
沿 革 

☆福栄中学校 

【平成 ８ 年度】 ・紫福中学校と福川中学校を統合し、福栄中学校として開校 

 ・初代校長 山根弘州就任 ・西日本中学生ソフトボール選手権大会 ソフトボール部出場 

【平成 ９ 年度】 ・第２代校長 原田勝美就任  ・郵便局時計台設置 除幕式 

【平成10年度】 ・西日本中学生ソフトボール選手権大会 ソフトボール部出場 

【平成11年度】 ・第３代校長 高橋 徹就任   ・学校環境衛生準優良校    ・山口県健康推進準優良校 

 ・山口県児童生徒版画展覧会優良校 

【平成12年度】 ・第４代校長 藤井房雄就任 ・全天候型トラック(100m２コース）設置 

 ・第43回山口県絵画作品展覧会学校賞 優秀 ・第31回全日本ジュニアオリンピック陸上競技大会（100mH） 第１位 

【平成13年度】 ・山口県中学校春季体育大会 ソフトボール部優勝 

 ・３年生韓国修学旅行（釜山広域市上堂中学校交流）第１回 

【平成14年度】 ・山口県中学校春季体育大会 ソフトボール部準優勝  

 ・３年生韓国修学旅行（釜山広域市上堂中学校交流）第２回 ・全日本中学校通信陸上競技大会（３種競技B） 第１位  

 ・弓道場防矢ネット設置 

【平成15年度】 ・第５代校長 永光 進就任   ・ジュニアオリンピック出場 （ジャベリックスローの部） 

【平成16年度】 ・３年生韓国修学旅行（釜山広域市上堂中学校交流）第３回 

 ・ジュニアオリンピック出場（ジャベリックスローの部） ・山口県中学校美術展覧会 平面の部 推奨 

 ・３月６日市町村合併による校名の変更（萩市立福栄中学校） 

【平成17年度】  ・第６代校長 末武啓一就任 ・第47回山口県児童生徒デザイン展覧会学校賞 最優秀 

 ・全国中学校弓道大会 個人・団体出場 第８位 

【平成18年度】 ・山口県中学校美術展覧会 平面の部 推奨 

 ・３年生韓国修学旅行（釜山広域市上堂中学校交流）第４回 

【平成19年度】 ・第７代校長 川上修一就任   ・山口県児童生徒デザイン展覧会 推奨 

 ・山口県中学校秋季体育大会弓道部 優勝  ・３年生韓国修学旅行（釜山広域市上堂中学校交流）第５回 

【平成20年度】 ・山口県中学校春季体育大会 弓道部 優勝 ・全日本家庭科生徒作品展 優秀 

 ・山口県学校美術展 優良 ・山口県PTA広報紙コンクール 会長賞 レイアウト賞 

 ・３年生韓国修学旅行（釜山広域市上堂中学校交流）第６回 

【平成21年度】 ・第８代校長 増野和幸就任  ・ジュニアオリンピック出場（男子1500m） 

 ・山口県PTA広報紙コンクール 教育長賞  ・学校支援地域本部事業委託 ・やまぐちエコリーダースクール認証 

【平成22年度】 ・ジュニアオリンピック出場（男子100m×４R） ・山口県PTA広報紙コンクール 会長賞 

 ・３年生韓国修学旅行（釜山広域市上堂中学校交流）第７回 

【平成23年度】 ・多目的ホール壁面改修 ・３年生韓国修学旅行（釜山広域市上堂中学校交流）第８回 

 ・山口県幼児児童生徒版画作品展覧会 推奨 

【平成24年度】   ・第９代校長 長谷川清信就任  ・弓道場防矢ネット補修 

  ・山口県学校美術展覧会 推奨 ・読書感想画山口県コンクール 優良 

【平成25年度】  ・山口県学校美術展覧会 推奨   ・山口県幼児児童生徒版画作品展覧会 推奨 

  ・山口県学校美術展覧会 学校表彰 

【平成26年度】  ・山口県学校美術展覧会 推奨   ・山口県幼児児童生徒版画作品展覧会 推奨 

  ・山口県統計グラフコンクール 特選 ・「税についての作文」 中国局連長賞 

【平成27年度】 ・第10代校長 柳林浩一就任   ・山口県幼児児童生徒版画作品展覧会 推奨 

 ・福栄小学校校舎建設工事 

☆福栄小中学校(福栄小学校・福栄中学校） 

 【平成 28年度】 ・福川小学校と紫福小学校を統合し、福栄小学校を中学校敷地内に新設  

   ・小中併設校になったことを生かし、県内初の小中一貫教育校としてスタート 

  ・初代校長 柳林浩一就任(小中兼務）     ・山口県読書感想文コンクール小学校の部 優秀学校賞 

・ジュニアオリンピック出場(女子 100m×4R） ・やまぐち小中一貫教育実践発表会 in萩開催(本校会場） 

 【平成 29年度】 ・萩市子ども栄光賞 文化部門 2名 体育部門 1名受賞 ・福栄地域探訪遠足スタート   

  ・旧紫福小学校より二宮金次郎像を国旗掲揚台横に移設 

 【平成 30年度】 ・第２代校長 吉岡智昭就任 ・萩市子ども栄光賞 文化部門２名 体育部門３名受賞  

  ・小中一貫教育研究発表会開催(本校会場）  ・山口県読書感想文コンクール小学校の部 優秀校 

  ・萩阿武中学校相撲大会団体の部 優勝 



【平成３１年・令和元年度】 ・萩市子ども栄誉の記録 文化部門 2名受賞  ・山口県歯科医師会長賞（学校賞） 

  ・山口県読書感想文/感想画コンクール小学校の部 優秀校賞  ・有志による「たたら太鼓」練習開始 

  ・青少年読書感想文全国コンクール小学校高学年の部 全国学校図書館協議会長賞 同サントリー奨励賞（学校賞） 

  ・エアコン設置  ・知財創造教育研究  ・新型コロナウイルス感染症拡大防止に向け臨時休業（3/2～3/26） 

【令和２年度】 ・第３代校長 井原  良就任  ・新型コロナウイルス感染症拡大防止に向け臨時休業（4/17～5/17） 

  ・萩阿武中学校春季体育大会中止、山口県中学校春季体育大会中止、合唱コンクール中止 等 

  ・ＰＴＡ広報紙県教育長賞受賞  ・１学期終業式（7/31）感染症予防対策  ・２学期始業式（8/24）感染症予防対策  

・中学部３年修学旅行（関西→萩市内に変更）   ・小学部６年修学旅行（広島→萩・長門地域に変更） 

・萩市子ども栄光賞 文化部門１名受賞 ・絵画寄贈 西村不可止 氏 「思い出小学校」（F30号） 

・特別支援教室新設 

【令和３年度】 ・ＰＴＡ広報紙県知事賞受賞  ・一人一台タブレット（iPad）導入  

・小学部６年修学旅行（広島→周南・岩国に変更） ・中学部３年修学旅行（関西→島根に変更）  

・中学部３年修学旅行（関西→島根県に変更）   ・小学部６年修学旅行（広島→周南・岩国方面に変更） 

・ジュニアオリンピック出場（男子 150ｍ） ・萩市子ども栄光賞 運動部門１名受賞  

 

 

  



【校区の概要】 

福栄地域は中国山地の尾根の北側やや中心部に位置し、東西10.1ｋｍ、南北17.3ｋｍ、標高150ｍ

の内陸山間地にある。気候は、冷涼多雨で冬季は積雪も多い。農村地域で、産業は米作を主とし、それ

にシクラメンなどの花卉栽培を配した経営体であるが、近年過疎化が急速に進んできた。県道萩・篠生

線が東西に走り、交通が比較的便利なこともあって、保護者の多くは兼業農家である。児童生徒は、地

域の温かい風土に育まれ、その気質は概して純真である。校区は紫福地区と福川地区から成り、本校は

福川地区にある。平成１７年３月６日市町村合併により福栄村から萩市になった。平成２８年４月、紫

福小学校と福川小学校の統合により、福栄小学校が開校し、福栄中学校と併設されたことを機に、「萩

市立小中一貫教育校 福栄小中学校」として新しいスタートをきった。 

 

【児童生徒数】 

学年 小１ 小２ 小３ 小４ 小５ 小６ あおぞらⅠ あおぞらⅡ 小計 中１ 中２ 中３ 中計 小中計 

男子 ３ ４ ０ ９ ４ １ １ ２ ２４ ６ ３ ３ １２ ３６ 

女子 ３ ４ ２ ３ ４ ４ １ ０ ２１ ２ ７ ５ １４ ３５ 

合計 ６ ８ ２ １２ ８ ５ ２ ２ ４５ ８ １０ ８ ２６ ７１ 

【校時表】 

 小学部 （45分授業） 中学部 (50分授業） 

登 校     ～８：００ 

朝 学 ８：１０～８：２０ 

朝の会 ８：２０～８：３０ 

１校時 ８：３５～ ９：２０ ８：３５～ ９：２５ 

２校時 ９：２５～１０：１０ ９：３５～１０：２５ 

業 間 

（ふくえっ子タイム） 

１０：１０～１０：３０  

３校時 １０：３５～１１：２０ １０：３５～１１：２５ 

４校時 １１：２５～１２：１０ １１：３５～１２：２５ 

給 食 １２：１５～１３：００ １２：３０～１３：００ 

昼休み １３：００～１３：４０ 

掃 除 １３：４５～１４：００ 

５校時 １４：０５～１４：５０ １４：０５～１４：５５ 

金次郎タイム １４：５０～１５：００  

（低学年帰りの会・下校） （１５：０５～１５：１５） 

下校 15:20 バス１便 15:25 発 

 

６校時 １５：０５～１５：５０ １５：０５～１５：５５ 

帰りの会 １６：００～１６：１０ 

総下校（一般下校） １６：１５ 

 バス 2便 16:20 発 バス 3便 18:00 発（冬季は 17:10） 

※水曜日の２便は 16:45 発（たたら太鼓教室終了後） 

 


