
２ 本校の沿革

明治１３年 ９月 摩文仁間切、喜屋武間切、真壁間切で折半し、真壁に学校を設置(９月２８日)

２３年 ３月 文喜尋常小学校校舎２０３坪、文喜小学校（真壁、高嶺、喜屋武、摩文仁四間切り合

併）、各間切りの校舎には簡易小学校児童を収容

２８年 ４月 文喜小学校より各間切りに分立、摩文仁尋常小学校を設立し摩文仁番所内に仮校舎を

設置

３０年 校地を元摩文仁校の敷地に設置

大正 ４年 高等科を併置

昭和 元年 校舎を現在の敷地に新築、移転（煉瓦作り、茅葺き平屋）

１６年 ４月 摩文仁国民学校と称す

２１年 学校を名城収容所に開設、三和初等学校と称す

２３年 現在地に三和初等学校の米須分校を置き、４年生まで収容

２４年 ７月 独立して米須初等学校と称す

２７年 米須小学校と改称、校舎(石造り瓦葺）２教室完成

３６年１０月 町村合併による「新糸満町」の誕生、町制施行

３７年 大城ハル先生顕彰碑建立、地区ソフトボール大会女子優勝

４０年 ２月 文教局指定体育実験学校発表

４６年１２月 糸満町が糸満市に昇格

４７年 ５月 本土復帰、沖縄県誕生、糸満教育区立から糸満市立へ

４８年１２月 体育館竣工、学校創立８０周年記念式典挙行

４９年 ２月 タイムス社主催優良学校花園として表彰

３月 環境緑化コンクール特選（県緑化推進委員会：県知事）

１１月 国土緑化九州地区推進協議会より表彰

５０年 ３月 環境緑化コンクール特選（県知事）

１２月 糸満地区小体連主催ポートボール大会女子優勝

５１年 ３月 環境緑化コンクール特選、県緑化委員会より特選３年連続のため模範指定校で表彰、

県知事からも表彰

５月 緑の少年団結成（児童２５名）

１２月 糸満地区小体連主催ポートボール大会女子優勝

５２年 ３月 校歌制定

１２月 糸満地区小体連主催ポートボール大会女子優勝

５４年９月～１１月 体力づくり施設（マラソンコース、けんけん橋、キャッスルタワー、ころがり

山、ハチの巣タイヤ、高手棒）完成、本校創立年月日を明治１３年に改正し創立１００

周年事業期生会設立

５５年 ２月 県教委指定体力づくり推進校研究発表（１年次）

９月 創立百周年記念式典挙行、少年少女の像建立

５７年 ２月 県緑化推進委員会より緑の少年団活動表彰

５９年 ４月 県指定理科モデル校

１０月 緑の少年団クリーン及びグリーン部において表彰（県知事）

１０月 学校花園審査において優秀校表彰

１０月 糸満地区陸上競技大会において優勝

１０月 県都市緑化コンクールにおいて総合事務局長賞を受賞

６１年 ７月 第１回県スポーツ少年団サッカー大会優勝

９月 優良団体スポーツ賞受賞(三和体協より)

１２月 県指定理科モデル校発表(３年次)

昭和６２年 ５月 野鳥愛護校指定証交付（日本猟友会）

８月 九州ブロックスポーツ少年団サッカー交流（大分）大会において優秀賞受賞

９月 第１回市内小中学校陸上競技大会において優勝

昭和６３年 ９月 第２回市内小中学校陸上競技大会において優勝（連覇）

平成 元年 ９月 第３回市内小中学校陸上競技大会において優勝（３連覇）

２年 ９月 第４回市内小中学校陸上競技大会において優勝（４連覇）

１２月 県環境保険部より環境教育モデル校（野鳥等野生生物の森づくり）指定



３年 ９月 創立１１０周年記念式典

４年１２月 野鳥生物の森壁画作成

５年 ６月 糸満地区小体連ミニバスケットボール大会女子優勝

７月 全国小学生陸上競技県大会４００米リレー女子優勝

８月 全国小学生陸上競技大会参加（東京国立競技場)

６年 ５月 日本鳥類保護連盟団体より褒状受賞

１０月 福祉活動協力校指定

７年 ５月 プール竣工

９月 緑の少年団体験発表大会最優秀賞受賞

８年 ７月 第１回いかだ祭り（大度海岸）

８月 校旗贈呈

９年 ４月 「平和教育研究校」指定(県教育委員会)

６月 平和コンサート

１２月 南部農業改善普及センターより「農業支援事業」の指定

１０年１０月 ５年生みなみの里（知的障害者厚生施設）の交流会

１２月 県指定「平和教育」研究発表会

１１年 ７月 「児童・生徒平和メッセージコンクール」（詩）にて優秀賞受賞

１２年 ６月 「キッズ・ゲルニカ」大壁画の完成・展示（那覇空港）

１１月 創立１２０周年記念式典

１３年 ２月 第１回ピースフルマラソン大会（平和創造の森）

３月 裏山ハブ進入防止ブロック塀の工事開始（第１次）

９月 パソコン設置（２１台）

１４年 ５月 学校美化審査において優良校として表彰

１１月 米須グスク通り整備作業

１５年 １月 昼のマラソン（朝から昼の時間に変更）開始

１６年 １月 裏山ハブ進入防止ブロック塀工事完了(第２次)、業間マラソン２校時休み時間に変更

２月 糸満地区小体連主催小学校駅伝大会男子準優勝

７月 いかだ祭り４年ぶり復活（大度海岸）

１２月 ２年教室床タイル補修工事

１７年 ６月 ６年生第２回職場見学体験学習（１０事業所）

１０月 糸満地区小体連主催陸上競技大会総合４位

１８年 １月 防犯パトロール開始（下校時に校区内を全ＰＴＡ会員で）

１０月 糸満地区小体連主催陸上競技大会総合準優勝

１０月 コンピュータ室にパソコン４１台設置

１９年１２月 第１回バザーを行う（マラソン大会の後）

２０年１０月 体育館起工式

１２月 図書室改装

２１年 ７月 体育館竣工

２２年 ９月 創立１３０周年記念日

２３年 １月 創立１３０周年記念式典（期成会より学校車、集音マイク、体育館フロアシート）

２３年 ４月 新規採用教員１名 初任者研修実施

７月 学校創立１３０周年記念事業期成会解散総会

１０月 地域学習ボランティア発足会

２４年 ７月 ・離島体験交流事業で５年生多良間島へ(引率 校長、５年担任)

１０月 ・インドネシアエイサー隊との交流会
・市教育委員会主催「学びの体験事業」 秋田県へ

１２月 ・サンタプロジェクト・震災復興､ ノルウェー交流事業に参加(幼～６年)
２５年１１月 ・秋田学びの体験事業（教師１名 児童２名）

・オオゴマダラの食草園完成（ライオンエコプロジェクト）

・５年 離島体験学習（伊江島）

２６年 ２月 ・地域懇談会「懇親の夕べ」米須コミュニティセンター
３月 ・１３０周年記念誌完成・搬入

２６年 ６月 ・平和教育講演会

１０月 ・地区陸上競技大会 総合３位



１１月 ・秋田学びの体験事業
２７年 ６月 ・落語を聞く会 ・ジンバブエ音楽鑑賞会

９月 ・５年離島体験
１０月 ・運動会
１１月 ・学習発表会

２８年度 ５月 ・授業参観 ・ＰＴＡ総会 ・１年生を迎える会

６月 ・５年 宿泊学習 ・６年 修学旅行
１０月 ・運動会 ・日曜授業参観 ＰＴＡバザー ・グラウンドゴルフ大会
１１月 ・学習発表会

２９年 １月 ・糸満市教育の日、学校公開日（授業参観）・学力向上推進実践発表会

３月 ・卒業式 男１４名 女９名 卒業生 計 ２２名
２９年度年 ４月 ・入学式(新入生２１名)

・こいのぼり集会・遠足（幼稚園生～６年生まで摩文仁平和祈念公園に）

５月 ・交通安全指導（幼稚園児・１年生）・授業参観・ＰＴＡ総会・１年生を迎える会

６月 ・地域懇親会 ・５年 宿泊学習 ・６年 修学旅行
７月 ・ＰＴＡバザー ・グラウンドゴルフ大会

９月 ・運動会
１１月 ・学習発表会

２９年 １月 ・糸満市教育の日、学校公開日（校内マラソン大会）・学力向上推進実践発表会

２月 ・沖縄県学力到達度調査

３月 ・６年生を送る会
・卒業式 男１９名 女１２名 卒業生 計 ３１名

３０年度年 ４月 ・こいのぼり集会・遠足（幼稚園生～６年生：平和祈念公園）

５月 ・交通安全指導（幼稚園児・１年生）・授業参観・ＰＴＡ総会・１年生を迎える会

６月 ・地域懇親会 ・６年 修学旅行
９月 ・運動会

１０月 ・５年 離島体験交流学習（南大東島）
１１月 ・学習発表会・ＰＴＡバザー

３１年 １月 ・糸満市教育の日（学校公開日）・校内マラソン大会（平和祈念公園）

３月 ・６年生を送る会
・卒業式 男１７名 女１４名 卒業生 計 ３１名

・修了式・離任式

３１年度年 ４月 ・入学式(新入生２０名)

・こいのぼり集会・遠足（１年生～６年生：平和祈念公園）

令和元年 ５月 ・交通安全指導（１年生）・授業参観・ＰＴＡ総会・１年生を迎える会・地域懇談会

６月 ・６年 修学旅行
９月 ・運動会（校舎建築のため三和中学校運動場で開催）

１０月 ・社会見学・地区陸上競技大会・ＰＴＡバザー・５年 宿泊学習（玉城青少年の家）
１１月 ・地震津波・避難訓練 ・学習発表会

令和２年 １月 ・糸満市教育の日（学校公開日）

・校内マラソン大会（平和祈念公園 多目的テラス広場）

３月 ・新型コロナウィルスの感染拡大防止のため臨時休校（3/2～ 4/6）
・新型コロナウィルスの感染拡大防止の対応として自主出校受入（3/5～ 3/13）
・臨時休校解除（3/16～ 3/24）
・卒業式 男１３名 女１１名 卒業生 計 ２４名

・修了式・離任式

令和２年度 ４月 ・糸満市コロナ対策会議の決定を受けて 4月 7日～ 19日まで臨時休校
・4月 20日～ 5月 20日まで臨時休校延長 自主出校受入

５月 ・新校舎への引っ越し作業（職員）

・赴任式・1学期始業式（校内放送）
・入学式 ※新型コロナウィルスの感染拡大防止のため簡素化し短縮して実施

６月 ・授業参観（字ごとに分散して実施） 平和に関する講話（2年，3年）
・大腸菌検出による対応(～ 23日）

７月 ・避難訓練（火災）

・５年生校外学習 平和祈念公園

・２年生校区探検



・学びのたしかめ(３,４,５年)・全国学力調査(６年)
・交通安全指導教室（１年） ・６年生校外学習 平和祈念公園 ・字児童会

・１学期終業式

８月 ・夏休み（～ 11日）・夏休み延長（～ 14日）・臨時休校（～ 28日）・自主出校受入
・６年生だけ分散登校

・２学期始業式 ・台風 9号接近のため午前中授業
９月 ・台風９号襲来のため臨時休校 ・旧盆（ウークイ）のため休校

・旧校舎解体工事のため理科室廊下前からの登下校

・ＰＴＡ作業（３密を避けるため有志及び職員）

・視力検査・聴力検査実施 ・修学旅行保護者説明会

・学校創立記念講話 ・宿泊学習保護者説明会

１０月 ・合同学校運営協議会（コミュニティースクール）

・授業参観（字ごとに分散して実施） ・次亜塩素酸水器設置(保健室）

・歯科検診 ・社会見学 １・２年生 沖縄こどもの国 ・内科健診

・５年生宿泊学習(～１６日）玉城青少年の家

・６年生修学旅行(～２１日）つつじエコパーク(東村）

・人権の花植え付け式 ・人権教室（全学年） ・地震・津波避難訓練

１１月 ・耳鼻科検診

・日曜体育授業参観 ・第１回弁当の日（５，５年） ・水道栓修繕作業

・５，６年生職業人講話 ・教材園柵修繕工事（～２２日）

１２月 ・学期末保護者会 ・租税教室

・校内マラソン大会 （会場：平和祈念公園内 多目的テラス広場）

・人権の花開花式 ・赤い羽根共同募金贈呈 ・２学期終業式

令和３年 １月 ・３学期始業式 ・書き初め会

・糸満市教育の日 ・第２回学校運営協議会（コミュニティースクール）

・３年生 社会科学習（体育館）講師：海人工房

２月 ・第二回目弁当の日（５・６年） ・漢字検定

・児童会引き継ぎ式 新児童会

・委員会引継ぎ式(４年・５年）令和３年より２学年で委員会活動を行う

・新一年生保護者説明会

・創立１４０周年記念式典動画配信

３月 ・６年生を送る会 ・第３回学校運営協議会（コミュニティースクール）

・創立１４０周年記念誌完成

・卒業式 男１５名 女１５名 卒業生 計３０名

・修了式 離任式

令和３年度 ４月 ・赴任者 一学期始業式（オンライン開催）

・入学式(新入生15名) ・こいのぼり集会・遠足（1 年生～ 6 年生：平和祈念公園）
・家庭訪問 ・クラブ発足式

５月 ・交通安全指導（1年生）・1年生を迎える会 ・ＰＴＡ総会（書面開催）

・分散型日曜授業参観 ・児童朝会（米須小初オンライン児童朝会開催）

・不審者避難訓練

６月 ・新型コロナウイルス緊急事態宣言のため臨時休臨時休校

（6月 7日～ 20日まで）自主出校の受入れ、オンラインによる学習スタート
・プール開き延期※コロナ禍のため ・三和中学校区オンデマンド研修会（授業実

践校：米須小学校、三和中学校）・授業参観中止 ※コロナ禍のため

７月 ・沖縄県ＷＥＢ調査 学びのたしかめ（3年～ 5年）・字児童会
・学校保健員会（書面開催） ・表彰朝会（オンライン開催）

・台風 6号接近のため臨時休校 ・個人面談 ・一学期終業式（オンライン開催）



８月 ・夏休み(～ 25日）・夏休み延長（～ 31日）※コロナ禍のため

９月 ・臨時休業（～ 10日）新型コロナウイルス感染症予防のため臨時休業
オンライン学習実施 自主出校受入 二学期始業式（オンライン開催）

・学校再開（13日～）
・市陸上競技大会中止※コロナ禍のため ・ＰＴＡ作業中止※コロナ禍のため

・授業参観中止※コロナ禍のため ・離島体験（5年生）中止 ・創立 141周年記
念日集会（オンライン開催）

１０月 ・校内童話・お話大会 ・プール開始 ・修学旅行延期※コロナ禍のため

・第１回ＰＴＡ評議委員会 ・業間マラソン開始 ・地震、津波避難訓練

・プール終了 ・第１回学校運営協議会 ・運動会練習開始・市学校訪問

・運動会 ※コロナ禍のため感染症対策版

１１月 ・漢字検定 1回目 ・プロ学遠隔授業（6年） ・演劇鑑賞会 ・耳鼻科検診

・第 2回学校運営協議会 ・ありがとう集会 ・日曜授業参観 ・弁当の日①（5.6年）
・.社会見学（1.2年こどもの国 3.4年米須地下ダム/倉敷ダム）

１２月 ・期末保護者会 ・沖縄県ＷＥＢ調査 学びのたしかめ（3年～ 6年）
・校外学習/消防署見学(3年) ・鍵盤ハーモニカ特設授業（1年）
・第３回学校運営協議会 ・オンライン演劇鑑賞（6年） ・第 4回学校運営協議会
・租税教室（6年） ・書道教室（3年） ・宿泊学習保護者説明会（5年）
・こめすこども園図書館見学 ・カルビー工場見学（3年）※オンライン開催
・赤い羽根共同募金贈呈式/本の贈呈式 ・大掃除 ・二学期終業式（全児童体育館

開催）

令和４年 １月 ・三学期始業式（オンライン開催） ・校内書き初め会

・臨時休業（1月 11日～ 28日）新型コロナウイルス感染症予防のため臨時休業
オンライン学習実施 自主出校受入

・糸満市教育の日中止※コロナ禍のため ・漢字検定 2回目中止※コロナ禍のため
・参加型授業参観中止※コロナ禍のため ・学校再開（31日～）

２月 ・学級再開 2.5年(2月 1日～ 2月 4日) ・学校再開(7日～) ・三和中学校オリエン

テーション中止※コロナ禍のため ・弁当の日② 5.6 年 ・新一年生保護者説明会

（オンデマンド開催） ・校内マラソン大会中止※コロナ禍のため ・第 5回学校運
営協議会 ・火災訓練 ・幼小連携お招き会中止※コロナ禍のため ・児童会引継

ぎ式（オンライン開催） ・委員会引継ぎ式 ・学級役員任命式 ・学級閉鎖 1年
（2月 17日～ 2月 23日） ・学級再開（24日～）

３月 ・読み聞かせ（初オンライン開催） ・5 年生宿泊学習(1 泊 2 日）糸満青少年の家
・6年生修学旅行(1泊 2日）つつじエコパーク(東村） ・6年生の送る会（オン
ライン開催）・県到達度調査 5.6年

・卒業式 男 13名 女 13名 卒業生 計 26名 ・修了式 離任式

令和 4 年 3 月 31 日


