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沖縄県立名護養護学校の訪問学級として名護療育園内で教育活動を開始
（教員６名、小学部１７名、中学部９名、計２６名）
沖縄県立学校の分校設置に関する規則の一部を改正する規則（沖縄県教育委員会規
則第７号）により沖縄県立泡瀬養護学校名護分校として名護市字宇茂佐 1787 番地
の 1 に設置する。
校舎の起工式を挙行する。
沖縄県立泡瀬養護学校名護分校として発足する。
校長・久高利男（兼）
教頭・仲田文雄、事務主事・木下義章、教諭・宮城信夫発令される。
本校内に開校準備室を設置する。
校舎建設工事竣工する。（校地面積 2,965.40 ㎡、校舎面積 2,000 ㎡）
開校
開校式、始業式、並びに入学式
（教員２６名、小学部２３名、中学部１３名、計３６名）
名護療育園で授業を開始 校舎の引き渡しを業者より受ける。
新校舎で授業を開始
開校記念、校舎落成式典
第１回運動会を療育園と合同で行う。ＰＴＡ発足集会を開催する。
第１回学習発表会
第１回修了式・卒業式・離任式（卒業生：小学部５名、中学部８名、計１３名）
始業式・並びに入学式（新入生：小学部０名、中学部５名）
第２回運動会 療育園と合同
第２回学習発表会
第２回修了式・卒業式・離任式（卒業生：小学部３名、中学部２名、計５名）
研究紀要第１号発刊される。
人事異動：転入 校長・宮城孫尚、教頭・渡口麗順発令される。
平成元年度 入学式・始業式・就任式（新入生：小学部３名、中学部３名）
第３回修了式・卒業式・離任式（卒業生：小学部３名、中学部３名、計６名）
平成２年度就任式・始業式・入学式（新入生：小学部３名、中学部３名）
第４回修了式・卒業式・離任式（卒業生：小学部２名、中学部６名）
人事異動：転出 校長・宮城孫尚（沖ろうへ）
転入 校長・新屋敷秀樹（沖ろうから）
平成３年度就任式・始業式・入学式（新入生：小学部１名、中学部２名）

第５回修了式・卒業式・離任式（卒業生：小学部５名、中学部３名、計８名）
人事異動：転出 教頭・渡口麗順（那覇養護へ）
転入 教頭・照屋盛順（森川養護から昇任）
７日 平成４年度始業式・就任式・入学式（新入生：小学部１名、中学部１名）

平成５年
３月２３日 第６回修了式・卒業式・離任式（卒業生：小学部１名、中学部５名、計６名）
４月 ７日 平成５年度就任式・始業式・入学式（新入生：小学部２名、中学部１名）
１２月１７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報告会
平成６年
３月２３日 第７回修了式・卒業式・離任式（卒業生：小学部１名、中学部２名、計３名）
４月 １日 人事異動：転入 校 長・大城勇一（島尻養護から）
事務長・安富祖英紀（本部高校から）
５月２０日 「花と緑と野鳥の住む学園」構想の重点校に指定される。
７月２６日 木工機械設置
平成７年
２月 ３日 平成５・６年度沖縄県教育委員会指定教育課程研究発表会
３月２３日 第８回修了式・卒業式・離任式（卒業生：小学部６名、中学部５名、計１１名）
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人事異動：転出 教頭・照屋盛順（沖ろうへ）
転入 教頭・仲松忠（鏡が丘養護から）
平成７年度就任式・始業式・入学式（新入生：小学部０名、中学部６名、計６名）
第９回修了式・卒業式・離任式（卒業生：小学部３名、中学部１名、計４名）
平成８年度就任式・始業式・入学式（新入生：小学部０名、中学部３名、計３名）
平成９年度４月から１部通学制実施の通知を県教育委員会から受ける。
創立１０周年記念誌発刊
第１０回修了式・卒業式・離任式（卒業生：小学部１名、中学部１名、計２名）
人事異動：定年退職 校長・大城勇一、転出 教頭・仲松忠（那覇養護へ）
転入 校長・銘苅愛子（森川養護から）、教頭・久場兼征（大平養護から）
平成９年度就任式・始業式・入学式（新入生：小学部３名、中学部１名、計４名）

７日
平成１０年
３月２１日 第１１回修了式・卒業式・離任式（卒業生：小学部２名、中学部６名、計８名）
４月 ７日 平成１０年度就任式・始業式・入学式（新入生：小学部０名、中学部２名、計２名）
平成１１年
３月２３日 第１２回修了式・卒業式・離任式（卒業生：小学部２名、中学部２名、計４名）
４月 １日 人事異動：定年退職 校長・銘苅愛子、 転出 教頭・久場兼征（名護養護へ）
転入 校長・伊良皆賢哲、教頭・大城學（宮古養護から）
７日 平成 11 年度就任式・始業式・入学式（新入生：小学部３名、中学部２名、計５名）
平成１２年
１月 １日 沖縄県立桜野養護学校として独立校になる。 初代校長 仲松忠 発令
２月 ７日 第１回学習発表会
３月 ９日 第１回高等部入試
２３日 平成 11 年度第１回修了式・卒業式・離任式
（卒業生：小学部０名、中学部２名、計２名）
４月 １日 人事異動：転入 事務長・島袋京子
７日 平成１２年度就任式・始業式・入学式（新入生：高等部９名）
開校式典・祝賀会
１１月 １日 インターネット設置
５日 第１回運動会 テーマ「笑顔いっぱいⅱ 仲良く 楽しく 元気よく」
平成１３年
２月 ４日 第２回学習発表会 テーマ「笑顔いっぱい 桜っ子」
３月２３日 平成１２年度第２回修了式・卒業式・離任式
卒業生：小学部０名、中学部２名、高等部０名
４月 １日 人事異動：転出 教頭・大城學（宮古養護学校へ校長昇任）
転入 教頭・比嘉良高（泡瀬養護学校から教頭昇任）
７日 平成１３年度就任式・始業式・入学式
新入生：小学部１名、中学部０名、高等部７名
１１日 学校給食開始（通学児童生徒６名、職員６名でスタート）
８月２８日 第２回運動会「笑顔いっぱいⅱ 仲良く 楽しく 元気よく」
平成１４年
２月１７日 第３回学習発表会「笑顔いっぱい 桜っ子」
３月２０日 校歌板作成、除幕式を行う。
２２日 平成１３年度第３回修了式・卒業式・離任式
卒業生 小学部２名、中学部２名、高等部０名
４月 １日 人事異動： 転出 初代校長・仲松忠（森川養護へ）
事務長・島袋京子（宜野座高校へ）
転入 ２代校長・天久仁助（石川高校から）
事務長・次呂久長英（首里東高校から）
８日 平成１４年度就任式・始業式・入学式
入学生 小学部１名、中学部２名、高等部６名
全児童生徒数 小学部 10 名、中学部２名、高等部 20 名 計 32 名
１０月２７日 第３回運動会「笑顔いっぱい！！ 仲良く 楽しく 元気よく」
１２月２０日 県教育委員会指定教育課程研究中間報告会
平成１５年
２月１６日 第４回学習発表会「どきどきするけど、見ていてね。」
３月２４日 平成１４年度小・中学部第４回、高等部第１回修了式・卒業式・離任式
４月 ７日 平成１５年度就任式・始業式・入学式
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入学生 小学部３名、中学部４名、高等部５名
校舎増築工事開始
第４回運動会「明るく 楽しく 笑顔１００％」
県教育委員会指定教育課程研究最終報告会
第５回学習発表会「最高の舞台☆ スターは私！」
平成１５年度小・中学部第５回、高等部第２回修了式・卒業式・離任式
卒業生 小学部１名、中学部なし、高等部７名
平成１６年度就任式・始業式・入学式
入学生 小学部０名、中学部２名、高等部５名
高等部校舎増築及び図書室、音楽室、美術室、水訓練室完成
第５回運動会「ビッグスマイルでハッスル！ハッスル！」
第６回学習発表会「かがやく笑顔 にぎやかハッピー 発表会」
平成１６年度小・中学部第６回、高等部第３回修了式・卒業式・離任式
卒業生 小学部２名、中学部２名、高等部５名
人事異動： 退職
２代校長・天久仁助
転入
３代校長・田仲康丈 （名護養護学校より）
平成１７年度就任式・始業式・入学式
入学生 小学部１、中学部２名、高等部６名
第６回運動会「はじける笑顔 てっぺんめざしてレッツゴー！ うーっ！」

第７回学習発表会「“ものすごい発表会”ステキがいっぱい たのシーサー」
平成１７年度小・中学部第７回、高等部第４回修了式・卒業式・離任式
卒業生 小学部１名、中学部４名、高等部５名
３０日 スクールバス配車
４月 １日 訪問学級設置（本校訪問教育スタート 小学部１年 １名）
医療的ケアー実施（看護師 １名配置）
人事異動： 転出
３代校長・田仲康丈 （県立名護養護学校へ）
転入
４代校長・識名 昇 （沖縄県平和資料館より）
７日 平成１８年度就任式・始業式・入学式
入学生 小学部３、中学部１名、高等部５名
全児童生徒数 小学部８名、中学部５名、高等部 1 ７名 計 30 名
７月 ２日 第７回運動会「みせるぞ!! ぼくらのパワー 心ひとつに ﾜｯｼｮｲﾜｯｼｮｲ」
平成１９年
２月１８日 第８回学習発表会「今年も魅せます! まんてん えがお」
３月２３日 平成１８年度小・中学部第８回、高等部第５回修了式・卒業式・離任式
卒業生 小学部１名、中学部２名、高等部５名
４月 １日 人事異動： 転出
４代校長・識名 昇
（県立南風原高等学校へ）
教頭・唐眞 盛充 （県立八重山養護学校へ）
転入
５代校長・又吉 幸子 （県立森川養護学校より）
教頭・仲村渠 修 （県立美咲養護学校より）
９日 平成１９年度就任式・始業式・入学式
入学生 小学部３、中学部１名、高等部２名
計６名
７月 １日 第８回運動会「テーマ：ファイト一発 元気もりもり えいえいおー！」
平成２０年
２月１７日 第９回学習発表会「えがお満開！！ 和ハッハ みんなでつくろう 晴れ舞台」
３月２４日 平成 19 年度第９回小・中学部並びに第６回高等部卒業式及び修了式
卒業生 小学部１名、中学部２名、高等部６名
４月 １日 人事異動： 転出
事務長・比嘉 順
（県立美来工科高等学校へ）
転入
事務長・宮城 乾
（国頭教育事務所より）
７日 平成 20 年度就任式・始業式・入学式
入学生 小学部３名、中学部１名、高等部４名
計８名
７月 ６日 第９回運動会「テーマ：2008 夏だ！ ｷﾞﾗｷﾞﾗたいよう ｽﾏｲﾙ・ｸﾞｰ！ ｻｸﾗﾝﾋﾟｯｸ・
ｸﾞｰ ﾌｧｲﾃｨﾝ・ｸﾞｰ！」
平成２１年
２月 ８日 第 10 回学習発表会「感動の 10 回目！今こそ Change だ さくらのパワー」
３月２４日 平成 20 年度 第 10 回 小・中学部並びに第７ 回高等部卒業式及び修了式
卒業生 小学部 3 名（訪問学級生 1 名含む）、中学部 1 名、高等部 6 名 合計 10 名
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沖縄県立特別支援学校管理規則の一部改正を受け、学校の名称を「沖縄県立桜野
養護学校」から「沖縄県立桜野特別支援学校」へ変更
人事異動： 退職
５代校長・又吉 幸子
転出
教頭・仲村渠 修 （県立沖縄高等特別支援学校へ）
転入
６代校長・照屋 成順 （県立沖縄ろう学校より）
教頭・町田
裕 （県立鏡が丘養護学校より）
７日 平成 21 年度就任式・始業式・入学式
入学生 小学部３名、中学部３名、高等部２名
計８名
平成２２年
２月 ５日 創立１０周年記念式典
３月２４日 平成 21 年度 第 11 回 小・中学部並びに第８ 回高等部卒業式及び修了式
卒業生 小学部１名、中学部 1 名、高等部２名 合計４名
４月 １日 人事異動： 転出
教 頭・町田 裕 （県立総合教育センターへ）
事務長・宮城 乾 （県立辺土名高等学校へ）
転入
教 頭・平良 浩希（県立総合教育センターより）
事務長・波平 誠 （県立未来工科高等学校より）
７日 平成 22 年度就任式・始業式・入学式
入学生 小学部２名、中学部１名、高等部１名
計４名
１３日 沖縄県教育委員会よりグループ研究校として指定を受ける
平成２３年
２月２３日 第１１回学習発表会「みんなが主役だ パワー全開 桜の嵐をまきおこせ」
３月 ２日 県指定グループ研究報告会
「肢体不自由児の意欲と自発性を引き出す自立活動の取り組み」
２４日 平成２２年度 第１２回 小・中学部並びに第９回高等部卒業式及び修了式
卒業生 小学部１名、中学部２名、高等部５名 合計８名
４月 １日 人事異動： 退職
６代校長・照屋 成順
転入
７代校長・比屋根 博之（読谷高等学校より）
７日 平成２３年度就任式・始業式・入学式
入学生 小学部１名、中学部１名、高等部１名
計３名
１０月３０日 第１０回運動会「みんなのマブイはアチコーコー
新たな歴史をきざみこめ マルマルモリモリエイエイオー」
平成２４年
３月２３日 平成２３年度 第１３回 小・中学部並びに第１０回高等部卒業式及び修了式
卒業生 小学部４名、中学部３名、高等部２名 合計９名
４月 １日 人事異動：転入 事務長・宮城 光代（泡瀬特別支援学校より）
９日 平成２４年度 就任式・始業式・入学式
入学生 小学部２名、中学部４名、高等部２名
計８名
９月１１日 音楽鑑賞会（県立北山高等学校吹奏楽部）
１０月１４日 第１２回学習発表会
テーマ「ちばりよ～桜野ＪＡＰＡＮみんな輝けかっこよく」
１１ １６日 読み聞かせ会（今帰仁村読み聞かせサークル「ともだちや」
２９日 小学部修学旅行（ロワジールホテル那覇～３０日）
１２月１３日 クリスマスお楽しみ会（ゲスト：大城 友哉）
平成２５年
２月 ２日 学校緑化コンクール入選
３月２１日 平成２４年度 小学部、中学部第１４回、高等部第１１回卒業式
卒業生 小学部４名 中学部１名 高等部２名
４月 １日 人事異動
退職
７代校長・比屋根 博之
転出
教頭・平良 浩希（県立沖縄高等特別支援学校へ）
事務長・宮城 光代（県立美里高校へ）
転入
８代校長・中石直木（県教育庁県立学校教育課より）
教頭・幸地英之（県立森川特別支援学校より）
事務長・阿波連智子（県立島尻特別支援学校より）
８日 平成２５年度就任式・始業式・入学式
入学生 小学部１名、中学部４名、高等部１名
計６名
６月１７日 平和学習特設授業（講話：渡具知美代子氏）
７月 ４日 小学部宿泊学習（マリンピアザオキナワ
～５日）
１０月 ３日 中学部修学旅行 （ビオスの丘、JTA 整備工場、さいおんスクウェア ～４日）
１６日 高等部修学旅行（東京ディズニーランド ～１８日）
１１月２４日 第１１回運動会
テーマ「運動会いつやるの？今でしょ！桜野オリンピック開催だエイエイオー！」
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１３日
１８日
７月 ４日
２３日
８月１２日

９月１８日
１０月１９日

１１月

１２月
平成２７年
３月

４月

２３日
６日
１４日
２５日
２７日
１２日
３日
４日
２３日
７日

読み聞かせ会（うちな～かみしばいや～「さどやん」）
児童生徒会活動「MESH 募金贈呈式」
クリスマスお楽しみ会（レイミー WITH かっちゃん）
名護市まちかど救急ステーション事業所認定交付式
鑑賞会（演奏団：コンフント アレグリア バレエ：カンパニー ドリーム アート）
小学部・中学部１５回卒業式 高等部１２回卒業式
卒業生 小学部３名 中学部２名 高等部１名 計６名
人事異動
転出
８代校長・中石直木（県立北部農林高校へ）
教頭・幸地英之（総合教育センターへ）
事務長・阿波連智子（県立西崎特別支援学校へ）
転入
９代校長・嵩原建二（県立名護特別支援学校より）
教頭・比嘉守雄（県立沖縄ろう学校より）
事務長・比嘉勝人（県立島尻特別支援学校より）
平成２６年度就任式・始業式・入学式
入学生 小学部２名、中学部３名、高等部なし
計５名
小学部春の遠足（オリオンハッピーパーク）
全児童生徒数 小学部１２名 中学部１３名 高等部３名 計２８名
学級数 小学部４学級 中学部６学級 高等部１学級 計１１学級
交流及び合同学習（中高等部との北部農林高校熱帯農学科）
PTA 総会、親子ふれあいお楽しみ会
交流及び共同学習（中高等部と名護特別支援学校中学部）
PTA 研修（アロマテラピー）
沖縄県特別支援学校中学部総合文化祭作品参加（～１７日）
上原隆助 特別支援学校中文連テーマに選定
テーマ 「絵が見える 自分の心が見える 夢が見える」
音楽鑑賞会（ハープ演奏）
第１３回学習発表会
テーマ「みんなの力 みなぎる元気なパワー！楽しく笑顔でがんばります！！」
読み聞かせ会（本部町にいしお文庫連絡会）
小学部秋の遠足（海洋博公園美ら海水族館）
中高等部秋の遠足（もとぶ元気村）
音楽鑑賞会（フルート演奏）
修学旅行（小学部５、６年）（～２８日）
クリスマスお楽しみ会（クラウン・コトラショー）
交流及び合同学習（小学部と大北小学校６年生）
交流及び共同学習（中高等部と北部農林高校生活科学科）
小学部・中学部１６回卒業式 高等部１３回卒業式
卒業生 小学部３名 中学部５名 高等部２名 計１０名
平成２７年度就任式・始業式・入学式
入学生 小学部３名、中学部４名、高等部５名 計１２名

