
沿 革

わが明倫小学校は，藩校明倫館跡地に開校されたものである。明倫館は享保４年(1719)堀内に創設
され，さらに嘉永２年(1849)当時，８万貫の借銀（長州藩５年間の実収に相当する）のある藩財政の
状態であったが，藩主の英断により，方二町，規模を広大にして，江向の現在地に重建したもので
ある。創設より慶応３年(1867)廃館に至るまで，前後約１５０年の長きに及んで藩校としての教育
が行われ，成徳達材を目標に，多くの人材を養成した輝かしい伝統と歴史をもっている。
明治５年冬，瓦町に新堀小学が開かれ，同６年２月までに１０の小学が開設された。この１０校

は数次の分合を経て，明治１８年７月２７日，当時の数校を合併して明倫小学校と称し，校地を旧
藩校明倫館跡地に定めて開校したものである。

享保３年 1718 堀内追廻９４０坪の地に明倫館を建てる。
享保４年 1719 正月１２日，明倫館始業式を行う。

嘉永２年 1849 正月２６日，重建明倫館ができ，旧館よりこれに移る。

慶応３年 1867 明倫館を廃する。

明治５年 1872 正月，新堀小学を好生館に開校。小学校令に基づき１２月に設置を公認される。
明治６年 1873 新堀小学の他に川島，土原，河添，平安古，堀内，古萩，五間町，浜崎，江向の９校を開校。
明治７年 1874 上等小学を旧明倫館に開く。これを巴城学舎という。
明治18年 1885 ７月２７日，萩の諸小学を合併して，「明倫小学校」と称する。中村雪樹校長となる。
明治19年 1886 ９月，明倫小学校舎新たに完成。
明治20年 1887 ４月１日の新令により，明倫小学校は「明倫尋常小学校」と改称し，「高等小学校」を併設。
明治25年 1892 明倫尋常小学校は新令により，併設の高等小学校と分離する。
明治34年 1901 ４月１日，明倫小学校を男女により，二校に分けて男子を第一，女子を第二とする。
明治42年 1909 明倫三小学校を統合して，「明倫尋常高等小学校」と改称する。

大正３年 1914 講堂成る。
大正４年 1915 東稽古場を「有備館」と名付ける。
大正７年 1918 旧明倫館聖廟の東西塾舎の他所にあるものを，明倫校内に移転し，「聖賢堂」と名付ける。

昭和４年 1929 １２月１７日，明倫館碑，水練池を史蹟に指定。
昭和７年 1932 ７月１日，市制施行に伴い，「萩市立明倫小学校」となる。
昭和10年 1935 １０月１０日午前１０時，校舎改築工事完成式を挙げる。
昭和16年 1941 学制改正により，「明倫国民小学校」と称し，尋常科を初等科と改める。
昭和22年 1947 ４月１日，学制改正により，校名を「明倫小学校」と改める。
昭和24年 1949 各棟に１～６年を配置した４部制とする。
昭和25年 1950 特殊学級（知的障害）の創設。
昭和35年 1960 特殊学級（肢体不自由）の開設。
昭和37年 1962 １１月２日，故堀永校長の学葬を行う。
昭和38年 1963 文部省道徳教育研究指定校となる。（２か年）
昭和40年 1965 開校八十周年記念並びに記念行事を行う。
昭和44年 1969 ４月，屋内体育館（講堂）新設成る。
昭和45年 1970 ことばの教室（言語障害通級指導教室）の開設。
昭和47年 1972 プール開設（低学年用プール併設）。
昭和48年 1973 今までの４部制を３部制とする。
昭和52年 1977 ８月，屋外運動場夜間照明施設成る。
昭和53年 1978 特殊学級（情緒障害）の開設。

山口県教育委員会教育課程研究指定校となる。（２か年）
昭和56年 1981 １１月，第４回日本標準教育賞（第二席）受賞。

「松陰先生のことば」の朗唱を始める。



昭和57年 1982 ２月，本願寺別院から観徳門が南東門横に移転される。
９月，放送設備新設。
１１月，第５回日本標準教育賞（第二席）受賞。

昭和59年 1984 山口県教育委員会体育研究指定校となる。（３か年）
昭和60年 1985 百周年記念事業としての記念誌の発行と資料展示室，アスレチック等体育施設の設置

並びに屋内体育館ステージ幕の新装をする。
昭和61年 1986 中・四国小学校体育研究会大会並びに山口県教育委員会体育研究指定校の研究発表を行う。
昭和63年 1988 第４校舎窓枠サッシ改修。

山口県花いっぱいコンクール県知事賞受賞。
子ども音楽コンクール重奏の部全国一位受賞。

平成元年 1989 山口県花いっぱい運動モデル団体指定。
第２校舎，第３校舎階上窓枠サッシ改修。

平成２年 1990 山口県算数・数学教育研究大会の会場校（小学校部会）。
公共下水道接続工事完了。（トイレ水洗化）

平成３年 1991 第２校舎，第３校舎階下窓枠サッシ改修。
第１５回てのひら文庫賞読書感想文全国コンクール優良校賞を受賞。
子ども音楽コンクール中国・四国・九州ブロック発表音楽会（小学校重奏部門）最優秀賞を受賞。

平成４年 1992 第１６回てのひら文庫賞読書感想文全国コンクール優良校賞を受賞。
子ども音楽コンクール西日本優秀校発表音楽会（小学校重奏部門）優秀校を受賞。

平成５年 1993 小学校教育課程実施状況調査研究協力校（文部省指定２か年）となる。
正門に新しい校札が掲げられる。
優良ＰＴＡとして，文部大臣表彰受賞。
子ども音楽コンクール西日本優秀校発表音楽会（小学校重奏部門）優秀賞を受賞。

平成６年 1994 故大和義男氏の絵画「ホテル並ぶ川岸」の寄贈を受け，玄関に掲げる。
第２３回山口県造形教育研究大会萩大会を開催。
明倫小学校校地内のクロマツが保存樹木等に指定。（萩市緑を守る条例）
第３１回全国児童才能開発コンテスト科学部門での文部大臣賞受賞に伴い学校奨励賞を受ける。

平成７年 1995 アスレチック施設の改修。
本校教室を使用して，萩市児童クラブ事業(明倫学童保育のびのびクラブ)が開始される。
開校百十周年を記念して，ＰＴＡよりピアノ(体育館用)の寄贈並びに記念演奏会の開催。
山口 豊氏の絵画「流雲白富士」の寄贈を受け，玄関入口に掲げる。

平成８年 1996 第２校舎教室の床改修。また，それに伴い，特殊学級にブース３部屋を設置し，ベランダを改修。
本館（第１校舎）が文化財登録制度「第１号」の指定を受ける。

平成９年 1997 第２５回山口県図書館教育研究大会が開催され，本校の図書館教育について発表する。
藤崎恒頼氏の絵画「漁夫のロマン」（海の大賞展銀賞受賞作），住吉洋志氏から額の
寄贈を受け，玄関に掲げる。

平成10年 1998 部制を廃止し，学年棟となる。
平成11年 1999 山口県学校歯科保健優良校（山口県知事賞）受賞。

朗唱教育で萩市教育功労賞を受賞。
グリーンクロスジャパン「みどりの小道」環境日記で優秀学校賞を受賞。
山口県読書感想画コンクール優良校受賞。

平成12年 2000 第１回維新の里・萩「小学生のメッセージ」を本校で開催。
北海道仁木町立大江小学校と交流。
学校基本調査文部大臣表彰。

平成13年 2001 北海道仁木町立大江小学校の児童等が来校し，本校児童との交流会を実施。
健康推進優良学校として山口県教育長から表彰される。
第３８回全国児童才能開発コンテストでの文部科学大臣賞等の受賞に伴い，学校奨励賞を受賞。
平成１３年度「萩おもてなし大賞」において特別賞（県知事賞）を受賞。
ＰＴＡ広報紙『ひまわり』が山口県ＰＴＡ広報紙コンクールで山口県教育長賞を受賞。
２部中央階段に椅子式昇降機設置。校内電話３２台，非常ベル，校内ＬＡＮ設置。

平成14年 2002 文部科学省学力向上フロンティア事業指定校になる。（３か年）
平成１４年度環境保全・環境美化ポスターコンクール優秀校。



第４５回山口県絵画作品展覧会優秀賞。
第４８回山口県読書感想文コンクール･第４６回山口県読書感想画コンクール優秀校賞受賞。
第４６回西日本読書感想画コンクール努力校賞。
第２コンピュータ室設置，少人数教室新設（２教室），ことばの教室職員室の増設。

平成15年 2003 文部科学省学力向上フロンティア事業指定校（２年次）として，地区協議会を開催。
文部科学省選定映画「ほたるの星」が本校を舞台に撮影される。
日本生活科・総合的学習第１２回全国大会が開催され，授業を公開する。
旧萩藩校明倫館遺構南門の発掘調査で位置が確認され，移築整備工事が開始される。
東側及び西側の渡り廊下をすべてをスロープ化する。
平成１５年度「萩おもてなし大賞」において「おもてなし賞」を受賞。
第４７回山口県読書感想画コンクール優秀校賞を受賞。
第４９回山口県読書感想文コンクール優良校賞を受賞。
第４７回西日本読書感想画コンクール努力校賞

平成16年 2004 文部科学省学力向上フロンティア事業指定校（３年次）
特別支援教育推進体制モデル事業（文部科学省委嘱）指定校となる。（１か年）
難聴学級「きこえの学級」が設置される。
河村建夫文部科学大臣揮毫除幕式（明倫同窓会主催）が行われる。
７月２８日，明倫館碑が移築される。
９月７日，台風１８号の接近により，校舎や保存樹木等に甚大な被害を受ける。
１１月６日，明倫館南門移築竣工式（萩市主催）が行われる。
体育館の耐震診断を行う。

平成17年 2005 有備館南東側白壁の修理を行う。
開校１２０周年・校舎建設７０周年記念事業として，教職員が資料室をはじめとす
る展示品の整備や倒木松を活用した年輪標本や教室の名札づくりに取り組む。ＰＴ
Ａは教室の扇風機と図書室のエアコンの設置，体育館の遮光三角幕の張替を行う。
河合文化庁長官が本校を訪問。児童の朗唱風景や南門，有備館，水練池などを視察。
開校１２０周年・校舎建設７０周年の記念式典ならびに本館を開放して１２０年の
あゆみパネル展示や川柳の展示，わくわく明倫ランド，ＰＴＡ明倫バザーを行う。
萩ものしり博士検定試験が本校を会場に開催され，その様子がテレビ放映される。
映画「長州ファイブ」のロケが有備館を中心に行われる。
３月１３日，午後１時頃，聖賢堂傍の松の大木が，根腐れのため倒れる。

平成18年 2006 不審者の侵入を想定した対応訓練及び避難訓練を実施する。
全校縦割班で学校周辺のクリーン作戦を行い，通学路の美化に努める。
６年が山口大学の山本哲朗先生の「防災授業」を受講する。
橙花会の方々といっしょにクリーン作戦を実施する。
シンポジウム「歴史とまち並み」のアトラクションで，有志の児童が「松陰先生の
ことば」を朗唱する。
国民文化祭のオープニングで，有志の児童が萩市民憲章を朗唱する。

平成19年 2007 平成萩塾が有備館で開催され，朗唱を披露する。
夏期巡回ラジオ体操が明倫小学校グラウンドで開催される。
「地元さかなの日」のＰＲとして，「瀬つきあじのマリネ」が給食に出る。
教育再生会議の参議院議員山谷えり子氏が本校を訪問。松陰教学を中心とした本校
教育の取組を視察する。

平成20年 2008 学校での安全指導及び地域ぐるみでの「見守り隊」等の活動が認められ，学校安全
文部科学大臣表彰を受ける。
第４５回全国児童才能開発コンテスト科学部門で学校賞を受賞する。
学校東側の塀が傾いていたことや，汚れがひどいことなどにより土塀の改修工事が
行われる。
本館１階廊下の床板の張替え工事が行われる。併せて窓枠の取替え工事も行われる。
本館前通路の舗装を剥ぎ取り，新たに舗装を施す。

平成21年 2009 日本連合教育会の山口大会が開催され，道徳部会で本校の取り組みを発表する。
県教育会が募集した「わたしの志」の作文に本校からも多数応募し，入賞する。
やまぐち森林づくりフェスタが中央公園で開催され，本校から約１３０名の児童が



参加する。開会行事で６年の代表が森林づくり宣言を行う。
吉田松陰先生１５０年祭記念式典が萩市民館で開催され，２年有志児童が朗唱を披
露する。
新型インフルエンザが流行し，時期を遅らせて学校行事やＰＴＡ行事を実施する。
学校環境衛生優良校の表彰を受ける。

平成22年 2010 学校給食優良校として表彰される。
校区の見守り隊が文部科学大臣表彰「学校安全ボランティア活動奨励賞」を受賞する。

谷村新司こころの学校コンサートへ有志児童が参加する。
国体プレ・イベントへ金管・カラーガードクラブが参加する。
2010全国伝統的工芸品フェスタin萩に４年生児童が参加する。

平成23年 2011 第66回国民体育大会（おいでませ！山口国体・山口大会）が開催され，萩市は卓球
柔道・軟式野球・カヌーの会場となり児童も参観し応援を行う。
図書ボランティアの活動として，東日本大震災で被災した宮城県亘理町立荒浜小学
校小学校へ，児童手作りのしおりと児童用図書等を送る。
山口県花いっぱい運動モデル団体の指定（継続）を受ける。

平成24年 2012 わくわく明倫発表会において，山口県「夢チャレンジ出版事業」の取組で，６年生
が，藤田伝三郎翁について学習したことを発表する。
山口県教育会萩地区教育振興フォーラムにおいて６年生有志が朗唱を披露するとと
もに，松陰教学の実践発表を行う。
旧萩商業高等学校跡地への校舎新築・移転工事が開始される。

平成25年 2013 明倫図書ボランティアが「山口県子ども読書活動団体」として表彰される。
山口県ひとづくり財団主催の「平成の松下村塾」で６年生有志が朗唱発表をする。
山口県スポーツ文化センターアリーナで開催された「全国高等学校PTA連合会大会
山口大会」で,約３千人の観客の前で６年生有志８０名が朗唱の発表をする。
ＮＨＫドラマ「はじまりの歌」の撮影が，明倫小学校を中心に行われる。

平成26年 2014 「２１はぎ市民会議」主催の「学び舎お別れコンサート」で,児童有志が唱歌や童謡
の歌を発表する。
３月２９日，明倫小学校新校舎竣工式（萩市主催）が行われる。
７８年間にわたる木造校舎での最後の学校生活を終える。
学校創立１３０周年記念並びに校舎移転記念事業として,明倫小ＰＴＡと明倫同窓会
よりグランドピアノが寄贈される。
木造校舎での最後の一年間を記録映像として編集した記念ＤＶＤが完成する。
戦場カメラマン・ジャーナリストの渡部陽一さんの記念講演会を開催する。
全校児童・職員・ＰＴＡ役員有志等で,人文字の航空写真を撮影する。
「萩市まちの音楽劇場実行委員会」主催の「萩市立明倫小学校新校舎お披露目コン
サート」で,児童有志が唱歌や童謡の歌を発表する。
明倫図書ボランティア企画・制作の「みんなの明倫～今むかし～」の大型紙芝居を
披露する。
群馬県楫取素彦顕彰会による「楫取素彦と吉田松陰」の講演会が開催される。
萩ロータリークラブ主催の「子どもの論語塾 ＩＮ 明倫小学校」が開催される。

平成27年 2015 ＮＨＫ大河ドラマ「花燃ゆ」の放映が始まる。
「花燃ゆ大河ドラマ館」が，旧明倫小学校体育館で開館する。
学校創立１３０周年記念並びに校舎移転記念事業として,明倫小ＰＴＡと明倫同窓会
からの寄贈により,新校舎（市役所側）中央に校章が取り付けられる。
明倫小学校運営協議会を設置し,コミュニティ・スクールを立ち上げる。
萩市民体育館で開催されたライオンズクラブ年次大会で,約千人の前で６年生有志が
朗唱発表をする。
ＮＨＫ交響楽団４名によるヴァイオリン，ヴィオラ，チェロの弦楽四重奏を全校児
童が鑑賞する。
世界スカウトジャンボリーの学校訪問で，イギリスやスイス等のスカウトと６年生
が交流する。
「つながる子どもの育ち大会」で，明倫小１年生が認定こども園萩幼稚園と認定こ
ども園萩光塩学院幼稚園と一緒に公開授業・保育をする。

平成28年 2016 旧明倫小体育館で萩・世界遺産ビジターセンター学び舎（まなびーや）が開館する。




