
＜ 学校の沿革 ＞ 

明治15年 4月      勝連番所を仮校舎として勝連小学校を設置する。 

明治15年 4月      第１代校長  吉村芳太郎氏就任 

明治17年 7月      第２代校長  与那城小学校長長野村成泰氏本校を兼務する。 

明治17年10月      第３代校長  平田絃之丞氏就任 

明治19年 4月      第４代校長  野村成泰与那城小学校長をそのまま任命 

明治19年11月      与那城小学校と合併し与勝小学校と校名を改め、校舎を勝連間切平安名に 

                  新築する。 

明治21年 4月      与勝尋常小学校と改称 

明治22年 4月      初めて女子生徒が就学する。 

明治24年 4月      第５代校長  村上長繁氏就任 

  不  明          第６代校長  比嘉保彦氏就任 

明治26年 4月      第７代校長  知花真志氏就任 

明治31年 4月      第８代校長  松本栄之丞氏就任 

明治35年 4月      高等科を併置して、与勝尋常高等小学校と改称する。 

明治35年 7月      20周年祝賀式典を盛大に挙行する。 

大正７年 1月      第９代校長  三木徳三郎氏就任 

大正10年 4月      第10代校長  玉井清康氏就任 

大正12年          女子補習学校を併置（中頭郡では最初） 

大正14年 8月      第11代校長  比嘉春平氏就任 

昭和２年 1月      第12代校長  玉井清康氏就任 

昭和７年 9月      第13代校長  池村恒章氏就任 

昭和８年          学校経営研究発表会を開催 

昭和９年 3月      第14代校長  新垣良睦氏就任 

昭和12年 4月      第15代校長  中里重俊氏就任 

昭和15年 4月 1日  与那城小学校分離独立により、勝連尋常高等小学校と改称する。    

昭和16年 4月 1日  国民学校令の施行により、勝連国民学校と改称する。 

昭和17年 4月      第16代校長  与儀喜永氏就任  

昭和20年12月26日  田中市助氏校長事務取り扱いを命じられ、平安名初等学校を開校する。  

昭和21年 4月      第17代校長  當銘由策氏就任 

                  内間部落東アメリカ部隊跡に勝連初等学校を設置 

昭和22年 3月31日  第18代校長  東門松永氏就任   

                  現校敷地に移る。 

昭和23年 1月24日  かやぶき校舎７棟竣工 

昭和23年 4月      第19代校長  前城辰夫氏就任 

昭和23年 4月 1日  学制改革により、勝連中等学校を新設し、初等学校と併置する。 

昭和24年 4月 1日  平敷屋初等学校、分離独立    

昭和24年 4月      第20代校長  東門松永氏就任 

       

      

 



昭和29年12月 1日  ブロック､コンクリート建て一棟（５教室）竣工し、あわせて14教室が完

成 

昭和30年11月26日  運動場500坪拡張 

昭和31年 2月24日  トラバーチンで校門建設   

昭和32年 4月 1日  第21代校長  宮平秀夫氏就任 

昭和33年 4月 1日  与勝中学校新設に伴い、勝連中学校もこれに統合される。 

                  併置校を解消し、勝連小学校となる。 

昭和37年 4月 1日  第22代校長  田中市助氏就任 

昭和38年 9月18日  校歌制定（作詞  新屋敷幸繁氏  作曲  田場盛徳氏） 

昭和39年 3月16日  学校経営実験学校発表会 

昭和41年 1月10日  完全給食始まる。   

昭和42年 3月 1日  第23代校長  前代辰夫氏就任 

昭和43年 4月1日   第24代校長  喜世川可精氏就任 

昭和43年 4月 1日  特殊学級設置 

昭和44年 4月      特別教室（理科室）竣工 

昭和44年10月12日  校旗樹立式（運動場で）  校章制定 

昭和46年 2月16日  連合区指定体育科研究発表会 

昭和46年 4月 1日  第25代校長  新垣清一氏就任 

昭和46年 8月 5日  特別教室棟完成（２階  図工室、３階  音楽室） 

昭和47年 5月15日  祖国復帰により、勝連村立勝連小学校となる。 

昭和48年 1月28日  スクールゾーン設置される。 

昭和50年 4月23日  体育館竣工 

昭和50年10月23日  創立９０周年記念式典並びに体育館落成祝賀会 

昭和51年 4月 1日  第26代校長  高屋彦治氏就任 

昭和52年 6月 7日  体育館用具室増築工事竣工 

昭和53年 3月31日  三階建校舎（普通教室、特別教室、管理室）竣工 

昭和53年 4月 1日  第27代校長  比嘉恒吉氏就任 

昭和53年 6月 2日  変電所竣工 

昭和55年 3月31日  三階建校舎（普通教室（15）  図書室）竣工 

昭和56年 3月31日  校庭緑化植樹 

昭和57年 4月 1日  ことばの教室設置  担任  島袋恵美子先生 

昭和57年10月 9日  屋外運動場整備事業完了 

昭和57年11月28日  創立100周年記念式典並びに祝賀会挙行 

昭和58年 4月 1日  第28代校長  前原武彦氏就任 

昭和60年 4月 1日  第29代校長  上江洲安吉氏就任 

昭和61年 1月25日  勝連町「基礎学力向上推進地域」研究実践発表会（本校会場） 

昭和62年 1月21日  県教育委員会、町教育委員会指定  特別活動研究実践発表会 

昭和62年12月 8日  県教育委員会、町教育委員会指定  特別活動最終年次研究実践発表会 

昭和63年 6月10日  沖縄県教育委員会より「ふじ山15号  高瀬三郎画伯作」贈呈 

昭和63年12月10日  総合初等教育主催  文部省後援  第5回特別活動研究教育優秀校として 

表彰 



平成元年 1月 8日  年号  平成に変わる                                                 

         3月23日  昭和63年度 第43回卒業式  男53名  女52名  計105名                   

         3月31日  校長  上江洲安吉氏  定年退職                                       

         4月 1日  第30代校長  平田嗣永氏  赤道小より                                 

         4月 8日  入学式（男子52名、37名、計89名）                                   

平成２年 2月28日  町指定「漢字力を高めるための指導の工夫」研究発表会                 

         3月23日  平成１年度 第44回卒業式  男49名  女62名  計111名                   

         3月31日  校長  平田嗣永氏  退職                                             

                  教頭  高宮城 清 氏  比嘉小へ                                       

         4月 1日  第31代校長  島袋善吉氏  古堅中より                                 

                  教頭  宮城松生氏  平敷屋小より                                     

         4月 9日  入学式（男子40名、女子41名、計81名）                               

        12月12日  県・町指定「学校保健」の研究発表会（１年次）                       

平成３年 2月 3日  町指定「漢字力を高めるための指導の工夫」研究発表会（２年次）       

         3月22日  平成２年度 第45回卒業式  男47名  女32名  計 79名                   

         3月27日  ミニバスケットボール全国大会  ベスト16                 

         4月 9日  入学式（男子49名、女子59名、計108名）                              

        12月 6日  県・町指定「学校保健」の研究発表会（最終年次）                     

平成４年 3月23日  平成３年度 第46回卒業式  男43名  女48名  計 91名                   

                  第45･46期卒業生記念事業  生活科飼育小屋  譲渡                      

         3月31日  校長  島袋善吉氏  宮城中へ                                         

         4月 1日  第32代校長  島袋義直氏  安富祖中より                               

         4月 8日  入学式（男子41名、女子47名、計88名）                               

                  花と緑の学校コンクール優秀賞（中部広域グリーンフェスタ推進協議会） 

        10月 8日  特別教室（理科･音楽･コンピュータ）新改築工事起工式                 

        10月12日  水泳プール新設起工式                                               

        11月 3日  朝日新聞社より沖縄県代表健康推進学校中規模校で表彰                 

平成５年 3月23日  平成４年度 第47回卒業式  男44名  女29名  計73名                    

         3月31日  教頭  宮城松生氏  平敷屋小へ                                       

         4月 1日  教頭  山田政弘氏  恩納中より                                       

         4月 8日  入学式（男子57名、女子52名、計109名）                              

         5月 8日  プール開き  ｢安全祈願と落成式典｣  教育長他来賓多数参加             

        11月26日  全国学校環境衛生研究協議会沖縄大会  本校砂川教諭発表               

平成６年 3月23日  平成５年度 第48回卒業式  男38名  女40名  計 78名                   

         4月 8日  入学式（男子56名、女子54名、計110名）                              

平成７年 2月 3日  町学力向上推進大会  本校                                           

         3月23日  平成６年度 第49回卒業式  男48名  女41名  計 89名                   

         3月31日  校長  島袋義直氏  伊波小へ                                         

         4月 1日  第33代校長  玉城照彦氏  津堅小より                                 

         4月 7日  言語学級を廃し通級指導教室を設置                                   

            4月10日  入学式（男子52名、女子49名、計101名）                              



         7月17日  オペラ｢あまわり｣勝連城跡特設舞台上演  児童鑑賞                     

平成８年 3月21日  平成７年度 第50回卒業式  男40名  女44名  計 84名                   

         3月31日  教頭  山田政弘氏  具志川小へ                                       

         4月 1日  教頭  佐渡山安徳氏  比川小(与那国町)より                           

         4月 9日  入学式（男子47名、女子29名、計76名）                               

        11月16日  冷房設備設置のための校舎改築工事開始 （プレハブ教室へ移動）        

平成９年 3月21日  平成８年度 第51回卒業式  男51名  女57名  計108名                   

         4月 8日  入学式（男子47名、女子29名、計76名）                               

平成10年 1月30日  町学力向上対策実践発表会  本校                                     

         3月23日  平成９年度 第52回卒業式  男37名  女47名  計 84名                   

         3月31日  校長  玉城照彦氏  南原小へ                                         

         4月 1日  第34代校長  池原秀信氏  北美小より                                 

         4月 8日  入学式（男子39名、女子36名、計75名）                               

         8月13日  全日本バレーボール小学生大会東京大会出場                           

平成11年 3月23日  平成10年度 第53回卒業式  男56名  女51名  計107名                   

         3月31日  教頭  佐渡山安徳氏  室川小へ                                       

         4月 1日  教頭  田幸正彦氏  美東小より                                       

         4月 8日  入学式（男子44名、女子35名、計79名）                               

         4月 9日  花と緑の学校コンクール優秀賞（中部広域グリーンフェスタ推進協議会） 

         7月 8日  体育館起工式                                                       

平成12年 3月 7日  体育館竣工  検査引き渡し                                           

         3月11日  体育館落成祝賀会（PTA主催､内間･平安名区･学校協賛）                 

         3月23日  平成11年度 第54回卒業式  男50名  女52名  計102名                   

         3月31日  校長  池原秀信氏  定年退職（退職記念に体育館用グランドピアノ寄贈） 

         4月 1日  第35代校長  幸喜政子氏  泡瀬小より                                 

         4月10日  入学式（男子37名、女子37名、計74名）                               

        10月 8日  県内初のネットデイ  計35箇所に校内ランシステムを整備               

平成13年 2月17日  中頭地区学対実践発表会会場校                                       

         3月22日  平成12年度 第55回卒業式  男53名  女47名  計100名                   

         4月 9日  入学式（男子48名、女子43名、計91名）  

平成14年 3月20日  平成13年度 第56回卒業式 男48名  女31名  計79名 

     3月31日  教頭 田幸正彦氏 天願小学校へ 

     4月 1日  教頭 平田光秀氏 具志川市教育委員会より 

     4月 9日  入学式（男子４８名、女子２９名、計７７名）                      

11月19日  文部科学省・勝連町教育委員会指定「学力向上フロンティア事業」実践研究 

発表（1年次）  

平成15年 2月22日  創立120周年記念事業式典・祝賀会 

     3月20日  平成14年度 第57回卒業式 男43名  女51名  計94名 

     3月31日  校長  幸喜政子氏  嘉手納町立嘉手納小学校へ                          

           4月 1日  第36代校長 新屋岩男氏 平良市立池間中学校より 

4月 8日  入学式（男子５０名、女子４２名、計９２名） 



11月14日  文部科学省・勝連町教育委員会指定「学力向上フロンティア事業」実践研究

発表（２年次）  

平成16年 2月22日  創立120周年記念事業解散総会 

3月23日  平成15年度 第58回卒業式 男４０名  女４２名  計８２名 

4月 8日  入学式（男子４０名、女子４１名、計８１名） 

11月 5日  文部科学省・勝連町教育委員会指定「学力向上フロンティア事業」実践研究

発表（最終年次） 

平成17年 3月23日  平成16年度 第59回卒業式 男４８名  女３６名  計８４名 

      3月31日  校長  新屋岩男氏  定年退職                                      

       〃   教頭 平田光秀氏 古堅小へ 

      4月 1日  第37代校長 前田泰宏氏 具志川市教育委員会より 

          教頭 西野 朗氏 嘉芸小より 

     4月 8日  入学式(男子３８名 女子４２名 計８０名) 

     12月14日  沖縄県歯科医師会より学校歯科保健優良校を受賞 

平成18年  2月10日  沖縄県学校保健教育大会において学校安全活動優良校を受賞 

    3月23日  平成17年度 第60回卒業式(男子３９名 女子３８名 計７７名) 

    3月31日  花と緑のコンクール優秀賞(中部広域グリーンフェスタ推進協議会) 

    4月10日  入学式(男子４９名 女子３６名 計８５名) 

     7月22日  沖縄県合唱コンクール 銀賞 

    9月 8日  父母による読み聞かせ開始 名称「ママブック」 

平成19年  2月10日  沖縄県リコーダーコンテスト 合奏の部 金賞 受賞  

    2月15日  「おやわしの会」うるま署から感謝状の授与  

    2月23日  うるま市社会福祉協議会より「ボランティア活動」優良校を受賞 

     3月22日  平成１８年度 第61回 卒業式(男子４９名 女子４２名 計９１名) 

     4月10日  入学式(男子４７名 女子３９名 計８６名) 

    5月23日  沖縄県教育委員会中頭教育事務所 本校総合訪問 

平成20年  2月 9日  沖縄県リコーダーコンテスト 合奏の部 銀賞受賞 

2月19日  うるま市与勝ブロック 学力向上対策実践発表会 会場校 

    3月21日  平成１９年度 第62回 卒業式(男子４５名 女子２８名 計７３名) 

    3月24日  第18回 花と緑の学校コンクール優秀賞 受賞 

3月31日  校長 前田泰宏氏 うるま市立あげな小学校へ異動 

          教頭 西野 朗氏 うるま市立平安座小中学校校長へ昇任 

 4月 1日  第38代校長 兼久弘和 氏 うるま市立伊計小中学校より 

          教頭 桃原 修 氏 県立総合教育センターより 

     4月 4日 花と緑の学校コンクール 優秀賞 受賞 

4月 8日  入学式(男子３６名 女子２９名 計６５名) 

    5月27日 勝連小学校PTA うるま警察署より「地域安全活動」感謝状の授与 

11月29日 第31回沖縄県ジュニアサッカー大会 優勝 三冠達成 

平成21年  2月11日  沖縄県リコーダーコンテスト 合奏の部 銀賞受賞 4重奏の部 金･銀受賞 

3月15日  勝連FC 平成20年度主要大会三冠達成記念碑設置 

3月23日  平成20年度 第63回 卒業式(男子４８名 女子４２名 計９０名) 



4月 8日 入学式(男子２８名 女子３５名 計６３名)      

    10月29日 沖縄県社会福祉協議会より「ボランティア活動」表彰を受ける 

      12月28日 沖縄県小学生バレーボール大会(りゅうぎんカップ) 第３位 

 平成22年 2月 8日「うるま市立勝連小学校」名称入り校旗 納品 

2月11日 沖縄県リコーダーコンテスト 合奏の部 銅賞 受賞 

      2月13日 地上デジタル用テレビ設置（全学級） 

      3月20日 平成21年度 第64回 卒業式(男子４１名 女子３８名 計７９名)  

4月 8日 入学式(男子２８名 女子２７名 計５５名)  

6月20日 沖縄県小学生バレーボール大会 第３位（九州大会派遣決定） 

7月 2日 うるま市民総決起大会(平安名子ども会アトラクション三味線参加) 

10月10日 第6回うるま市陸上競技大会(学年縦割リレー：男子優勝)  

12月 3日 県童話・お話大会(低学年男子出場)  

12月24日 九州小学生バレーボール大会（宮崎大会）沖縄代表として参加 

12月28日 沖縄県小学生バレーボール大会(りゅうぎんカップ) 準優勝 

平成23年  3月23日  平成22年度 第65回 卒業式(男子３４名 女子４０名 計７４名)  

3月31日  校長 兼久 弘和 氏 定年退職 

4月1日  髙良 孝志（第39代校長）が着任 

     4月8日 入学式(男子40名 女子40名 計80名) 

6月8日 平成24年度学校統廃合の予定により，平成17年度より始まった伊計小との 

交流学習はとり止めとなる（6年間） 

10月9日  第７回うるま市陸上競技大会(学年縦割リレー：男子優勝)  

平成24年  1月28日 沖縄県リコーダーコンテスト 合奏の部 銅賞受賞 

3月22日  平成23年度 第66回 卒業式(男子４７名 女子３７名 計８４名) 

3月31日 上間清子 教諭（退職）、仲本恵子 幼稚園教諭（退職）、 

桃原修 教頭（普天間小）、兼島広子 教諭（与那城小）、 

比嘉修作 教諭（水納小）、城間千里 教諭（大山小） 

安里千賀子 教諭（金武小）、平良美也子 教諭（金武幼）、 

當山めぐみ 教諭（川崎小）、榮野川裕也 教諭（宜野湾中）、 

下地美枝子 図書司書（具志川小）、新膳志野 支援員（平真小）、 

東原綾子 非常勤（高江洲小）、又吉優美 市事務（中部病院）、 

伊保順子 用務員（川崎小）、徳盛綾乃 幼稚園ﾍﾙﾊﾟｰ（ひまわり保育園）、

宮里百合子 幼稚園支援員（与那城小）、 

以上17名が退職及び転任 

4月1日 幸喜徹（教頭）、伊波真澄、喜屋武丘子、外間誠子、又吉理奈、森根健、 

    照屋百合枝、徳盛大貴（以上教諭）、大田美江（図書司書）、 

玉榮かおる（市事務）、宮城さつき（用務員）、安慶名之浩（音楽非常勤）、

親川博敏（学習支援員）、前堂結（学習支援員）、志喜屋直子（幼稚園）、

兼堅孝子（幼稚園預かり）、 

以上16名が着任 

       


