
Ⅱ 学 校 概 要

１．校 名 沖縄県立向陽高等学校

２．位 置 沖縄県島尻郡八重瀬町字港川150番地

３．設置学科 普通科、理数科、国際文科（英語コース、中国語コース）

４．定 員 １学年 普通科80名（２学級）、理数科80名（２学級）、

国際文科80名（２学級）、合計240名（６学級）

５．学 寮 「図南寮」 沖縄県島尻郡八重瀬町字具志頭1737-1

定員100名（男子50名、女子50名）

６．沿革概要

平成５年

３月31日 用地造成工事着工

平成５年度

８月１日 沖縄県高等学校等の設置に関する条例の一部を改定する条例(沖縄県条例第19号)を

公布する。沖縄県立向陽高等学校 具志頭村字港川150番地

８月１日 職員人事が発令され、開校準備室を開設する。（教育庁内）

島田賢松(教育庁高等学校教育課副参事) 大城安功(南部商業高等学校教頭) 金城伸

昌(南部商業高等学校事務主査)

８月26日 用地造成工事竣工

８月30日 体育館、プール、柔剣道場等着工

10月28日 平成６年度沖縄教育委員会公示第５号平成６年度沖縄県立向陽高等学校入学定員を

次のように定める。 普通科２学級80名 理数科２学級80名 国際文科２学級80名

１月１日 職員人事発令される 教諭翁長武範(首里高等学校より) 副主査屋宜トミ子(真和志

高校より)

３月16日、17日 平成６年度入学者選抜学力検査を南部商業高等学校において実施する。

３月28日 体育館、プール、柔剣道場等竣工

平成６年度

４月１日 職員人事により17名発令される。

４月８日 開校式・第１回入学式を挙行し、校旗を樹立する。(新入生198名 国際文科59名 理

数科68名 普通科71名) ＰＴＡ設立総会

５月27日 県高校総体 ７種目に61名

11月５日 県高校新人体育大会 ６競技に51名参加

３月24日 第１回日米交流プログラム（ミシガン州マーチンルーサー･キング･Jr.ハイスクール

へ派遣 15名参加）

平成７年度

４月１日 職員人事により大城朝昭教頭(県教育庁より)外19名発令される。

４月７日 第２回入学式(新入生206名、国際文科57名、理数科69名、普通科80名)

３月５日 第２回国際交流プログラム（アイオワ州ジョージ・ワシントン高校 11名参加）

３月16日 第１回海外修学旅行(総人数206名 シンガポール・マレーシア)

３月28日 寄宿舎「図南寮」竣工

３月31日 島田賢松初代校長退職 大城朝昭教頭教育庁総務課主任指導主事へ昇任 金城伸昌

事務長糸満高校へ転勤

平成８年度

４月１日 赤嶺成喜校長(那覇西高等学校より)就任 津波古正弘教頭(首里高等学校より)就任

島袋精介事務長（那覇商業高等学校より）就任

４月８日 第３回入学式(新入生216名、国際文科69名、理数科67名、普通科80名)

図南寮落成式

６月10日 海外姉妹校(アイオワ州ジョージ・ワシントン高校)より生徒５名及び引率教師１名

来校。ハワイ州より生徒１名来校。

６月20日～22日 第１回向陽祭 ｢GET OVER THE 原人！」－すべてはZEROからはじまる－

８月１日 第１回北京外国語大学短期語学研修



12月22日 向陽高等学校後援会結成総会（後援会長 馬上義雄）

３月１日 第１回卒業式(卒業生191名 国際文科55名 理数科67名 普通科69名)

３月８日 第３回姉妹校交流プログラム(アイオア州ジョージ･ワシントン高校へ 12名参加）

３月11日 第２回海外修学旅行（総人数213名 シンガポール・マレーシア）

平成９年度

４月７日 第４回入学式（新入生240名 国際文科80名 理数科80名 普通科80名）

６月20日～22日 第２回向陽祭 ｢Taking The Second Step｣－すべてはもう始まっている－

８月１日 第２回北京外国語大学短期語学研修

12月５日 平成８・９年度県教育委員会指定ＣＡＩ研究発表会

３月１日 第２回卒業式(卒業生200名 国際文科52名 理数科71名 普通科77名)

３月７日 第４回国際交流プログラム（アイオア州ジョージ・ワシントン高校へ派遣 11名）

３月10日 第３回海外修学旅行（総人数219名 シンガポール・マレーシア）

３月31日 第２代校長赤嶺成喜先生退職

平成10年度

４月１日 新城眞盛校長（教育センターより）就任

４月７日 第５回入学式（新入生240名、国際文科80名、理数科80名、普通科80名）

６月12日 第３回向陽祭 テーマ「我道以一貫之」－私の道は一つ、これを貫き通す－

７月14日 福建省中・高校生との交流集会（中国語コース）

８月１日 第３回北京外国語大学短期語学研修

10月17日 創立５周年記念式典・祝賀会・除幕式

１月20日 沖縄県教育委員会指定インターネット推進協力校成果報告会

３月１日 第３回卒業式(卒業生211名 国際文科66名 理数科65名 普通科80名)

３月６日 第５回海外姉妹校交流プログラム(アイオワ州ジョージ･ワシントン高校へ派遣 13名）

３月９日 第４回海外修学旅行（生徒235名 シンガポール・マレーシア）

平成11年度

４月１日 與崎安喜教頭（教育庁県立学校教育課より）他15名就任

４月７日 第６回入学式（新入生240名 国際文科80名 理数科80名 普通科80名）

６月12日 第４回向陽祭 テーマ「LET'S MAKE A BETTER WORLD！－新しい時代をつくろう－」

８月１日 第４回北京外国語大学短期語学研修

１月24日 文部省指定：高校生海外留学等研究協力校中間発表

３月１日 第４回卒業式（卒業生239名 国際文科80名 理数科81名 普通科78名)

３月４日 第６回海外姉妹校交流プログラム(アイオワ州ジョージ・ワシントン高校へ派遣 14名）

３月10日 第５回海外修学旅行（生徒238名 シンガポール・マレーシア）

３月31日 新城眞盛校長、島袋精介事務長退職

平成12年度

４月１日 大城朝昭校長（嘉手納高校より）事務長 山里健（南部農林高校より）他16名就任

４月７日 第７回入学式（新入生235名 国際文科79名 理数科76名 普通科80名）

６月24日 第５回向陽祭 テーマ「KOYO Spirit Wake Up！－目覚めよ！向陽魂－」

７月30日 第５回北京外国語大学短期語学研修

９月１日 平成12年度沖縄県・福建省中・高校生交流事業留学生派遣（～平成13年７月10日）

９月24日 平成12年度沖縄県・福建省中・高校生交流事業留学生受入れ(～平成13年７月６日)

２月５日 文部省指定：高校生海外留学等研究協力校研究成果報告

３月１日 第５回卒業式（卒業生230名 国際文科70名 理数科78名 普通科82名）

３月４日 第７回海外姉妹校交流プログラム(アイオワ州ジョージ・ワシントン高校へ派遣 14名）

３月10日 第６回海外修学旅行（生徒235名 シンガポール・マレーシア）

平成13年度

４月１日 大城浩教頭(知念高校より)他27名就任

４月７日 第８回入学式（新入生240名 国際文科80名 理数科80名 普通科80名）

６月24日 第６回向陽祭 テーマ「Ｎｉｃｅ向陽！勉強しな祭 遊びな祭」
さい さい

７月29日 第６回北京外国語大学短期語学研修(～8/12)(生徒14名)

３月１日 第６回卒業式 （卒業生239名 国際文科82名 理数科77名 普通科80名)

３月10日 第７回海外修学旅行（シンガポール・マレーシア 生徒235名）



３月31日 大城朝昭校長退職

平成14年度

４月１日 與崎安喜校長(県立学校教育課より)、仲間博之教頭(開邦高校より)、譜久里恵美子

事務長(南部商業高校より)他31名就任

４月８日 第９回入学式（新入生220名 国際文科75名 理数科65名 普通科80名）

６月21日 第７回向陽祭 テーマ「カムスカ向陽！サヤスカ向陽！」

７月28日～8/11日 第７回北京外国語大学短期語学研修（生徒21名）

10月24日 馬場賞受賞

３月１日 第７回卒業式 （卒業生231名 国際文科77名 理数科75名 普通科79名)

３月８日 第８回海外修学旅行（生徒240名 シンガポール・マレーシア）

平成15年度

４月１日 文部科学省よりＳＥＬＨｉ研究指定

４月７日 第10回入学式（新入生240名 国際文科80名 理数科80名 普通科80名）

７月12日 第８回向陽祭 テーマ「みんなで想い出 ゲッツ！、げっつ！！Ｇｅｔ’ｓ！！」

８月８日 文部科学省よりＳＰＰ指定

10月31日 創立10周年記念式典・祝賀会

３月１日 第８回卒業式 （卒業生238名 国際文科79名 理数科79名 普通科80名)

３月10日～14日 第９回修学旅行（生徒220名 東京・長野）

平成16年度

４月７日 第１１回入学式（新入生229名 国際文科80名 理数科69名 普通科80名）

４月14日 理数科棟完成及び県へ引渡し

７月17日～18日 第９回向陽祭 テーマ「ハイ祭!!ディ祭!!向陽祭!!」

７月29日 第８回北京外国語大学短期語学研修（10名）出発 ～8/12まで

９月９日 第1回ＳＥＬＨｉ運営指導委員会・公開授業（2年2組）

10月23日～25日 県高校新人体育大会ソフトテニス男子団体優勝､個人戦準優勝

12月20日 第2回ＳＥＬＨｉ運営指導委員会・公開授業（2年1組）

３月１日 第９回卒業式 （卒業生217名 国際文科73名 理数科65名 普通科79名)

３月２日 海外姉妹校交流プログラム（アイオワ州ジョージワシントン高校へ派遣 10名参加）

３月７日 第10回修学旅行（ﾏﾚｰｼｱ・ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ４泊５日、引率教頭外教諭７名、生徒229名）

３月17日 第３回ＳＥＬＨｉ運営指導委員会・公開授業（1年１･２組）

３月26日 部室完成

平成17年度

４月１日 大城浩校長(県立学校教育課より)、金城一男教頭(知念高校より)、他26名就任

４月７日 第12回入学式（新入生235名 国際文科75名 理数科80名 普通科80名）

５月28日～6/1日 沖縄県高校総合体育大会 男女総合２５位 ソフトテニス男子団体準優勝

ウエイトリフティング 2位、水泳3位

７月12日 第1回ＳＥＬＨｉ運営指導委員会・公開授業（２年１・２組、１年１・２組）

７月16～17日 第10回向陽祭 テーマ「溢れる情熱、輝く笑顔 青空に映る我らの青春」

７月30～31日 2005年向陽高校国際文科模擬国連会議（１日目本校、２日目万国津梁館)

８月３日 第９回北京外国語大学短期語学研修（13名）出発 ～8/17まで

10月25日 第２回ＳＥＬＨｉ運営指導委員会、パネルディスカッション、公開授業

12月８日 ＳＥＬＨｉ実地調査 講師 樋口晶彦（鹿児島大学教授） 公開授業（英語コース）

１月13日 第３回ＳＥＬＨｉ運営指導委員会、公開授業（２年国文英語コース、１年１･２組）

１月21日～22日 平成18年度大学入試センター試験(222名受検95％）

１月24日 文部科学省指定SELHｉ最終研究発表会 （講師 松本茂氏：東海大学教授）

２月24日 SELHｉ特別講演会 国際文科１・２年対象 白鴎大学 ジェフリー・ミラー教授

３月１日 第10回卒業式 （卒業生233名、国際文科73名、理数科80名、普通科80名)

姉妹校交流プログラム（アイオワ州ジョージワシントン高校へ派遣 11名）

３月５日～９日 第11回修学旅行（マレーシア・シンガポール 226名）

平成18年度

４月７日 第13回入学式（新入生238名､国際文科79名､理数科80名､普通科79名）

５月27日～30日 沖縄県高校総合体育大会 男女総合42位 ソフトテニス男子ダブルス準優勝



水泳女子400M自由形第1位800M自由形第3位 ウエイトリフティング85kg級第2位

６月30日 卒業生によるＦＩＲＳＴコンサート

７月15日～16日 第11回向陽祭 テーマ「太陽の下 輝け青春、深まる絆 向陽祭」

８月５日～19日 第10回北京外国語大学短期語学研修（13名）

８月28日 沖縄･新疆ｳｲｸﾞﾙ自治区愛の架け橋交流会(新疆華凌福祉学校15名､引率者6名)

９月11日 中国高校生長期招へい事業受入（２名、～H19.7）

10月28日～30日 県高校新人体育大会 ｳｴｨﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 94kg級優勝､ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 男子 ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 3位

３月１日 第11回卒業式（卒業生221名、国際文科78名、理数科66名、普通科77名)

３月３日～21日 海外姉妹校交流プログラム（アイオワ州ジョージ・ワシントン高校11名）

３月６日～10日 第12回修学旅行（マレーシア・シンガポールへ225名）

３月16日 第13回体育発表会・校内武道大会

平成19年度

４月９日 第14回入学式（新入生240名、国際文科80名、理数科80名、普通科80名）

５月14日～21日 全米模擬国連会議に日本代表として、金城奈々子、喜友名一気参加

５月30日～6/5日 シンガポールMillennia Instituteの本校訪問 生徒18名 引率教諭２名

６月２日～11日 沖縄県高校総合体育大会 男女総合28位 ソフトテニス競技男子団体戦準優勝

男子ダブルス準優勝 ウェイトリフティング競技優勝

６月５日 「21世紀東アジア青少年大交流計画」中国人生徒来校 生徒11名 教諭他５名

６月16日～17日 第12回向陽祭 テーマ「流れる汗－我らの青春ラララライ」

８月１日 創立15周年記念事業進路シンポジウム、特別講話、記念事業期成会結成総会

８月５日～19日 第11回北京外語大学短期語学研修

11月３日～６日 県高校新人体育大会 男子ソフトテニス 団体１位 個人１位､３位､８位

11月17日 第１回全日本高校模擬国連大会県代表 知花綾香 宮城恵理奈（２年）

12月17日 第11回全国高校生中国語スピーチコンテスト優勝 村山芽衣子 準優勝 宮里夏実(１年)

12月31日～１月１日 元旦模試（98名）

３月１日 第12回卒業式（卒業生235名 国際文科73名 理数科80名 普通科82名）

３月３日～21日 海外姉妹校交流プログラム（生徒12名参加）

３月６日～10日 第13回修学旅行（マレーシア・シンガポールへ230名参加）

３月19日 第14回体育発表会・校内武道大会

３月27日 離任式 大城浩校長 他25名

平成20年度

４月１日 平良勉校長（県立学校教育課より） 他25名就任

４月７日 第15回入学式（新入生217名､国際文科58名､理数科79名､普通科80名）

５月30日～ 県高校総合体育大会 男女総合32位ソフトテニス競技団体優勝 個人優勝･準優勝

６月18日 アイオワ・ジョージワシントン高校滞在

６月19日 第1回ハイスクールジャパンカップ（ソフトテニス）参加

７月５日～６日 第13回向陽祭 「高鳴る鼓動 溢れる感動 これが俺らの人間道」

８月１日 創立15周年記念進路講演会「夢を実現するために」講師：大城勝太

８月３日～17日 上海師範大学短期語学研修（12名）

８月６日～７日 第10回中国・四国・九州地区理数科高等学校課題研究発表会 ５チーム参加

11月１日 県高校新人体育大会 ソフトテニス女子団体ベスト４

12月31日～１月１日 元旦模試（参加者 90名）

１月17日～18日 大学入試センター試験（228名受験率97.4％）

３月１日 第13回卒業式（卒業生234名 国際文科78名 理数科79名 普通科77名）

３月５日～25日 海外姉妹校交流プログラム（生徒12名参加）

３月７日～11日 第14回修学旅行（マレーシア・シンガポールへ233名参加）

３月19日 第15回体育発表会・校内武道大会

３月27日 離任式 奥間正英教頭 他23名

平成21年度

４月１日 儀間清浩教頭（県立総合教育センター） 他23名 就任

４月７日 第16回入学式（新入生236名､国際文科77名､理数科80名､普通科80名）

５月29日～ 沖縄県高校総合体育大会 男女総合36位(男子52位 女子20位)



６月13日 ＹＦＵ米国人短期留学高校生来校（１名）

６月20日～21日 第14回向陽祭 「キラめけ青春 輝け勇姿 流れる汗が団結へ」

８月２日～16日 上海師範大学短期語学研修（15名）

８月５日～24日 平成21年度「アジア青年の家」（本校５名）

９月20日 第２回英語スペリングバトル高校生部門優勝（２年連続）

１月16日～17日 大学入試センター試験

３月１日 第14回卒業式（卒業生241名 国際文科81名 理数科80名 普通科80名）

３月９日～13日 第15回修学旅行（マレーシア・シンガポールへ210名参加）

３月19日 第16回体育発表会・校内武道大会

３月26日 離任式 退職者３名、異動19名

平成22年度

４月１日 教諭、実習助手19名就任

４月７日 第17回入学式（新入生240名､国際文科80名､理数科80名､普通科80名）

５月28日～ 沖縄県高校総合体育大会（開会式186名、男子90名、女子96名）

６月19日～20日 第15回向陽祭 「夢・希望・絆 これが我らの 青春三原色」

８月７日～20日 第14回北京外国語大学短期語学研修（10名）

10月30日～ 県高校新人体育大会 県高文連 全国大会出場権郷土芸能部

３月１日 第15回卒業式（卒業生209名、国際文科52名、理数科78名、普通科79名）

３月５日～23日 海外姉妹校交流プログラム（１年生16名）

３月８日～12日 ２年生第16回海外研修（マレーシア・シンガポール、230名）

３月18日 第17回校内武道大会

３月24日 離任式 平良勉校長（県立学校教育課長）、高良千里事務長（西原高校）他22名

平成23年度

４月１日 校長奥間正英（県立伊良部高校より）事務長新城薫（県立南部工業高校より）

４月７日 第18回入学式(新入生238人、国際文科80人、理数科78人 普通科80人)

５月28日～ 沖縄県高等学校総合体育大会 開会式(19団体189人)

６月18日～19日 第16回向陽祭「光る汗 輝く笑顔 深まる絆 我らの青春 千紫万紅」

８月６日～20日 第15回北京外語大学短期語学研修(１、２学年11人)

９月９日 校内陸上競技大会(総合優勝１年６組)

11月９日～11日 インターンシップ(２学年)

３月１日 第16回卒業式(卒業生238人、国際文科79人、理数科79人、普通科80人)

３月２日～20日 アイオワ州姉妹校交流プログラム参加（13名）

３月７日～11日 ２年生第17回海外研修(シンガポール・マレーシア 233名参加)

３月16日 校内武道大会(柔道、剣道、ダンス)

３月23日 進路学習室壁完成（20周年記念事業）

３月23日 離任式 教頭儀間清浩（県立総合教育センター班長）、他退職者1名、異動者6名

平成24年度

４月１日 教頭宮里均(豊見城高校より)、他教職員17人就任

４月９日 第19回入学式(新入生239名、国際文科80人、理数科80人、普通科79人)

６月１日 県高等学校総合体育大会開会式及び競技(23団体198人参加)

６月16日～17日 第17回向陽祭｢KOYO PRIDE 2012-輝け青春､咲かせろ笑顔､煌めく心はｽｶｲﾊｲ!-｣

８月４日 第16回北京外国語大学短期語学研修(国際文科1･2学年13人)(～18日)

３月１日 第17回卒業式(国際文科80人、理数科80人、普通科79人、合計239人)

３月２日～20日 アイオワ州姉妹校交流プログラム参加（６名）

３月６日～10日 ２年生第18回海外研修(シンガポール・マレーシア 232名参加)

３月19日 校内武道大会(柔道､剣道､ダンス)

３月22日 離任式 奥間正英校長(首里東高校)､新城薫事務長(陽明高校)､外異動者20名

平成25年度

４月１日 校長 新垣治男（八重山高校より）外15名就任

４月８日 第20回入学式（新入生233名、国際文科74名、理数科80名、普通科７９名）

５月31日 県高等学校総合体育大会開会式（22競技201人）

６月15日 第18回向陽祭「青春始まる3秒前 Put your hands up! 未来へつなが～16日



る大作戦～僕らのテンション Fly away!～」

８月３日 第17回北京外国語大学短期語学研修（国際文科11人）

10月19日 創立20周年記念講演会･式典･祝賀会（講演会講師:瀬谷ルミ子氏）

２月１日 平成25年度沖縄県学校ダンスフェスティバル敢闘賞

３月１日 第18回卒業式(国際文科71人、理数科77人、普通科77、合計225人)

３月５日 ２年生第19回海外研修(シンガポール・マレーシア234名参加)

３月８日 アイオア州姉妹校交流プログラム参加（６名）（～23日）

３月18日 校内武道大会(柔道､剣道､ダンス)

３月24日 離任式 離任者 教頭 宮里均（北山高校校長）他本務７名

平成26年度

４月１日 教頭 比嘉正二（那覇高校より）外20名就任

４月７日 第21回入学式（新入生240名、国際文科、理数科、普通科各科80名）

５月31日 県高等学校総合体育大会開会式（20競技195人）

７月12日 第19回向陽祭 統一テーマ「世界と青春」。スローガン『笑いな祭、はじけな祭、

楽しみな祭、High 祭、向陽祭、世界の果てまで行ってKOYO!! 』

８月３日 第18回北京外国語大学短期語学研修（国際文科10人）

10月12日 ２年生第20回海外研修(シンガポール・マレーシア230名参加)

11月７日 県高校総合文化祭（演劇部門団体最優秀賞）

３月１日 第19回卒業式(国際文科80人、理数科78人、普通科76、合計234人)

３月７日 アイオア州姉妹校交流プログラム参加（９名）（～22日）

３月24日 離任式 離任者 教 頭 比嘉正二（陽明高校校長）

事務長 渡真利早恵子（知念高校事務長）他本務１２名

３月31日 新垣治男校長退職

平成27年度

４月１日 校長 半嶺通男（久米島高校）他13名就任

４月７日 第22回入学式（新入生235名、国際文科80名、理数科75名、普通科80名）

５月29日 県高等学校総合体育大会 九州大会派遣：なぎなた競技、陸上棒高跳び

７月11日 第20回向陽祭 統一テーマ「夢の国」。スローガン『You may know 夢の国 高揚

して紅葉のように鮮やかに舞え向陽祭！』（～12日：台風により1日短縮実施）

７月24日 臨時卒業式（留学帰国生４名）

10月20日 芸術鑑賞「琉球交響楽団スクールコンサート」

11月６日 県高校総合文化祭開会式（演劇部門団体最優秀賞）

11月12日 南城市なんじーバス向陽高校までの運行開始

12月13日 二年生第21回海外研修(シンガポール・マレーシア240名参加～17日)

12月16日 インターンシップ(１学年) (～18日)

１月16日 大学入試センター試験(会場：沖縄大、県立看護大、那覇国際高）（～17日）

２月27日 アイオワ州姉妹校交流プログラム参加（13名）（～3月14日）

３月１日 第20回卒業式(合計226人、国際文科69人、理数科80人、普通科77人）

３月24日 離任式 離任者 本務職員13名、再任用職員1名

平成28年度

４月１日 教諭10名就任

４月７日 第23回入学式（新入生237名、国際文科78名、理数科79名、普通科80名）

５月28日 県高等学校総合体育大会開会式（21競技 199人）

（九州・全国大会派遣：フェンシング競技 1年 知念明奈）

６月19日 第21回 向陽祭（～20日）

７月31日 九州高等学校体育大会フェンシング競技 女子サーブル ベスト16 １年 知念明奈

８月11日 第12回南九州小編成吹奏楽コンテスト 銅賞

９月７日 第40回沖縄県高等学校総合文化祭弁論部門大会 優秀賞 ３年 網敷美南海

９月10日 心連心：中国高校生長期招へい事業第11期生受け入れ（～H29.7）

10月26日 第４回こころからの手紙コンテスト 最優秀賞 ２年 金城五月花

11月11日 芸術鑑賞「いっこく堂の腹話術ショー」

12月11日 ２年生第22回海外研修(シンガポール・マレーシア240名参加～15日)



12月16日 第58回九州高等学校演劇研究大会(沖縄県～17日)最優秀賞 演目:「ＨＡＮＡＢＩ」

１月14日 大学入試センター試験(会場：沖縄大、県立看護大、那覇国際高）（～15日）

２月25日 アイオワ州姉妹校交流プログラム参加（11名）（～3月13日）

３月１日 第21回卒業式(合計244人、国際文科84人、理数科79人、普通科81人）

３月24日 離任式 離任者 崎間恒哉教頭（首里高校）冨里靖事務長（八重山特支）他26名

３月31日 半嶺通男校長退職

平成29年度

４月１日 校長 儀間清浩、教頭 真栄田義光以下、24名の職員就任

４月７日 第24回入学式（新入生240名、国際文科80名､理数科80名､普通科80名）

４月27日 台湾国立東石高級中学との交流会（生徒67名、引率４名）

５月22日 ソロモン諸島水泳選手団交流会（選手３名、随行２名）

５月26日 沖縄県高等学校総合体育大会総合開会式（14競技、198名）※総合39位

ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ競技:知念明奈(2年,九州･全国派遣)水泳競技:宮城春希(1年:九州派遣）

６月５日 沖縄県海外雄飛プロジェクト短期留学生受け入れ（１名、～１６日）

６月８日 沖縄県海外雄飛プロジェクト学校訪問（ハワイより高校生11名、随行３名）

６月18日 第２２回 向陽祭 『空前絶後の～超絶笑顔の～ＫＯＹＯ祭

～19日 向陽を愛し向陽に愛された我らの青春ここにあり』

６月21日 ＹＦＵ夏期短期留学生受け入れ（１名、～7月20日）

７月16日 第24回沖縄県高等学校夏季演劇研究大会 最優秀賞・演技賞

８月３日 第41回全国高等学校総合文化祭演劇部門（宮城） 文化庁長官賞

８月11日 第13回南九州小編成吹奏楽コンテスト（大分） 金賞

８月26日 第28回全国高校総合文化祭優秀校東京公演（国立劇場、演劇部）

第６回ご当地！絶品うまいもん甲子園沖縄県選抜大会 最優秀賞

桃原紗希／長嶺伊織／又吉瑞希（２年）

９月８日 第24回 大運動会

９月19日 第41回県高等学校総合文化祭弁論部門 優秀賞 中山友愛（３年、九州派遣）

９月27日 ロシアDevelopment校10名来校・交流会

10月６日 タイ教育旅行視察団来校

10月14日 第13回沖縄県高校生中国語発表大会 入賞４名（２名は全国派遣）

初級１位：泉川依令（２年）入門２位：城間茜音（１年）

第57回沖縄県生徒科学賞作品展

野外実習・科学新聞賞 渡慶次未来（３年）

10月21日 第７回沖縄科学グランプリ（向陽Ａチーム 情報部門１位）

10月23日 第29回席上揮毫大会（県） 奨励賞10名 佳作１名

10月29日 平成29年度県高等学校新人体育大会（～10/31）

柔道競技 男子60kg級３位上原賢哉（１年）、男子66kg級３位川端亮司（２年）

11月２日 地震・津波防災訓練（１・３年 具志頭運動公園陸上競技場）

11月３日 第28回県高等学校演劇研究大会 優秀賞一席・演出賞 演技賞 大城唯奈（２年）

11月４日 第６回ご当地！絶品うまいもん甲子園（全国） 審査員特別賞

桃原紗希／長嶺伊織／又吉瑞希（２年）

11月７日 平成29年度芸術鑑賞会（舞台「沖縄燦々」、ACO沖縄）

12月７日 クバサキハイスクール半日体験受入れ（78名来校）

12月10日 ２年第23回海外研修(224名参加、～12/14、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ･ﾏﾚｰｼｱ)

１月13日 大学入試センター試験（会場：沖縄大、県立看護大、那覇国際高校）（～１４日）

２月24日 アイオワ州姉妹校交流プログラム参加（８名）（～3月11日）

３月１日 第２２回卒業式（合計２３１名：国際文科８１名、理数科７２名、普通科７８名）

３月24日 修了式・離任式 離任者 教頭 真栄田義光 他10名

３月28日 平成29年度大学合格者等集計 国公立大 102名（県内62名、県外40名：現役のみ）

平成30年度

４月１日 教頭 渡久平元一 他20名就任

４月９日 第25回入学式（新入生241名、国際文科81名､理数科80名､普通科80名）


