指定環境教育研究発表会

平成８年３月21日 第21回卒業式（卒業生129名）

７月９日 第22回運動会

７月10日 創立20周年記念式典

12月15日 県指定環境教育研究発表会

平成９年３月21日 第22回卒業式

６月22日 島尻教育事務所主催，学校美化審査で優良校

６月30日 第23回運動会

11月26日 環境教育研究発表会（県指定）

平成10年３月21日 第23回卒業式（卒業生127名）

６月21日 第24回運動会

９月９日 校舎改築起工式

平成11年３月23日 第24回卒業式（卒業生114名）

10月３日 第25回運動会（南星中学校にて）

平成12年１月８日 新校舎へ引越す（ＰＴＡ）

３月23日 第25回卒業式

10月15日 第26回運動会

平成13年３月22日 第26回卒業式

９月30日 第27回運動会

12月６日 「第2回環境教育優良校受賞（散乱防止実践活動の部 」）

平成14年３月 20日 第27回卒業式（卒業生99名）

５月１日 文部科学省「学力向上フロンティアスクール」の研究指定校（３カ年指定）

９月30日 第28回運動会

平成15年２月７日 平成15年度学校保健統計調査実施校の指定を受ける（文部科学省）



３月18日 茅葺き東屋「結の屋」完成（ＰＴＡ）

３月20日 第28回卒業式（卒業生104名）

平成16年７月11日 第４回島尻地区ミニバスケット５年生大会【女子の部】優勝

９月６日 台風18号による暴風警報発令 休業

10月19日 台風23号による暴風警報発令 休業

平成17年３月14日 本物の舞台公演会(広島交響楽団)南星中にて5年生鑑賞

９月５日 第3回全日本小学校ホームページ大賞県最優秀校受賞（Ｊ－ｋｉｄｓ大賞）

11月19日 学校緑化準特選受賞(県緑化推進委員会)

11月20日 第73回全国書画展覧会 学校賞受賞

平成18年１月30日 雪だるま親善大使来校 福島県猪苗代町立 扇島小学校 古川竜也君

千里小学校 田久保里奈さん

２月20日 第42回全国児童才能開発コンテスト 図画部門 学校奨励賞受賞

２月28日 体育館竣工 火災想定避難訓練実施

３月12日 創立30周年記念式典・祝賀会

５月18日 島尻地区学校美化審査 優良校受賞

平成19年３月18日 沖縄花のカーニバル花のメッセージコンクール特別賞受賞

平成20年３月21日 第33回卒業式挙行

９月１日 学校東側取付道路開通 登校時の安全が確保される

９月28日 第34回運動会

平成21年３月19日 第34回卒業式挙行

６月５日 交通安全学校表彰（与那原地区交通安全協会）

９月１日 二学期始業式(インフルエンザの影響で校内放送を使い各教室にて実施)

11月26日 音楽鑑賞会(アンサンブル沖縄)

12月17日 サイバー犯罪防止講演会(5・6年県警 赤嶺氏)

平成22年２月11日 沖縄県リコーダーコンテスト リコーダー同好会金賞受賞 全国大会派遣

３月19日 第３５回卒業式

３月28日 第31回全日本リコーダーコンテスト金賞受賞

５月21日 知念地区ミニバスケットボール大会ブロック別優勝 百名小会場

９月26日 第３６回運動会

12月３日 沖縄県童話お話大会出場 低学年…優良賞

平成23年２月８日 四川劇鑑賞会，団員５人来校

３月11日 東日本大震災

リコーダー同好会派遣予定の全日本リコーダーコンテストが中止となる

３月23日 第36回卒業式

平成23年４月７日 平成23年 赴任式・一学期始業式

８日 第37回 入学式

21日 家庭訪問スタート 算数教室スタート（6年）

27日 １年生交通安全教室（与那原警察署・津嘉山自動車学校）体育館にて

28日 １年生を迎える会

５月２日 春の遠足

７月１日 ５年生宿泊学習（玉城青少年の家）２日まで

８月20日 児童英語ストーリーコンテスト銀賞

９月25日 第37回運動会

10月11日 社会見学



10月27日 4年社会見学 県立博物館，6年生職場見学

11月18日 町教育の日(授業参観・学対発表会）

11月23日 6年生修学旅行(本島北部）24日まで

12月26日 全沖縄音楽発表会出場 島尻地区代表(6年合唱)

平成24年１月28日 沖縄県リコーダーコンテスト金賞受賞

１月29日 第37回学芸会

全琉音楽祭出場(リコーダー同好会）

３月９日 ６年生を送る会

３月22日 第37回卒業式

３月23日 平成23年度 修了式・離任式

３月25日 第33回全日本リコーダーコンテスト出場

合奏の部(金賞 ，四重奏Ａ(金賞 ，四重奏Ｂ(銀賞）） ）

平成24年４月９日 第１学期始業式

４月10日 入学式

４月17日 全国学力学習状況調査実施(６年)

４月18日 家庭訪問開始

４月25日 一年生交通安全指導（与那原警察署・津嘉山自動車学校）

４月27日 春の遠足

５月２日 １年生を迎える会

５月14日 ６年平和学習（平和祈念公園）

５月24日 プール開き

６月1～2日 ５年宿泊学習 於：玉城青少年の家

６月15日 平和講演会（低学年 西原正幸氏，高学年 神里富夫氏）

７月12日 ６年非行防止教育(喫煙・万引き・深夜徘徊) 与那原署より

７月17日 ５年非行防止教育(喫煙・万引き・深夜徘徊) 与那原署より

７月25日 あさがお学習会（前期 ２５・２６・２７日）

９月３日 第２学期始業式

９月７日 夏休み作品展

10月５日 火災を想定した避難訓練実施

「輝け その時 そのしゅん間 心を一つに 全力だ！！」10月７日 第３８回運動会

10月11日 社会見学（１～５年）

10月24日 地区陸上競技大会 於：黄金森運動公園

11月５日 地震・津波を想定した避難訓練実施

11月13日 授業参観日，３・４校時に校内音楽発表会実施

11月18日 ６年修学旅行出発（本部，伊江島等）～１９日まで

12月５日 ３・５年県学力到達度調査 標準学力検査（１・２・４・６年）

12月９日 日曜学校公開日学力向上実践発表会（午前中）

12月26日 全沖縄音楽発表会出場（6年合唱）

平成25年１月７日 第３学期始業式

１月27日 平成２４年度 学習発表会， 全琉音楽祭 ６年合唱出場

２月４日 ５年児童会役員選挙 新役員決定 ２月１３日児童会引継ぎ

２月９日 沖縄県リコーダーコンテスト 合奏(金賞・大賞) 四重奏(２チーム金賞）

３月７日 県警サイバー犯罪講演会（４・５・６年）



３月21日 第３８回卒業式

３月22日 修了式，離任式

３月27日 第３４回全日本リコーダーコンテスト出場(合奏，四重奏２チーム)

合奏の部 金賞・花村賞＜グランプリ＞

平成25年４月８日 第１学期始業式

４月９日 入学式（児童を代表して６年生参加）

４月17日 家庭訪問開始

４月21日 ＰＴＡ作業，ＰＴＡ総会

４月24日 全国学力学習状況調査実施(６年生）

５月１日 春の遠足

５月２日 １年生を迎える会

５月８日 １年生交通安全指導（与那原警察署・津嘉山自動車学校）

５月17日 知念地区球技大会(優勝 「ミニバスケットボール」）

５月20日 クラブ発足式

５月23日 プール開き

５月26日 南風原町学校公開日・授業参観

６月４日 不審者侵入避難訓練

６月６日 南風原町教育委員会計画学校訪問

６月７日 ６年平和学習(町文化センター・陸軍病院20号壕）

６月14・15日 ５年宿泊学習 於：玉城青少年の家

６月21日 全児童平和講演会 講師 崎原真弓 氏

７月９日 ＰＴＡ講演会(読み語り)全児童へ 講師 熊澤南水氏

７月22日 個人面談(～２５日)

７月24日 あさがお学習会(～２６日)

９月２日 第２学期始業式

９月４日 地震・津波を想定した避難訓練実施

９月11日 夏休み作品展

「仲間を信じて一致団結 輝け！ 津嘉山っ子」９月29日 第３９回運動会

10月10日 ６年職場見学実施

10月16日 福祉講演会（全児童）講師 桐原 好枝氏

11月11日 社会見学（１～５年）

11月12日 授業参観，校内音楽発表会

11月15日 ４年生JICA研修生との交流 １５名来校

11月20日 ありがとう朝会(学校ボランティアの皆様）

11月24日 ６年修学旅行出発（東村）～２５日まで

12月４日 県学力到達度調査（３・５年） 標準学力検査（１・２・４・６年）

12月６日 島尻地区音楽発表会５・６年出場，６年生県大会へ

12月８日 町教育の日「日曜学校公開日 ・ 町教育講演会」」「

12月12日 「でんじろうサイエンスショー」黄金ホール（５・６年生）

12月13日 沖縄県「童話・お話大会」高学年女子の部会場

12月19日 観劇「スクラップ」 劇団 笑う猫

12月26日 全沖縄音楽発表会6年生合唱出場



平成26年１月６日 第３学期始業式

１月７日 校内書き初め会

１月14日 講演会「インターネット等の安全な使い方」５・6年

１月25日 第33回沖縄県リコーダーコンテスト…合奏の部(金賞)

１月26日 平成２５年度 学習発表会

２月３日 ５年児童会役員選挙（１２日 新児童会役員認証式）

２月９日 電子黒板全学級設置(特別支援学級を除く）

２月17日 委員会活動引継ぎ式

２月18日 火災避難訓練(東部消防）

３月４日 薬物乱用防止教室(与那原警察署より）４・５・６年

３月７日 ６年生を送る会

３月11日 ６年非行防止教育(喫煙・万引き・深夜徘徊)与那原警察署

３月20日 第３９回卒業式

３月24日 修了式，離任式

３月30日 第３５回全日本リコーダーコンテスト出場(合奏)

平成26年４月８日 第１学期始業式

４月９日 入学式(児童を代表して６年生参加) 141名入学 全校児童数754名

４月22日 全国学力状況調査実施(６年生)

５月１日 一年生を迎える会

５月２日 春の遠足

５月12日 家庭訪問(～16日)

５月21日 一年生交通安全指導(与那原警察署･津嘉山自動車学校)

５月25日 南風原町学校公開日・授業参観

６月３日 島尻教育事務所総合訪問

６月５日 南風原町教育委員会計画訪問

６月11日 避難訓練(火災)

６月19日 全児童平和後援会参加 講師 平良啓子氏(対馬丸生存者)

６月25日・26日 ５学年宿泊学習 玉城青少年の家

７月５日 ＰＴＡ読み語り講演会 全児童 講師 熊澤南水氏

７月８日 台風８号接近のため臨時休校

７月９日 大雨特別警報発令のため臨時休校

７月18日 一学期終業式

７月22日 個人面談(～28日)

７月23日 あさがお学習会(～25日)

７月28日 第２回学校評議員会

９月１日 第２学期始業式

９月７日 ＰＴＡ作業

９月11日 校内研修「正しいラジオ体操の動き」 講師 嘉数健悟氏(沖縄大学准教授)

９月28日 第３９回運動会

10月17日 知念地区陸上競技大会

10月24日 ６年生職場見学

11月５日 避難訓練（地震･津波）

11月９日 学習発表会

11月19日 ありがとう集会



11月20日 ６年生修学旅行 ～２１日(東村)

11月26日 社会見学(１～５年)

12月４日 島尻地区音楽発表会 学年合唱(６学年)・独唱(５学年)出場

12月６日 校門坂下カンナ植え付け作業(学校創立４０周年関連事業)

12月14日 南風原町教育の日(授業参観･学力向上実践発表会･教育講演会･教育長表彰)

12月25日 ２学期終業式

平成27年１月６日 ３学期始業式

１月８日 学校創立４０周年記念期成会設立総会

１月27日 避難訓練(不審者対応)

１月31日 ＰＴＡ総務委員会主催漢字検定

２月２日 児童会役員選挙

２月22日 ＰＴＡ作業(教室親子清掃)

３月６日 ６年生を送る会

３月23日 第４０回卒業式

３月24日 修了式 離任式

３月29日 全日本リコーダーコンテスト参加

平成27年４月７日 第一学期始業式 ２～６年生 620名

４月８日 入学式（児童を代表して６年生が参加） 137名 全校児童数757名

４月22日 全国学力・学習状況調査(６年生)

４月27日 一年生を迎える会

５月１日 春の遠足(全学年徒歩にて遠足)

５月11日 家庭訪問(～15日)

５月15日 避難訓練(火災想定)

５月20日 一年生交通安全指導(与那原警察署・津嘉山自動車学校)

５月24日 南風原町学校公開日・授業参観 第１回学校評議員会

５月28日 ５年生宿泊学習(～29日) 玉城青少年の家

６月２日 南風原町教育委員会計画学校訪問

６月12日 平和学習 三年生(講師：保久盛陽) ６年生(講師：神里富雄)

６月15日 平和学習 二年生(講師：大城いつ子)

６月16日 平和学習 四年学年集会「ひとつの花」鑑賞

６月22日 平和学習 一年 大城いつ子

平和学習 一年 大城 俊雄

７月１日 二年つかざんっ子祭(生活科発表)

７月９日 台風９号のため12時40分緊急下校

７月10日 台風９号のため臨時休校

７月17日 一学期終業式

８月13日 学校保健委員会

８月13日 学校・スポ少指導者臨時連絡会（安全の確保）

８月25日 全国学力学習状況調査結果発表「20位」

９月１日 二学期始業式

９月11日 諸見里美貴 教諭着任（臨時的任用 介護休）

９月11日 赤嶺 愛 教諭着任（臨時的任用 病休）

９月14日 佐久本広志教頭離任（島尻教育研究所へ）

９月15日 城間智教頭赴任（昇任、北丘小学校より）



９月27日 第41回運動会

10月16日 知念地区陸上競技選手権大会参加

10月23日 校内研・町指定研究校発表会

10月28日 三年経験者代表授業 大城明日香教諭（六年）

11月８日 学習発表会

11月20日 社会見学（バス利用）一年～五年

11月26日 修学旅行(六年)つつじエコパーク 27日帰校

12月４日 地区音楽発表会 六年生 地区代表となる

12月８日 標準学力調査

12月13日 町教育の日 学校公開日

12月15日 人形劇鑑賞（全校）

12月16日 五年生 博物館・美術館学習

12月24日 六年生 租税教室

12月25日 二学期終業式

12月28日 六年生 第六二回全沖縄学校音楽発表会出場

平成28年１月６日 三学期始業式

１月７日 書き初め

１月17日 四十周年記念式典・祝賀会(体育館)

１月26日 給食を囲んでの交流(町長、教育長等六名)

１月27日 避難訓練（不審者）

１月28日 六年生「職場見学」 一年生「昔遊び」

１月30日 漢字検定（ＰＴＡ主催）

第35回沖縄県リコーダーコンテスト出場

三重奏「銀賞」合奏「金賞」沖縄県代表に選ばれる

２月１日 児童会会長選挙 新会長「城間大海」

２月９日 新一年生入学説明会

２月10日 校内マラソン大会

２月24日 県到達度調査

２月25日 新一年生お招き会

２月29日 六年「劇団四季」鑑賞

３月４日 六年生を送る会

３月23日 第四一回卒業式125名

３月24日 平成27年度修了式、離任式

３月26日 第三七回全日本リコーダーコンテスト七回連続出場

平成28年４月７日 第一学期始業式 ２～６年生 634名

４月８日 入学式（児童を代表して６年生が参加） 144名 全校児童数 778名

４月19日 全国学力・学習状況調査(６年生)

５月２日 一年生を迎える会

５月６日 春の遠足

５月９日 家庭訪問(～13日まで)

５月25日 一年生交通安全教室(津嘉山自動車学校にて実施)

５月29日 南風原町学校公開日 安全マップづくり(ＰＴＡ) 第１回学校評議員会

６月８日～10日 離島体験交流学習(５年生126名参加 渡嘉敷島)

６月14日 不審者対策避難訓練



６月21日～22日 特別支援学級宿泊学習(県立糸満青少年の家にて)

６月28日 沖縄弁護士会による出前授業

(５年生対象 いじめの防止について 弁護士３名来校)

６月29日～７月１日 先進地視察研修(仲嶺英輝教諭参加 福井県福井市)

７月６日 でんじろうサイエンスショー(５・６年生参加 町中央公民館)

７月19日 民生委員・児童委員との話し合い

７月20日 一学期終業式

９月１日 二学期始業式

９月５日 沖縄弁護士会による出前授業

(６年生対象 いじめの防止について 弁護士３名来校)

９月６日 台風13号接近に伴い，５校時までの授業(児童下校15:00)

９月８日 学校保健委員会

９月25日 第42回 運動会

10月３日 台風18号接近に伴い暴風警報発令のため臨時休校(職員業務停止11:00)

10月14日 全日本リコーダー教育研究会全国大会公開授業

(授業者：添石千紘教諭 ３年４組児童参加 町中央公民館)

10月17日 全職員による読み語り

10月18日 地震・津波想定避難訓練

10月21日 知念地区陸上競技選手権大会(黄金森陸上競技場)

10月26日 校内研研究授業(１年，２年，４年)

10月28日 校内研研究授業(３年，５年，６年)

授業研究会(講師：森力 琉球大学教職大学院准教授)

11月８日～９日 南星中学校職場体験学習受入(２年生４名)

11月９日～11日 南風原高校インターンシップ受入(２年生11名)

11月13日 学習発表会

11月16日～18日 那覇高校インターンシップ受入(１年生３名)

11月22日 地区ブロック研究会学力調査官招聘公開授業・講演会

(授業者：渡邊寿賀子教諭 講師：笠井健一 文科省教科調査官)

11月24日 社会見学(１～５年)

11月24日～25日 修学旅行(６年 東村エコパーク)

12月１日 地区音楽発表会(学校代表：６年生学年合唱 リコーダー同好会)

12月６日 標準学力調査実施(全学年)

12月８日 キャリア学習(６年生 プロに学ぼう)

12月９日 県学力向上推進室支援訪問

12月11日 南風原町教育の日 学校公開日 学力向上実践報告会 第2回学校評議員会

教育講演会(講師：我喜屋優 興南学園理事長) 教育長表彰

12月22日 二学期終業式

平成30年１月６日 三学期始業式

１月10日 校内書き初め会

１月19日～20日 県外視察研修

(渡邊寿賀子教諭 上原里乃教諭 茅ヶ崎市立浜之郷小学校)

１月24日 火災想定避難訓練

１月25日 一年生昔遊び体験(学校支援ボランティア来校)

１月26日 マナー講習会(６年生)

１月28日 漢字検定(ＰＴＡ総務委員会)



１月31日 職場見学(６年)

２月３日 児童会長選挙

２月７日 新一年生入学説明会

２月16日 新一年生お招き会

２月22日 県学力到達度調査(３～６年)

３月10日 ６年生を送る会

３月23日 第43回卒業式

３月24日 修了式 離任式

平成29年度

平成29年４月３日 辞令交付式

教 諭 新崎 蘭子(坂田小学校) 棚原 悦子(西崎小学校)

神里 岳彦(渡名喜小学校) 山田 光也(新城小学校)

仲座 千恵子(伊良波小学校)

池原 毅(新規採用) 屋比久 咲(新規採用)

亀川 千明(再任用)

臨 任 川満さつき 濱元 秀太 湧川 理沙 與那覇 夏実 宮城 里沙

嶺井 龍也 奥原 友紀乃

非常勤 山城 ほたる

学習支援員 玉元 真吾 西銘 美咲

特別支援教育支援員 島袋 久美子 照屋 愛 永井 恵利子

４月７日 第一学期始業式 ２～６年生 675名

４月８日 入学式（児童を代表して６年生が参加） 143名 全校児童数 818名

４月17日 委員会活動発足式

４月18日 全国学力・学習状況調査(６年生)

４月19日 こいのぼり集会，クラブ活動発足式(４～６年)

４月28日 春の遠足(全学年)

４月30日 第１回ＰＴＡ作業

５月２日 一年生を迎える会

５月８日 家庭訪問(～12日まで)

５月16日 ＰＴＡ総会

５月19日 プール開き

５月24日 交通安全教室(１年生 津嘉山自動車学校にて実施)

５月28日 南風原町学校公開日 学校経営説明・学力向上推進説明会

第１回学校評議員会

６月５日 町教育委員会学校訪問

６月９日 校内研修 道徳提案授業 授業者：渡嘉敷隼(６年２組)

６月13日 授業参観 ５年宿泊学習説明会 人事に関する学校訪問(島尻教育事務所職員)

６月16日 不審者対策避難訓練

６月21日～22日 宿泊学習(５年生１２５名 県立玉城青少年の家)

特別支援学級宿泊学習(６名 県立糸満青少年の家)

６月22日 支部ＰＴＡ教育懇談会

６月28日～30日 先進地視察研修(仲座千恵子教諭参加 福井県福井市)

６月30日 津嘉山っ子まつり(２年生 体育館)

７月５日 音楽鑑賞会



７月７日 熊澤南水氏による朗読会(５年生対象)

７月13日 学校保健委員会

７月20日 一学期終業式 服務に関する学校訪問(町教育委員会)

７月21日 個人面談(～26日まで)

７月24日～25日 あさがお学習会

７月27日 火災想定避難訓練(職員対象 実技訓練) 講師：東部消防署職員

９月１日 二学期始業式

９月２日 南風原町小中学生陸上競技大会(黄金森陸上競技場)

９月５日 旧盆(ウークイ)のため休校

９月10日 第２回ＰＴＡ作業

９月24日 第43回運動会

10月６日 文科省指定道徳教育研究公開授業研究会(公開授業：２年，４年，５年)

10月12日 校内音楽会(授業参観を兼ねる) 修学旅行説明会(６年)

10月15日 津嘉山幼稚園運動会(本校運動場)

10月19日 地震・津波壮麗避難訓練

10月20日 知念地区小学生陸上競技選手権大会

10月28日 台風22号接近に伴い暴風警報発令のため臨時休校

11月５日 学習発表会

11月８日 地区童話・お話大会予選大会(低学年の部)会場

11月12日 津嘉山区民運動会

11月16日～17日 修学旅行(６年生 本島北部 東村エコパーク他)

11月24日 社会見学(１～５年生)

11月30日～12月１日 県外視察研修

(宮城利恵子教諭 津嘉山優子教諭 神奈川県茅ヶ崎市浜之郷小学校)

12月１日 地区小学校音楽発表大会

(５年：波照間心呂，６年：学年合唱 地区代表として選出)

12月10日 南風原町教育の日 学校公開日 学力向上実践報告会 第２回学校評議員会

教育講演会(講師：賀数仁然氏) 教育長表彰

12月14日 ６年キャリア教育(スペシャリストに学ぼう)

12月25日 二学期終業式

12月26日 全沖縄学校音楽発表会(５年：波照間心呂，６年：学年合唱 地区代表と出場)

(５年：波照間心呂 独唱の部代表として全琉音楽祭へ出場)

平成30年１月９日 三学期始業式

１月10日 校内書き初め会

１月11日 ６年生租税教室(講師：南風原町役場職員)

１月16日 保育園・幼稚園・小学校連絡会

１月17日 ６年生マナー講習

１月23日 職場見学(６年)

１月24日 １年生昔遊び(講師：津嘉山老人会，津嘉山ティガネーの会，保護者他)

１月25日 火災想定避難訓練

１月27日 全琉音楽祭（５年：波照間心呂 独唱の部)

２月２日 児童会長選挙

２月６日 新一年生入学説明会

２月８日 校内マラソン大会

２月15日 新一年生お招き会



２月21日 県到達度調査(３～６年)

２月25日 第３回ＰＴＡ作業

２月27日 第３回学校評議員会

３月２日 ６年生を送る会

３月22日 第43回卒業式

３月23日 修了式，離任式

離任者

教 頭 城間 智（県教育庁生涯学習振興課）

教 諭 上原里乃（宮古島市立平良第一小学校） 渡嘉敷隼（豊見城市立上田小学校）

平良みどり（浦添市市立当山小学校） 平田一子（那覇市立識名小学校）

沖田富和（南城市立佐敷中学校）

臨 任 川満さつき（任期満了により退職） 濱元秀太（豊見城市立豊崎小学校）

（ ） （ ）濵元優作 豊見城市立豊見城小学校 奥原友紀乃 南風原町立南風原小学校

図書館司書 保良美星（南風原町立南星中学校） 橋本亜貴子（任期満了により退職）

非 常 勤 山城ほたる（中城村立津覇小学校）

学習支援 玉元真吾（那覇市立古蔵小学校）

特別支援 金城和美（任期満了により退職）


