
年度 昭和23年度 昭和24年度 昭和25年度 昭和26年度 昭和27年度 昭和28年度 昭和29年度 昭和30年度 昭和31年度 昭和32年度 昭和33年度
沿革 開校 10周年
式典 記念式典
生徒数 325 224 264 363 355 342
校長 川野　時良 川野　時良 川野　時良 川野　時良 川野　時良 川野　時良 川野　時良 南郷　善照 南郷　善照 南郷　善照 南郷　善照
教頭 守屋　徳良 守屋　徳良 守屋　徳良 稲里　徳山 稲里　徳山 稲里　徳山 稲里　徳山 名護　富三 名護　富三 名護　富三 名護　富三
教諭 名護　富三 名護　富三 名護　富三 名護　富三 名護　富三 名護　富三 名護　富三 伊田　秀盛 木場　登美 岩井　末吉 伊喜　憲三

（助教諭） 良　宗二 良　宗二 良　宗二 良　宗二 良　宗二 良　宗二 良　宗二 岩井　末吉 岩井　末吉 伊喜　憲三 糸　正二
迫田　富豊 迫田　富豊 迫田　富豊 迫田　富豊 迫田　富豊 迫田　富豊 建村　善元 平　正夫 平　正夫 糸　正二 松田　静二
建村　善元 建村　善元 建村　善元 建村　善元 建村　善元 建村　善元 慶　文治郎 伊喜　憲三 伊喜　憲三 松田　静二 前元　廣文
慶　文治郎 慶　文治郎 慶　文治郎 慶　文治郎 慶　文治郎 慶　文治郎 陽　繁子 流子　佐和杉 糸　正二 茂岡　義弘 茂岡　義弘
陽　繁子 陽　繁子 陽　繁子 陽　繁子 陽　繁子 陽　繁子 徳岡誠二郎 茂岡　義弘 松田　静二 流子　佐和杉 流子　佐和杉
窪田　展昌 窪田　展昌 窪田　展昌 窪田　展昌 徳岡誠二郎 徳岡誠二郎 木場　秀延 平　髙明 流子　佐和杉 徳岡誠二郎 徳岡誠二郎
木場　秀延 木場　秀延 徳岡誠二郎 徳岡誠二郎 松田　静二 木場　秀延 南郷　重良 徳岡誠二郎 伊里　ヨシ子 平　髙明 平　髙明
松田　静二 松田　静二 松田　静二 松田　静二 南郷　重良 松田　静二 伊喜　憲三 平　俊一 茂岡　義弘 平　俊一 平　俊一
林ヨシ子 南郷　重良 南郷　重良 南郷　重良 幸田　宗行 南郷　重良 糸　泰良 伊里　ヨシ子 平　髙明 伊里　ヨシ子 平山フミエ
村岡　薫 村岡　薫 村岡　薫 伊喜　憲三 糸　泰良 糸　泰良 前　晴喜 木場　登美 徳岡誠二郎 富　美恵 富　美恵

伊喜　憲三 伊喜　憲三 幸田　宗行 前　晴喜 前　晴喜 前　信行 周　キヨ 平　俊一
木場　秀延 糸　泰良 前　信行 前　信行 平　俊一 南郷　善至

前　晴喜 平　俊一 平　俊一 周　キヨ
糸　トヨ 三原 三原 伊田　秀盛
平　俊一 伊田　秀盛 大津　幸夫
三原 永喜　いわ 守屋　徳良

守屋　徳良 流子　佐和杉

事務職員 小牧園　克久 小牧園　克久 小牧園　克久
養護教諭
用務員
期限教諭
非常勤講師
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昭和34年度 昭和35年度 昭和36年度 昭和37年度 昭和38年度 昭和39年度 昭和40年度 昭和41年度 昭和42年度 昭和43年度 昭和44年度 昭和45年度
20周年

335 410 421 475 441 434
南郷　善照 南郷　善照 南郷　善照 南郷　善照 守屋　徳良 守屋　徳良 守屋　徳良 守屋　徳良 吉岡　繁応 吉岡　繁応 吉岡　繁応 松永　久
名護　富三 保坂　光男 保坂　光男 保坂　光男 保坂　光男 保坂　光男 松村　重夫 松村　重夫 実吉　豊二 実吉　豊二 実吉　豊二 実吉　豊二
幸田　利宏 幸田　利宏 幸田　利宏 幸田　利宏 幸田　利宏 幸田　利宏 幸田　利宏 幸田　利宏 幸田　利宏 幸田　利宏 幸田　利宏 幸田　利宏
松田　静二 松田　静二 松田　静二 松田　静二 前元　廣文 前元　廣文 前元　廣文 前元　廣文 前元　廣文 前元　廣文 前元　廣文 前元　廣文
前元　廣文 前元　廣文 前元　廣文 前元　廣文 東　　平 富　美恵 福司　美恵 茂岡　義弘 増田　友吉 中野　徳三 中野　徳三 増田　友吉
富　美恵 富　美恵 東　　平 東　　平 富　美恵 茂岡　義弘 茂岡　義弘 中野　徳三 中野　徳三 増田　友吉 増田　友吉 中野　徳三
平山フミエ 平山フミエ 富　美恵 富　美恵 茂岡　義弘 流子　佐和杉 中野　徳三 徳田　修 徳田　修 徳田　修 徳田　修 徳田　修
茂岡　義弘 茂岡　義弘 茂岡　義弘 茂岡　義弘 流子　佐和杉 徳田　修 流子　佐和杉 中島　隆治 中島　隆治 中島　隆治 中島　隆治 西村　博道
黒岩　廣見 黒岩　廣見 流子　佐和杉 流子　佐和杉 中島　隆治 森田　秀勝 徳田　修 西村　博道 寛山　太一 西村　博道 西村　博道 山田　哲男
流子　佐和杉 流子　佐和杉 平　髙明 中島　隆治 西村　博道 中野　徳三 中島　隆治 森田　秀勝 西村　博道 寛山　太一 山田　哲男 寛山　太一
徳岡誠二郎 平　髙明 平　俊一 西村　博道 山下　満雄 中島　隆治 西村　博道 山下　満雄 森田　秀勝 森田　秀勝 寛山　太一 中林　和浩
平　髙明 平　俊一 沖　　平一郎 沖　　平一郎 沖　　平一郎 西村　博道 森田　秀勝 本山　京子 山下　満雄 本山　京子 森田　秀勝 本山　京子
平　俊一 三島　拓雄 山下　満雄 三島　拓雄 沖　　平一郎 山下　満雄 安田　文一 本山　京子 安田　文一 本山　京子 安田　文一

三島　拓雄 山本　京子 山下　満雄 本山　京子 永井　博 永井　博 永井　博 安田　文一 永井　博
山本　京子 中野　徳三 山本　京子 安田　文一 牧　武徳 安田　文一 牧　武徳 永井　博 牧　武徳

永井　博 増田　友吉 牧　武徳 松井多津男 牧　武徳 松井多津男
牧　武徳 辻松　信子 辻松　信子 辻松　信子 松井多津男 辻松　信子

松井多津男 松井多津男 圓若　健秀 辻松　信子 圓若　健秀
南　勝男 圓若　健秀 南　勝男

南　勝男 弓指　優

小牧園　克久 小牧園　克久 小牧園　克久 崎山　秀夫 崎山　秀夫 崎山　秀夫 崎山　秀夫 崎山　秀夫 崎山　秀夫 森永　彦三 森永　彦三 森永　彦三

西　末子 西　末子 西　末子 清　時子
陽　　繁子



昭和46年度 昭和47年度 昭和48年度 昭和49年度 昭和50年度 昭和51年度 昭和52年度 昭和53年度 昭和54年度 昭和55年度 昭和56年度 昭和57年度
30周年
記念式典

421 402 371 305 257 207
松永　久 松永　久 松永　久 西園　松秀 西園　松秀 西園　松秀 西園　松秀 吉元　哲郎 吉元　哲郎 吉元　哲郎 横濱　健二 横濱　健二
実吉　豊二 実吉　豊二 実吉　豊二 実吉　豊二 福本　恒大 福本　恒大 福本　恒大 福本　恒大 髙田　洸 髙田　洸 髙田　洸 深川　儀秀
幸田　利宏 幸田　利宏 幸田　利宏 幸田　利宏 平　久長 平　久長 平　久長 平　久長 糸　　秀敏 小久保幸和 小久保幸和 岡村　隆博
前元　廣文 前元　廣文 前元　廣文 前元　廣文 前元　廣文 永長　照夫 永長　照夫 糸　　秀敏 元　　秀友 国　悦巨 盛　定知 小久保幸和
中野　徳三 中野　徳三 守屋　一文 守屋　一文 守屋　一文 糸　　秀敏 糸　　秀敏 佐藤　徹也 国　悦巨 盛　定知 元　　秀友 元　　秀友
松宮　昭夫 松宮　昭夫 中野　徳三 松宮　昭夫 松宮　昭夫 佐藤　徹也 佐藤　徹也 大谷　博昭 盛　定知 元　　秀友 政岡　健夫 政岡　健夫
徳田　修 徳田　修 松宮　昭夫 永長　照夫 永長　照夫 重水　修 重水　修 盛　定知 大谷　博昭 政岡　健夫 平　欽治 平　欽治
西村　博道 糸　　秀敏 徳田　修 糸　　秀敏 糸　　秀敏 大谷　博昭 盛　定知 国　悦巨 栗本　豊 平　欽治 松下安喜男 菖蒲谷義人
山田　哲男 西村　博道 糸　　秀敏 山田　哲男 大谷　博昭 国　悦巨 大谷　博昭 栗本　豊 政岡　健夫 迫田　功夫 川村　善良 松下安喜男
寛山　太一 山田　哲男 山田　哲男 大谷　博昭 重水　修 中林　和浩 国　悦巨 迫田　功夫 迫田　功夫 義久　一雄 大山惣次郎 川村　善良
中林　和浩 中林　和浩 大谷　博昭 中林　和浩 国　悦巨 圓岡　成介 中林　和浩 義久　一雄 義久　一雄 松下安喜男 本地川真弓 大山惣次郎
本山　京子 本山　京子 中林　和浩 安田　文一 中林　和浩 泉　惇夫 栗本　豊 中島　和子 中島　和子 中島　和子 高田　朝勝
安田　文一 安田　文一 安田　文一 圓岡　成介 圓岡　成介 義久　一雄 義久　一雄 川村　善良 川村　善良 川村　善良 長野　祐子
永井　博 永井　博 圓岡　成介 永井　博 泉　惇夫 中野　幸次 池山　修弘 大山惣次郎 大山惣次郎 大山惣次郎
牧　武徳 牧　武徳 本山　京子 泉　惇夫 松井多津男 池山　修弘 川村　善良 東　のりえ 本地川真弓 本地川真弓
松井多津男 松井多津男 永井　博 松井多津男 義久　一雄 大山惣次郎 大山惣次郎 内田　ひろ子
辻松　信子 辻松　信子 牧　武徳 義久　一雄 中野　幸次 武島　和子 武島　和子
圓若　健秀 圓若　健秀 松井多津男 中野　幸次 大山惣次郎 山内　ふき子 山内　ふき子
南　勝男 弓指　優 辻松　信子 辻松　信子 武島　和子 東　のりえ 東　のりえ
弓指　優 圓若　健秀 圓若　健秀 東　のりえ 内田　ひろ子 内田　ひろ子

弓指　優 弓指　優 山内　ふき子
東　のりえ

森永　彦三 森永　彦三 森永　彦三 森永　彦三 家村　豊和 家村　豊和 家村　豊和 家村　豊和 鳥越　正人 鳥越　正人 鳥越　正人 鳥越　正人
窪田　あつ子 窪田　あつ子 大山　怜子 永野　裕子 山下美和子 山下美和子 山下美和子 山下美和子 山下美和子 山下美和子 山下美和子

清　時子 清　時子 清　時子 清　時子 清倉トキ子 清倉トキ子 清倉トキ子 清倉トキ子 清倉トキ子 清倉トキ子 清倉トキ子 清倉トキ子
山室恒人 市田宗一郎 米崎　豊光 東條新一郎 直　さとえ

嶺岡　洋子 牧　三重子 牧　三重子 平山　立子 上木すま子 藤原すわ子 藤原すわ子 伊藤久美子 伊藤久美子 伊藤久美子 琉子　裕子 水本美加子
江田　京子 水本美加子
琉子　裕子



昭和58年度 昭和59年度 昭和60年度 昭和61年度 昭和62年度 昭和63年度 平成元年度 平成２年度 平成３年度 平成４年度 平成５年度 平成６年度 平成７年度
40周年

155 144 142 114 115 135
泉　一郎 泉　一郎 泉　一郎 義山　彰宏 義山　彰宏 義山　彰宏 肥後　功 肥後　功 肥後・芦原 芦原　秋雄 芦原　秋雄 橋口　泰行 橋口　泰行
深川　儀秀 深川　儀秀 守　綱良 守　綱良 松宮　昭夫 川元　徳助 川元　徳助 川元　徳助 大山　修 大山　修 大山　修 大山　修 徳永　允
岡村　隆博 宮原　正幹 宮原　正幹 岡村　隆博 西前　貞男 西前　貞男 保池　豊秀 保池　豊秀 保池　豊秀 藤田　重美 藤田　重美 中林　和浩 勇　武市
小久保幸和 岡村　隆博 岡村　隆博 豊蔵　幸信 大谷　隆通 大谷　隆通 秋田　寿一 悦岡　兵助 悦岡　兵助 中林　和浩 中林　和浩 保池　豊秀 中島　和子
宮原　正幹 林　弘 林　弘 斉藤　信弘 豊蔵　幸信 秋田　寿一 悦岡　兵助 栄　光成 栄　光成 保池　豊秀 保池　豊秀 栄　光成 久田　幸一
林　弘 元　　秀友 豊蔵　幸信 秋田　寿一 秋田　寿一 悦岡　兵助 栄　光成 嶺山　成康 嶺山　成康 悦岡　兵助 悦岡　兵助 久田　幸一 伊田　正則

元　　秀友 斉藤　信弘 斉藤　信弘 中馬　英機 悦岡　兵助 高田　朝勝 高田　朝勝 福元　邦敏 森本　信一 栄　光成 栄　光成 上原　貞利 上原　貞利
政岡　健夫 政岡　健夫 政岡　健夫 高田　朝勝 高田　朝勝 福元　邦敏 福元　邦敏 森本　信一 鎮西ひろみ 嶺山　成康 上原　貞利 鮫島かおり 鮫島かおり
平　欽治 平　欽治 平　欽治 永田　良子 橋口　泰代 橋口　泰代 橋口　泰代 伊地知　勇 鎮西ひろみ 鎮西ひろみ 松元ゆかり 竪山　貴理
菖蒲谷義人 菖蒲谷義人 中馬　英機 横山　恭子 横山　恭子 内門　昇作 森本　信一 伊地知　勇 伊地知　勇 鎮西ひろみ 松元ゆかり
川村　善良 中馬　英機 高田　朝勝 内門　昇作 内門　昇作 藤田　重美
高田　朝勝 高田　朝勝 永田　良子
三宅　郁代 永田　良子 横山　恭子

（指導教員）
徳岡誠一郎

鳥越　正人 鳥越　正人 鳥越　正人 鳥越　正人 牧　武志 牧　武志 牧　武志 牧　武志 牧　武志 牧　武志 柿本　健志 柿本　健志 柿本　健志
清水キヌ子・徳島正子 玉江　春美 玉江　春美 玉江　春美 玉江　春美 玉江　春美 玉江　春美 山口　優子 山口　優子 山口　優子 比嘉恵利子 細山田美伊子 細山田美伊子
清倉トキ子 清倉トキ子 清倉トキ子 清倉トキ子 清倉トキ子 清倉トキ子 清倉トキ子 清倉トキ子 清倉トキ子 清倉トキ子 清倉トキ子 清倉トキ子 前田伊津子
徳　絹代 東　昭彦 山口　涼子 盛本　浩子 盛本　浩子 内田　勝夫 福峯　純也 名越　千草

赤坂ひろみ 盛本　浩子 久野　多津
赤崎美保乃 石塚　和代

水本美加子 水本美加子 水本美加子 時元美加子 実　江利子 福島　照子 谷村きみ子 谷村きみ子 谷村きみ子 谷村きみ子 孝五月･高野みゆき 高野みゆき 高野みゆき



平成８年度 平成９年度 平成１０年度 平成１１年度 平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度
50周年 60周年
記念式典

133 108 95 84 91 77
橋口　泰行 盛永　康仁 盛永　康仁 茂岡　勲 茂岡　勲 橋口　英毅 橋口　英毅 伊集院周克 伊集院周克 伊集院周克 吉田　時充 吉田　時充
徳永　允 徳永　允 三谷　恭美 三谷　恭美 三谷　恭美 三谷　恭美 池之上良和 池之上良和 池之上良和 奥田　義仁 奥田　義仁 野崎　義文
勇　武市 中島　和子 中島　和子 中島　和子 松元　直範 松元　直範 松元　直範 折田美和子 脇　正博 海老原　将 亀丸　智美 亀丸　智美
中島　和子 久田　幸一 久田　幸一 久田　幸一 米森　弘己 米森　弘己 米森　弘己 脇　正博 向薗　秀隆 勇　智士 勇　智士 勇　智士
久田　幸一 伊田　正則 伊田　正則 伊田　正則 佐藤　義明 折田美和子 折田美和子 向薗　秀隆 神園　律子 米澤　潤子 米澤　潤子 米澤　潤子
伊田　正則 椎原　聡 佐藤　義明 佐藤　義明 折田美和子 脇　正博 脇　正博 神園　律子 中野　浩一 中野　浩一 川上　義弘 川上　義弘
上原　貞利 竪山　貴理 椎原　聡 椎原　聡 住吉　啓三 住吉　啓三 住吉　啓三 中野　浩一 亀之園幸一 向薗　秀隆 上原恵美子 上原恵美子
鮫島かおり 染川リツ子 染川リツ子 染川リツ子 木原　環美 木原　環美 木原　環美 亀之園幸一 海老原　将 本田　祥一 本田　祥一 本田　祥一
椎原　聡 富田　美保 富田　美保 富田　美保 下野あやこ 下野あやこ 下野あやこ 海老原　将 米澤　潤子 神園　律子 稲留　賢治 稲留　賢治
竪山　貴理 本田　祥一 亀之園幸一 春山　正 春山　正
松元ゆかり

（指導教員）
小林　七郎

（心の相談員） （心の相談員） （心の相談員）
勇　武一 前地　芳秀 前地　芳秀

坂本　克也 坂本　克也 坂本　克也 坂本　克也 尾村　拓哉 尾村　拓哉 尾村　拓哉 貴島　里志 貴島　里志 貴島　里志 長野　剛 長野　剛
坂本美伊子 鶴園　恵 鶴園　恵 基永　恵 西　真理子 西　真理子 西　真理子 中馬　さよ子 中馬　さよ子 中馬　さよ子 下大園明美 下大園明美
前田伊津子 前田伊津子 勇元　峯子 勇元　峯子 勇元　峯子 勇元　峯子 勇元　峯子 勇元　峯子 勇洋子･西山裕子 木場　浩代 前田伊津子 前田伊津子

重井　昭人 山田　良太 酒匂絵里奈
栄　慎太郎 山之内和彦

高野みゆき 高野みゆき 高野みゆき 高野みゆき 西川みき子 西川みき子 日高　久代 徳永みつ子 福　清美
日高　久代 徳　ゆかり

徳永みつ子



平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

校舎新築記念式典

58 49 53 58 52 42 44 45 40
石橋　廣昭 石橋　廣昭 石橋　廣昭 中馬　俊宏 中馬　俊宏 中馬　俊宏 十田　孝志 十田　孝志 十田　孝志
野崎　義文 野崎　義文 鮫島　譲 鮫島　譲 鮫島　譲 伊田　正則 伊田　正則 伊田　正則 川井　功作
亀丸　智美 川村　勝代 川村　勝代 川村　勝代 狩集奈央子 狩集奈央子 狩集奈央子 狩集奈央子 狩集奈央子
勇　智士 勇　智士 勇　智士 徳重　浩二 徳重　浩二 木場　憲作 木場　憲作 木場　憲作 木場　憲作
稲盛　薫 稲盛　薫 佐藤　郵一 佐藤　郵一 佐藤　郵一 佐藤　郵一 佐藤　郵一 宇都　邦和 宇都　邦和
川上　義弘 佐藤　郵一 石原　寿美 石原　寿美 今吉　幸哉 今吉　幸哉 今吉　幸哉 今吉　幸哉 今吉　幸哉
上原恵美子 上原恵美子 春山　正 春山　正 春山　正 新原　拓也 新原　拓也 新原　拓也 新原　拓也
本田　祥一 石原　寿美 稲森　薫 宮里　利香 藤崎　宣弘 藤崎　宣弘 藤崎　宣弘 藤崎　宣弘 藤崎　宣弘
稲留　賢治 宮里　利香 宮里　利香 上原恵美子 池上　孝子 池上　孝子 池上　孝子 池上　孝子 池上　孝子
春山　正 春山　正 上原恵美子

（指導教員）
尚　俊哉

長野　剛 東　怜佳 東　怜佳 加川　純男 加川　純男 加川　純男 加川　純男 加川　純男 田之頭　愛
下大園明美 下大園明美 東門　美穂 東門　美穂 瀬戸口佳代子 瀬戸口佳代子 瀬戸口佳代子 椛島　未央 椛島　未央
前田伊津子 前田伊津子 前田伊津子 前田伊津子 前田伊津子 前田伊津子 前田伊津子 森　由美子 森　由美子

直谷　恵吾 直谷　恵吾 直谷　恵吾 直谷　恵吾 直谷　恵吾 直谷　恵吾 田中富美代


