
Ⅰ 沿 革 の 概 要

昭和47年 1月18日 琉球政府立中部養護学校として設立を認可される

1月20日 初代宮城康輝校長，金城順亮教頭発令

1月27日 校章制定

2月29日 設立準備事務所を美里小学校図書館に移す

3月10日 美里公民館及び美里青年会館を仮校舎として借用

3月21日 校名変更「琉球政府立美咲養護学校」となる

4月15日 校歌制定，作詞；金城順亮，作曲；吉岡敏晴

5月10日 開校式挙行(小学部22名，中学部14名，職員15名)

5月15日 祖国復帰により校名を「沖縄県立美咲養護学校」と改める

昭和48年 3月24日 第１回修了式並びに第１回小学部卒業式挙行

5月28日 新校舎へ移転，管理棟竣工

6月 1日 第２回始業式，入学式を挙行

昭和49年 3月 1日 第１回学習発表会及び作品展示会

12月25日 高等部設置要請臨時後援会総会を開催

昭和50年 3月25日 第３回小学部，第１回中学部卒業式(小学部７名，中学部２名)

5月 1日 在籍数小学部75名,中学部52名,職員数56名(小教16名,中教19名)

5月 1日 体育館竣工

昭和51年 1月30日 高等部設置認可(沖縄県教育委員会)

5月 1日 在籍数小学部76名，中学部42名，高等部27名，計145名，職員数64名

昭和52年 4月22日 プール竣工

5月10日 創立５周年祝賀会，５周年記念誌「あしあと」発行

昭和53年 3月31日 初代宮城康輝校長勧奨退職

4月 1日 第２代嘉陽宗利校長就任

昭和54年 3月10日 第１回高等部卒業式(男子11名，女子14名，計25名)

4月 1日 養護学校教育義務制となる

昭和55年 2月20日 沖縄県教育委員会指定研究発表会(数学教育；照屋盛栄教諭)

5月 1日 在籍数小学部107名,中学部42名,高等部54名,計203名,職員数95名

昭和56年 5月 2日 後援会を解散しPTAを結成(初代会長;仲泊正勝氏,副会長高江洲タケ氏)

昭和57年 3月31日 第２代嘉陽宗利校長勧奨退職

4月 1日 第３代平良正久校長就任

12月15日 創立10周年記念式典及び祝賀会を挙行(10周年記念誌発行)

昭和58年 3月25日 校舎建設竣工

6月22日 校舎落成記念式典並びに祝賀会挙行

昭和59年 8月28日 体育館(増築)落成

昭和60年 4月27日 アラーム警備を開始

5月 1日 在籍数小学部55名,中学部60名,高等部76名,計191名,職員数93名

昭和61年 3月31日 第３代平良正久校長勧奨退職

4月 1日 昭和61年度教職員人事異動発令により第４代宮良用倫校長就任

6月17日 心身障害児適正就学指導推進研究校の文部省指定を受ける

昭和62年 3月31日 第４代宮良用倫校長勧奨退職

4月 1日 第５代真栄城徳仁校長就任

昭和63年 4月 1日 教頭２人制となる(大城朝次郎教頭，小浜光次郎教頭)

11月22日 沖縄市立越来小学校５年と芋ほり交流教育を実施

平成元年 5月 1日 在籍数小学部部60名，中学部70名，高等部120名，職員数112名

11月 6日 学校住所変更;沖縄市美里4丁目18番1号(旧住所;沖縄市字美里1987番地から)

平成２年 2月10日 第18回沖特研精神薄弱教育研究大会を本校で開催

10月31日 第５代真栄城徳仁校長離任(県立沖縄高等養護学校へ)



11月 1日 第６代仲宗根恵蔵校長就任

12月 6日 全国野鳥生物保護実績発表大会にて日本鳥類保護連盟より表彰

平成３年 3月 6日 心身障害児職業自立調査研究地域推進協議会が発足

10月13日 第19回運動会，きじ鳩の放鳥

平成４年 2月20日 心身障害児職業自立調査研究協力校の発表を行う

3月13日 第１回養護学校駅伝大会にて本校優勝

5月10日 創立20周年記念式典及び祝賀会を挙行(20周年記念誌発行）

平成５年 2月20日 環境モデル校実践発表会を行う

3月31日 第６代仲宗根恵蔵校長離任(県立西崎養護学校へ)

4月 1日 第７代大城朝次郎校長就任

5月 1日 在籍数小学部62名,中学部63名,高等部88名,計213名,職員数119名

12月14日 平成５･６年度沖縄県教育委員会指定教育課程研究中間発表

平成６年 4月22日 財務課、施設課、校舎改築に向け学校視察

平成７年 3月31日 第７代大城朝次郎校長勧奨退職

４月１日 第８代仲嶺貞夫校長就任

10月15日 第23回運動会を沖縄県総合運動公園レクリェーションドームにて実施

11月28日 日本体育学校健康センター沖縄支部より「学校安全優良校」に表彰される

平成８年 1月19日 新校舎玄関に「美咲シーサー」を設置する

4月 1日 学校の教育目標「社会参加･自立･貢献」を目指す高等部制服を導入する

5月 1日 在籍数小学部76名,中学部71名,高等部98名,計245名,職員数125名

5月10日 第24回創立記念日，校舎全面改築記念式(記念除幕式・記念式典・祝賀会挙行

石碑に「きれいに咲こうよ 咲かそうよ」の校歌の一節を刻む(揮毫登川正雄氏)

9月30日 平成8･9年度 文部省指定「障害児の就学指導に関する調査研究」協力校に

本校が指定される

平成９年 12月10日 平成８・９年度文部省指定「障害児の就学指導に関する調査研究」の研究成果報告

平成10年 3月31日 第８代仲嶺貞夫校長離任(県立那覇養護学校へ)

4月 1日 第９代大濱克己校長就任

5月 1日 在籍数小学部93名,中学部59名,高等部95名 合計274名 職員数141名

11月12日 第37回全国特殊教育研究連盟研究大会沖縄大会第8・9分科会本校で行われる

平成11年 4月20日 沖縄県教育委員会指定グループ研究(小学部)発表

11月28日 養護学校体育大会(雨天のため八重山養護学校との交流会)本校体育館

平成12年 1月11日 美咲養護学校幼稚部設置及びプール改築工事決定(県教育委員会)

2月22日 沖縄県教育委員会指定職業自立重点校研究最終報告会

3月31日 第９代大濱克己校長離任(県立沖縄高等養護学校へ)

4月 1日 第10代仲本董校長就任

10月12日 幼稚部校舎新築及びプール改築安全祈願祭挙行

平成13年 4月 4日 幼稚部新校舎及びプールの引き渡し式

4月10日 第１回幼稚部入学式挙行( 男４名 女３名 計７名 )

5月10日 第29回創立記念日(幼稚部開校・校舎・プール落成記念式典及び祝賀会挙行)

5月12日 創立30周年記念期成会発足

10月23日 平成13年度緑化コンクール「準特選」沖縄県緑化推進委員会より表彰を受ける

平成14年 1月11日 全校「新春走り初め」大会

5月10日 創立30周年式典並びに祝賀会挙行(記念誌「みさき」発行)

10月17日 第50回全琉小・中・高図画・作文・書道コンクール美術の部

最優秀賞；仲村渠悟(中学部3年)

12月 2日 第39回全沖縄青少年読書感想文・感想画コンクールの感想画の部で

「優秀賞」受賞(小5年；當山早人)

12月11日 音楽鑑賞会(地元沖縄のアーティスト「しゃかり」のコンサート鑑賞)

平成15年 11月 8日 第３回全国障害者スポーツ静岡県大会（高３；高江洲 瞳参加）

平成16年 1月20日 第10回全国盲・聾・養護学校文化祭の造形・美術部門 中１年；崎原さくら 優秀賞



3月 4日 第18回沖縄市花いっぱいコンクール「最優秀賞」受賞

3月31日 第10代仲本董校長退職

4月 1日 第11代仲間博史校長就任

平成17年 11月 9日 第53回全琉小，中，高図画作文書道コンクール

(図画の部入賞者 小1名 中２名 高１６名)

11月28日 第16回養護学校体育大会

高等部；代表男子400Mリレー 代表400Ｍリレー 1位入賞

中学部；1年男子100M走，男子1500M走，女子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投げ男子400Mﾘﾚｰ 1位入賞

平成18年 1月24日 第44回全沖縄児童生徒書き初め展表彰式

小学部 銅賞 ２名 高等部 銅賞29名 銀賞15名 学校賞 高等部

2月15日 第43回沖縄教育版画コンクール（入賞；小８名 合作小５ 中６名）

3月31日 第11代仲間博史校長離任（県立島尻養護学校へ）

4月 1日 第12代大城一夫校長就任

10月12日 第６回全国障害者スポーツ兵庫県大会(～17日)(高２；比嘉愼太郎 水泳参加)

平成19年 10月23日 第55回全琉小，中，高図画・作文・書道コンクール

（図画の部；最優秀賞 １名，優秀賞 ６名，優良賞 19名）

11月18日 第19回養護学校体育大会（中・高生徒参加）

高等部；代表女子200M １位，代表男子100M, 3000M, 走り高跳び１位

平成20年 1月29日 第46回全沖縄児童生徒書き初め展（金賞 高１名，銀賞 高２名，銅賞 高８名）

2月14日 第45回沖縄教育版画コンクール（中；優秀１名，佳作２名，入選15名）

（高；特選１名，優秀４名，佳作４名，入選24名）

2月14日 第16回養体連駅伝大会（高等部Ａチーム２位）

4月 8日 平成20年度入学式（新入生；幼稚部３名 小学部15名 中学部24名 高等部32名）

9月19日 ＰＴＡ秋祭り

10月12日 第36回運動会 テーマ「感動の嵐を巻きおこせ！力いっぱい 笑顔いっぱい 美咲2008」

鳩の放鳥

平成21年 2月13日 第17回養体連駅伝大会（中学部Ａチーム１位，高等部Ａチーム５位）

3月13日 高等部 第31回 卒業式（男子21名，女子14名，計35名）

3月16日 平成21年度 幼稚部，高等部入学者合格発表（合格者；幼５名，高40名）

3月19日 幼稚部第8回修了式 小学部第37回卒業式 中学部第35回卒業式

3月31日 第12代大城一夫校長退職

4月 1日 平成21年度人事異動発令により第13代城間律子校長就任

校名変更「沖縄県立美咲特別支援学校」となる

5月10日 創立記念日

平成22年 1月19日 平成21年度沖縄県教育委員会指定グループ研究報告会

2月12日 第18回特体連駅伝大会 中学部２ﾁｰﾑ,高等部３ﾁｰﾑ出場 高等部Aチーム３位

3月16日 第32回高等部卒業式(男子２５名.女子１９名、計４４名)

3月19日 小学部第38回 卒業式 中学部第36回 卒業式

4月 1日 平成22年度人事異動発令により、城間敦子教頭他５６名の職員が着任する

4月 7日 平成22年度一学期始業式並びに就任式

4月 8日 平成22年度入学式（幼稚部６名小学部13名中学部23名 高等部47名 計８９名)

5月10日 創立記念日

7月28日 美ら島高校総体総合開会式 (公開演技ﾘｽﾞﾑﾀﾞﾝｽに高等部生徒３３名参加)

草花供給(会場周辺)

9月17日 PTA秋祭り

10月10日 第37回運動会 テーマ「笑顔いっぱい！美咲の風を巻き起こせ！」

10月23日 第10回全国障害者スポーツ大会ゆめ半島千葉大会2010（～10/25日まで）

高等部３年 比屋根 吉晴陸上競技（1500M,走り幅跳び）参加。

10月25日 平成22年度県緑化コンクール「特選」 高等部校内実習・現場実習（～11/５）

平成23年



3月15日 第33回高等部卒業式(男子２１名.女子１１名、計３２名)

平成23年度 高等部入学者合格発表(合格者；４０名)

3月18日 第9回幼稚部修了式 第39回小学部卒業式第37回中学部卒業式

3月24日 平成22年度 修了式、離任式

4月 1日 平成23年度人事異動により佐和田聡教頭以下77名の職員が着任する。

4月 7日 平成23年度一学期始業式及び就任式

入学式（幼稚部5名、小学部26名、中学部33名、高等部40名 計104名）

5月10日 創立記念日

平成24年

1月 6日 三学期始業式

1月17日 平成23年度沖縄県教育委員会指定研究中間報告会

2月 5日 第36回学習発表会

3月13日 第34回高等部卒業式（男子26名、女子14名）

3月19日 幼稚部第10回修了式、小学部第40回、中学部第38回卒業式

3月19日 平成23年度修了式、離任式

3月30日 第13代城間律子校長退職

4月 1日 平成２４年度人事異動発令により新崎毎子校長他75名の職員着任

11日 入学式（新入生：幼稚部11名 小学部18名 中学部31名 高等部54名計（114名）

5月10日 学校創立記念日（４０周年）

10月 7日 第３８回運動会「跳べ、走れ、舞え、ワイルドに咲こうよ、咲かそうぜ」

27日 美咲特別支援学校創立４０周年記念式典及び懇親会

平成25年

2月 1日 平成２３・２４年度県指定研究校中間報告会

13日 第35回高等部卒業式（男子 32名 女子15名 計47名）

19日 小学部第４１回卒業式（男子１７名、女子２名 計１９名）

中学部第３９回卒業式（男子１７名、女子９名 計２６名）

4月 1日 平成25年度人事異動発令により宇良圭代教頭他６７名の職員着任

8日 一学期就任式並びに始業式

11日 入学式（新入生 幼稚部８名、小学部２２名、中学部３０名、高等部４７名）

学校創立記念日（４１周年）

11月 １日 分校準備室設置に伴い、教頭城間政次 教務主任今村清輝 発令

７日 第４７回九州地区特別支援教育研究連盟研究大会/沖縄大会

（～８日 那覇市・てぃるる/パシフィックホテル）

平成26年

2月 1日 人事異動発令により渡久地直哉教頭着任

2日 第３７回学習発表会

テーマ『きれいに咲こうよ咲かそうよ みんなで咲かそう美咲の花』

14日 高等部第３６回卒業式（男子２３名、女子１７名 計４０名）

19日 小学部第４２回卒業式（男子１８名、女子２名 計２０名）

中学部第４０回卒業式（男子２１名、女子１１名 計３２名）

20日 はなさき分校へ送る会

24日 平成２５年度 修了式、離任式

31日 第１４代 新崎毎子校長退職

平成26年度

4月 1日 平成２６年度人事異動発令により、町田裕校長６９名の職員着任

12日 北中城村屋宜原415（沖縄ろう学校の敷地内）に小学部・中学部・高等部設置の

はなさき分校が開校

10日 学校創立記念日（４２周年）

10月 5日 第３９回運動会 台風接近の為延期

※１０月１１日に延期したが当日も台風の影響にて中止



29日 第４３回沖縄県特別支援教育研究大会 於：美咲特別支援学校

「生きる力を育む特別支援教育の推進」 ～自立と社会参加を目指して～

記念講演：「配慮が必要な児童生徒の授業の充実に向けて」

～インタレストメソッドを通して考える～ 講師：大沼直樹

平成27年

2月 5日 買ってくだ祭★みさき市（展示・販売）

3月16日 第３７回高等部卒業式 男子３０名 女子１３名 計４３名

18日 幼稚部第１３回修了式 男子 ７名 女子６名 計１３名

19日 小学部第４３回卒業式 男子１７名 女子６名 計２３名

中学部第４１回卒業式 男子１８名 女子７名 計２５名

24日 平成２６年度修了式並びに離任式

平成27年度

４月 １日 平成２７年度人事異動発令により、６４名の職員着任、初任者７名辞令交付

８日 平成２７年度入学式

（幼稚部９名、小学部１７名、中学部３３名、高等部４６名 計１０５名）

５月 10日 学校創立記念日（４３周年）

平成28年

3月 15日 第38回高等部卒業式 男子24名 女子名10名 計34名

16日 平成28年度高等部合格発表

合格者 男子29名 女子12名 計41名

18日 幼稚部第14回修了式 男子 ５名 女子４名 計９名

19日 小学部第44回卒業式 男子９名 女子７名 計16名

中学部第42回卒業式 男子17名 女子３名 計20名

24日 平成27年度修了式並びに離任式

平成28年度

４月 １日 平成28年度人事異動発令により、校長座間味恵利子他５５名の職員着任

初任者６名辞令交付

11日 平成28年度入学式(幼稚部９名、小学部12名、中学部25名、高等部41名計87名）

５月 10日 学校創立記念日（44周年）

６月 16日 紀伊コスモス特別支援学校との交流会（高等部）

24日 平和学習（幼小）新崎毎子元校長 一人芝居による学習活動実施

（中高）スタンプラリー

８日 具志川高等学校との交流学習（高等部２年）

10月 ２日 第40回運動会 テーマ：『みんなはひとつ 笑顔 輝く 運動会』

12月 ９日 幼稚部合格発表 １０名合格

平成29年

13日 PTA優良校表彰祝賀会 ﾓｰﾘｱｸﾗｼｯｸ

３月 14日 第39回高等部卒業式 男子２７名 女子名１３名 計４０名

15日 平成29年度高等部合格発表

合格者 男子３７名 女子１７名 計５４名

16日 幼稚部第15回修了式 男子４名 女子５名 計９名

22日 小学部第45回卒業式 男子１７名 女子５名 計２２名

中学部第43回卒業式 男子２０ 名 女子４ 名 計２４ 名

24日 平成28年度修了式並びに離任式

平成29年度

４月 ３日 平成29年度人事異動発令により、３８名の職員着任

初任者６名辞令交付 新職員への辞令交付式

７日 平成29年度一学期始業式並び就任式



10日 平成29年度入学式

（幼稚部10名、小学部26名、中学部27名、高等部54名 計117名）

５月 10日 学校創立記念日（45周年） 自力通学指導（中高 ～５月23日）

６月 13日 紀伊コスモス特別支援学校との交流会（高等部）

平成30年

１月 28日 第39回学習発表会（小学部･中学部） 展示・販売（高等部）

テーマ「みんなが主役！！笑顔あふれる 美咲フレンズ」

２月 14日 沖縄県教育委員会指定 グループ研究 成果報告会

テーマ「幼児児童生徒の教育的ニーズに応じた系統的な指導を目指した取組み」

～「自立活動シート」の作成を通して～

３月 14日 第40回高等部卒業式 男子名31 女子15名 計46名

16日 第16回幼稚部修了式 男子6名 女子4名 計10名

22日 第46回小学部卒業式 男子11名 女子 6名 計17名

第44回中学部卒業式 男子22名 女子11名 計33名

23日 平成29年度修了式並びに離任式

平成30年度

４月 ２日 平成30年度人事異動発令により、校長 徳永盛之 他61名の職員着任

初任者５名(教諭４名、事務職員１名)辞令交付 新職員への辞令交付式

７日 平成30年度一学期始業式並び就任式

10日 平成30年度入学式

（幼稚部9名、小学部23名、中学部25名、高等部53名 計110名）

10日 学校創立記念日（46周年）

11月 １日 校舎改築による給食弁当支給スタート

平成31年

３月12日 第41回高等部卒業式 男子28名 女子12名 計40名

13日 平成31年度高等部合格発表 男子25名 女子14名 計39名

15日 第17回幼稚部修了式 男子７名 女子2名 計９名

20日 第47回小学部卒業式 男子17名 女子4名 計21名

第45回中学部卒業式 男子17名 女子7名 計24名

22日 平成30年度修了式並びに離任式

平成31年度(令和元年度)

４月 ８日 平成31年度一学期始業式並び就任式

９日 平成31年度入学式

（幼稚部10名、小学部18名、中学部30名、高等部39名 計97名）

令和元年

５月 10日 学校創立記念日（47周年）

12月 26日 新校舎完成･引渡

令和２年

１月 17日 沖縄県知事（玉城康裕）学校訪問、校内マラソン大会（高等部）、授業参観日

25日 第40回学習発表会（小学部･中学部） 展示・販売（高等部）

テーマ：「平成から令和へ！それいけ美咲！！ONE TEAM」

介護等体験（高等部）琉球大学～26日

３月 10日 第42回高等部卒業式 男子36名 女子17名 計53名

13日 第18回幼稚部修了式 男子７名 女子３名 計10名

19日 第48回小学部卒業式 男子14名 女子6名 計20名

第46回中学部卒業式 男子21名 女子7名 計28名

24日 平成31年度修了式並びに離任式



令和２年度

４月 １日 小学部（28名）中学部（23名）入学 県立学校教育課

令和２年度人事異動発令により、校長（城間政次）他61名の職員着任

初任者５名(教諭４名、養護教諭１名)辞令交付 新職員辞令交付式

20日 新型コロナ感染症対策のための県立学校における一斉臨時休業の期間延長

～５月６日

５月 ７日 県立学校の臨時休業及び再開後の取扱により臨時休業の期間延長～20日

10日 創立記念日（48周年）

22日 令和２年度入学式挙行 新入生のみ登校

（幼稚部10名、小学部28名、中学部23名、高等部57名 計118名）過去最大

25日 新型コロナウィルス感染症対策のため分散登校～６月５日

６月 ８日 完全通常登校開始

15日 過密化解消のためのスクールバス登校時増便（３台）

８月 11日 沖縄県緊急事態宣言（～29日）

12日 新型コロナウィルス感染症対策のための臨時休業（～16日）

17日 新型コロナウィルス感染症対策のための臨時休業（～23日）

９月 25日 中学部運動会・授業参観日

10月 ７日 小学部運動会・授業参観日

29日 県教育委員（松本、照屋、上原、山里、蔵根）来校

20日 高等部運動会・授業参観日

令和３年

３月 17日 第19回幼稚部修了式 男子７名 女子３名 計１０名

18日 第49回小学部卒業式 男子１５名 女子１１名 計２６名

19日 第47回中学部卒業式 男子１７名 女子１０名 計２７名

24日 令和２年度修了式・離任式

令和３年度

４月 １日 令和３年度人事異動発令により、副校長（粟國静夫）他56名の職員着任

初任者６名辞令交付 新職員辞令交付式

７日 令和３年度一学期始業式並びに就任式（放送）

８日 令和３年度入学式

(幼稚部９名・小学部18名、中学部31名、高等部60名、計118名）

５月 1日 本校外壁補修工事開始

10日 創立記念日（49周年）

23日 沖縄県が緊急事態宣言の対象区域に追加（学校行事の短縮・延期・中止）

~ 6/20まで

５月 31日 分散登校開始 ~ 6/20まで

６月 ７日 「県立学校における新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業（通知）」

により6/20まで休校。課題プリントやインターネットを利用した授業の取組開始

17日 政府が沖縄県における緊急事態措置の延長を決定、7月11日まで延長となる。

21日 学校再開（一斉登校・通常授業開始）

７月 8日 政府が沖縄県における緊急事態措置期間の再延長を決定、8月22日までとなる。

22日 夏季休業が8月24日迄となる。

27日 山形大学教授 三浦光哉氏によるWEBでの全体研修が実施。

８月 4日 政府が沖縄県における緊急事態措置期間の再延長を決定、8月31日までとなる。

17日 「第21回全国障害者スポーツ大会(三重ことわか大会)の開催中止に伴う沖縄県選

手団派遣中止について」より、岩崎永流(高3:水泳)、知花海良(高2:ボウリング)

へ記念品贈呈となる。

25日 政府が沖縄県における緊急事態措置期間の再々延長を決定、9月12日までとなる。



25日 第２学期始業式 8月31日まで分散登校実施

30日 9月16日まで分散登校継続実施

９月 9日 政府が沖縄県における緊急事態措置期間の延長を決定、9月30日までとなる。

13日 9月30日まで分散登校継続実施

28日 県教育庁総務課による中部地区A特別支援学校建設に関する視察と説明会を実施。

10月 1日 特措法に基づく緊急事態措置に係る沖縄県対処方針より、緊急事態宣言解除と経

済活動再開に向けた感染拡大抑止期間として、10月31日まで準備期間とする。

12日 沖縄県照屋副知事による学校訪問。

令和４年

1月6日 教県第1672号、1月6日付け通知により、1月7日から当面の間、分散登校となる。

7日 「まん延防止等重点措置」指定に伴う沖縄県対処方針が31日まで発令分散登校

(～14日)開始

11日 「まん延防止等重点措置」継続による分散登校28日まで延長

31日 本校分散登校を終了。通常登校開始。

3月 16日 第44回高等部卒業式 男子24名、女子14名、計38名

17日 第20回幼稚部修了式 男子7名、女子2名、計9名

18日 第50回小学部卒業式 男子8名、女子4名、計12名

第48回中学部卒業式 男子24名、女子8名、計32名

24日 令和3年度修了式、離任式

31日 退職者辞令交付式（小1名、中1名、高1名、用務1名が退職）


