沿革の概要
昭和４５年４月１５日

伊是名教育区立伊是名幼稚園と称し、伊是名村字仲田１１６５
番地に設立。 （旧村役所建物を教室として使用）
園長 仲田 栄光

副園長 諸見川 和久

第１回入園式 男子４３人、女子４９人、計９２人（３学級）
昭和４６年３月２１日

第１回卒園式 男子４３人、女子４９人、計９２人

昭和４６年４月 ９日

第２回入園式 男子３４人、女子４５人、計７９人

昭和４７年３月２１日

第２回卒園式 男子３４人、女子４４人、計７８人

昭和４７年４月 ９日

第３入園式 男子３２人、女子２７人、計５９人

５月１５日 ２７年にわたるアメリカ統治に終わりを告げ、本土復帰に伴い、
伊是名村立伊是名幼稚園に改称。
昭和４８年３月２１日

第３回卒園式 男子３１人、女子２７人、計５８人

昭和４８年４月１０日

第４回入園式 男子２４人、女子２２人、計４６人

９月２２日

現幼稚園敷地、農協庁舎として使用するため、幼稚園は小学校
の後校舎に移転する。

昭和４９年３月２０日

第４回卒園式 男子２２人、女子２２人、計４４人

昭和４９年４月１０日

第５回入園式 男子２３人、女子２５人、計４８人

昭和５０年３月２０日

第５回卒園式 男子２３人、女子２５人、計４８人

昭和５０年４月１０日

第６回入園式 男子１８人、女子２５人、計４３人

昭和５１年３月１９日

第６回卒園式 男子１９人、女子２５人、計４４人

昭和５１年４月 ９日

第７回入園式 男子２３人、女子１４人、計３７人 （１学級）

昭和５２年３月１９日

第７回卒園式 男子２３人、女子１３人、計３６人

昭和５２年４月１１日

第８回入園式 男子１８人、女子１６人、計３４人

昭和５３年３月２２日

第８回卒園式 男子１９人、女子１６人、計３５人

昭和５３年３月３１日

園長 仲田 栄光（定年退職）

昭和５３年４月 １日

園長 玉城 英徳

昭和５３年４月１０日

第９回入園式 男子２４人、女子２０人、計４４人

昭和５４年３月２０日

第９回卒園式 男子２２人、女子２１人、計４３人

昭和５４年４月１０日

第１０回入園式 男子１７人、女子１７人、計３４人

７月１９日

小学校校舎取り壊しのため、総合センター保健室に移る。

昭和５５年３月１９日

第１０回卒園式 男子１６人、女子１５人、計３１人

昭和５５年４月 ９日

第１１回入園式 男子１５人、女子２４人、計３９人

昭和５６年３月２０日

第１１回卒園式 男子１６人、女子２４人、計４０人

昭和５６年４月 ７日

小学校学級減により、小学校へ移る。２階東側教室を幼稚園が
利用する。

４月 ９日

第１２回入園式 男子１３人、女子１６人、計２９人

昭和５７年３月１９日

第１２回卒園式 男子１３人、女子１７人、計３０人

昭和５７年４月 ９日

第１３入園式 男子１５人、女子１６人、計３１人

昭和５８年３月１９日

第１３卒園式 男子１６人、女子１６人、計３２人

３月３１日

園長

玉城

英徳（勧奨退職）

昭和５８年４月 １日

園長

前原 久

４月 ９日

第１４回入園式 男子１３人、女子１６人、計２９人

昭和５９年３月２１日

第１４回卒園式 男子１２人、女子１７人、計２９人

昭和５９年４月 ５日

新園舎落成により移転
敷地面積９５２平米、建物床面積２１０平米

４月１０日

第１５回入園式 男子１６人、女子１４人、計３０人

６月１１日

新築２ヶ月で雨漏りがあり、補修工事及び調査が入る。

昭和６０年１月２３日

屋根の防水工事開始。（～２５日まで）

昭和６０年３月２０日

第１５回卒園式 男子１６人、女子１４人、計３０人

３月３１日
昭和６０年４月 １日

園長 前原 久（宜野座小へ転勤）
園長 中本 徳友

４月１０日

第１６回入園式 男子１８人、女子１７人、計３５人

５月 ２日

伊是名幼稚園 親の会発足
初代会長に東江初信、副会長に東江清和

昭和６１年３月２０日
３月３０日

第１６回卒園式 男子１８人、女子１８人、計３６人
園舎吸音対策工事始まる。

昭和６１年４月１０日

第１７回入園式 男子１５人、女子１８人、計３３人
園舎吸音対策工事のためしばらくの間小学校空き教室を借りて
保育する。（旧特殊学級）

昭和６１年４月１９日

園舎吸音対策工事終了

４月２１日

工事完成により教室を移動して、園舎にて保育を開始する。

６月１４日

植樹の穴掘り作業

８月２９日

台風１３号により屋根の防水カバーがはぎ取られる。

昭和６２年２月２５日

屋根の補修工事（防水工事）開始、（やましん防水工事社）

昭和６２年３月２０日

第１７回卒園式 男子１５人、女子１８人、計３３人

３月３１日
昭和６２年４月 １日

園長 中本 徳友（金武中へ転勤）
園長 大嶺 自助

４月 ９日

第１８回入園式 男子１６名、女子１３名、計２９名

６月２９日

ミニプール購入

昭和６３年３月１９日

第１８回卒園式 男子１６名、女子１２名、計２８名

昭和６３年４月 ９日

第１９回入園式 男子１６名、女子１８名、計３４名

昭和６４年１月

今上昭和天皇、１月７日午前６時３３分ご逝去により昭和の時

７日

代が終わる。
平成 元年１月 ８日

１月８日より平成の時代となる

２月２４日

故 今上昭和天皇、大喪の礼により休園

２月２５日

教育版画全員入賞する。

３月２０日

第１９回卒園式 男子１６名、女子１７名、計３３名

平成 元年４月１０日

第２０回入園式 男子１１名、女子１２名、計２３名

平成 ２年２月２５日

教育版画学校賞を受賞する。

３月 ６日

物置ユニットサーフ（倉庫）設置する。

３月２０日

第２０回卒園式 男子１１名、女子１２名、計２３名

３月３１日

園長 大嶺 自助 （与勝第二中へ転勤）

平成 ２年４月 １日
４月１０日

園長 謝花 弘
第２１回入園式 男子１４名、女子３２名、計４６名（２学級）

平成 ３年３月２０日

第２１回卒園式 男子１４名、女子３２名、計４６名

平成 ３年４月１０日

第２２回入園式 男子１０名、女子１６名、計２６名

平成 ４年３月１０日

飼育小屋完成

３月１９日

第２２回卒園式 男子１０名、女子１６名、計２６名

３月３１日

園長 謝花 弘（国頭教育事務所へ転勤）

平成 ４年４月 １日

園長 大城 正憲

平成 ４年４月 ９日

第２３回入園式 男子１６名、女子１５名、計３１名

平成 ５年３月１９日

第２３回卒園式 男子１７名、女子１７名、計３４名

平成 ５年４月 ９日

第２４回入園式 男子１５名、女子１３名、計２８名

平成 ６年３月１８日

第２４回修了式 男子１５名、女子１３名、計２８名

３月３１日

園長 大城 正憲（読谷小学校へ転勤）

平成 ６年４月 １日

園長 玉城 清

平成 ６年４月１１日

第２５回入園式 男子１８名、女子１６名、計３４名

平成 ７年３月１７日

第２５回修了式 男子１８名、女子１６名、計３４名

平成 ７年４月１１日

第２６回入園式 男子１２名、女子１０名、計２２名

平成 ８年３月１９日

第２６回修了式 男子１２名、女子１０名、計２２名

３月３１日
平成 ８年４月 １日

園長 玉城 清（兼次中へ転勤）
園長 小渡 清

４月１０日

第２７回入園式 男子１４名、女子１６名、計３０名

８月１３日

台風１２号により屋根の防水カバーが剥がれる。

１１月２８日

園舎環境整備（ブロック塀に絵を描く）

平成 ９年１月 ９日

園舎防水工事開始 ～１３日まで

平成 ９年３月１９日

第２７回修了式 男子１４名、女子１６名、計３０名

平成 ９年４月 ９日

第２８回入園式 男子１３名、女子１０名、計２３名

平成１０年３月２０日

第２８回修了式 男子１３名、女子１１名、計２４名

平成１０年４月 ９日

第２９回入園式 男子１１名、女子１１名、計２２名

平成１１年３月１９日

第２９回修了式 男子１２名、女子１１名、計２３名

３月３１日
平成１１年４月 １日

園長 小渡 清（宜野座小へ転勤）
園長 伊禮 厚子

４月 ９日

第３０回入園式 男子１１名、女子８名、計１９名

平成１２年３月１７日

第３０回修了式 男子１２名、女子８名、計２０名

平成１２年４月１１日

第３１回入園式 男子１４名、女子１５名、計２９名

平成１３年３月１９日

第３１回修了式 男子１４名、女子１５名、計２９名

平成１３年４月１０日

第３２回入園式 男子１８名、女子１０名、計２８名

平成１４年３月１９日

第３２回修了式 男子１８名、女子１０名、計２８名

平成１４年４月１０日

第３３回入園式 男子１１名、女子１７名、計２８名

平成１５年３月１９日

第３３回修了式 男子１１名、女子１５名、計２６名

３月３１日

園長 伊禮 厚子（当山小へ転勤）
教頭 東江 シゲ（定年退職）

平成１５年４月 １日

園長 渡名喜 庸清 着任

平成１５年４月 ９日

第３４回入園式 男子１３名、女子１５名、計２８名

平成１６年３月１９日

第３４回修了式 男子１３名、女子１５名、計２８名

平成１６年４月 ９日

第３５回入園式 男子１６名、女子 ６名、計２２名

平成１７年３月１８日

第３５回修了式 男子１７名、女子 ６名、計２３名

３月３１日
平成１７年４月 １日

教諭 野村 啓子 着任

教諭 野村 啓子異動（伊是名村立伊是名保育所）
村の人事異動により諸見 美奈子教諭着任（伊是名小図書司書）

４月１１日

第３６回入園式 男子１７名、女子１３名、計３０名

９月 １日

預かり保育実施

平成１８年３月１７日
３月３１日
平成１８年４月 １日

臨時的任用 石垣 江梨

第３６回修了式 男子１７名、女子１４名、計３１名
園長 渡名喜 庸清（南風原小へ転勤） 任用終了 石垣 江梨
園長 元田 功 着任

４月１１日

第３７回入園式 男子１６名、女子１４名、計３０名

４月１２日

預かり保育開始

担当 照屋 美恵

特別支援保育開始（対象児１名） 担当 銘苅 涼子
８月１５日

床張り替え工事開始

８月３１日

床張り替え工事完了

３月１５日

預かり保育終了

平成１９年３月１６日

第３７回修了式 男子１５名、女子１３名、計２８名

平成１９年４月１１日
４月１２日

第３８回入園式 男子１１名、女子 ７名、計１８名
預かり保育開始

担当 照屋 美恵

特別支援保育開始（対象児１人） 担当 銘苅 涼子
３月１３日
平成２０年３月１４日
３月３１日

預かり保育終了
第３８回修了式 男子１０名、女子 ７名、計１７名
村人事異動 教諭 諸見 美奈子（役場総務課へ）
任用終了 銘苅 涼子

平成２０年４月 １日

村人事異動により仲田 千賀子教諭着任 （伊是名村教育委員会）

４月 ９日

第３９回入園式 男子８名、女子１１名、計１９名

４月１０日

預かり保育開始 担当 伊禮 修平

８月２８日

便器取り替え工事開始

９月 ７日

便器取り替え工事完了

平成２１年３月１６日

預かり保育終了

３月１７日

第３９回修了式 男子８名、女子１１名、計１９名

３月３１日

園長 元田 功（定年退職）

平成２１年４月 １日

園長 松田 昭美着任

４月 ９日

第４０回入園式 男子８名、女子６名、計１４名

４月１０日

預かり保育開始

平成２２年２月 ６日

担当 伊禮 修平

ジャングルジム（腐食の為）撤去する。

２月 ９日

南洋杉を撤去する。

２月２７日

教育版画全員入賞する。

３月１６日

預かり保育終了

３月１７日

第４０回修了式 男子８名、女子６名、計１４名

平成２２年４月 ９日

第４１回入園式 男子８名、女子５名、計１３名

４月１２日
平成２３年２月２６日

預かり保育開始 担当 伊禮 修平
教育版画全員入賞する。

３月１７日

預かり保育終了

３月１８日

第４１回修了式 男子８名、女子４名、計１２名

３月３１日

園長 松田 昭美（定年退職）

３月３１日

村人事異動 教諭 仲田 千賀子（伊是名保育所へ）

平成２３年 ４月 １日

園長 森元 幹生（人事異動、国頭教育事務所より） 着任
村人事異動により伊禮 修平教諭 着任（新規採用）

４月１１日

第４２回入園式 男子８名、女子８名、計１６名

４月１２日

預かり保育開始 担当 金城 綾

９月３１日

預かり保育担当 金城 綾

１０月 １日

退任

預かり保育担当 中村 順子 着任

平成２４年 ２月１７日

園庭に物置設置

３月１７日

預かり保育終了

３月１９日

第４２回修了式 男子８名、女子８名、計１６名

平成２４年 ４月１０日

第４３回入園式 男子６名、女子８名、計１４名

４月１１日

預かり保育開始 担当 銘苅 涼子

６月１４日

転入生により、男子７名になる。

平成２５年 ３月１５日

預かり保育終了

３月１８日

第４３回修了式 男子７名、女子８名、計１５名

平成２５年 ４月１０日

第４４回入園式 男子７名、女子７名、計１４名
特別支援教育支援員配置 真栄田 りか

４月１１日
平成２６年 ３月１４日

預かり保育開始 担当 銘苅 涼子
預かり保育終了

３月１７日

第４４回修了式 男子７名、女子７名、計１４名

３月３１日

園長 森元 幹生（人事異動により本部小へ転勤）
特別支援教育支援員 真栄田 りか 任用修了

平成２６年 ４月 １日
４月 ９日

園長 座間味 靖（人事異動、天底小より）着任
第４５回入園式 男子 名、女子 名、計 名

