
沿革の概要 
 
昭22. 5. 1 福井県福井市福井第二中学校として福井商業高校校 
          舎の一部を借りて創立，初代校長 竹澤 利臣 氏， 

生徒数315名(１年生のみ)，職員数9名 
〃23.6.28  福井大震災で校舎焼失，福井市立高校校庭に天幕  
          授業 
〃23.12.11 現在地に新校舎二棟竣工，移転 
〃24. 3.31 二代校長 堀 芳孝 氏着任 
〃24. 4. 1 福井市光陽中学校と改称 
〃24. 4.12 体育後援会結成 
〃26. 3. 4 校歌制定 
〃26. 4.16 講堂完成 
〃26.10.28 校旗入魂式ならびに祝賀音楽会開催 
〃27. 7.13 統計教育研究校として県の指定を受ける 
〃29. 3.14 吹奏楽団設置 
〃29. 4. 1 第1回科学教育指定校となり10月25日研究発表会開催 
〃30. 4. 1 第2回科学教育指定校となる 
〃31. 6.10 4教室増築完成 
〃32. 4. 1 三代校長 伊藤 長右衛門 氏着任 
〃33. 4. 1 道徳教育研究指定校となり11月22日研究発表会開催 
〃33. 6. 9 新校舎4教室完成 
〃33. 7. 1 テレビ教育研究委嘱校となる 
〃34. 4. 1 産業教育研究委嘱校となる 
〃34. 6. 5 四代校長 岡田 定一 氏着任 
〃36. 4. 1 北校舎第一期工事9教室完成 
〃36.11.10 同上第二期工事6教室完成 
〃38. 4. 1 五代校長 久米田 裕 氏着任 
〃39. 4. 1 生徒指導研究の指定校となる(2か年) 
〃41. 4. 1 六代校長 中島 一四 氏着任 
〃41. 7. 6 福井市光陽プール竣工(25m6ｺｰｽ) 
〃42.10.23 福井市花だんコンクール中学校の部で最優秀賞を受  
          ける 
〃43. 4. 1 七代校長 青山 晴男 氏着任 
〃45. 6.11 福井地区中学校教育課程研究集会会場となり全課程 
          の研究授業を担当 
〃47. 3.15 中校舎第一期工事(西半8教室，渡廊下)完成 
〃47. 4. 1 八代校長 前田 傳 氏着任 
〃47.10.16 中校舎第二期工事(東半9教室，渡廊下)完成 
〃48.12.12 南校舎第一期工事着工 
〃49. 4. 1 生徒指導研究の市指定校となる(2か年) 
〃49.10. 1 南校舎第一期工事竣工 
〃50.10.29 生徒指導研究発表会開催 
〃51. 3.26 県教委より「意欲をもって学業に取り組む生徒の育成  
          をめざして」についての研究に対し教育研究顕彰(賞   
          詞)を受ける 
〃51.10.29 福井県社会科教育研究大会開催 
〃52. 4. 1 九代校長 北野 久直 氏着任 
〃53. 3.25 県教委より「意欲をもって学業に取り組む生徒の育成  
          をめざして～修学旅行における生徒の自主活動を通し 
          て～」についての研究に対し52年度福井県教育研究  
          顕彰(賞詞)を受ける 
〃54. 4. 1 心身障害児理解推進の文部省指定校となる(2か年) 
〃54.10.20 体育館竣工 創立30周年記念式典挙行 
〃54.11.25 光陽中学校同窓会創立総会開催 
〃55. 4. 1 十代校長 田村 信夫 氏着任 
〃56. 3.31 給食室竣工 
〃56. 4. 1 学校体育研究の県・市研究委嘱校となる(2か年) 
〃56. 4.15 文部省初等中等教育局長より心身障害児理解推進校 
          の2か年にわたる研究に対して感謝状を受ける 
〃56. 4.28 福井市教育委員会より昭和55年度福井市教職員研究 
          活動表彰規定により表彰される(第1回)          
〃56. 5. 7 学校給食開始する 
〃57. 2.18 学校体育中間研究発表 
〃57. 7.14 校地整備，体育施設の設置完成              
〃57. 8.27 全日中バドミントン大会男子団体優勝           
〃57.10.20 学校体育研究発表                       
〃58. 4. 1 十一代校長 法山 国雄 氏着任             
  
〃58.10.18 学校基本調査において文部大臣表彰を受ける     
〃59. 2. 9 学校体育の研究において県教委より表彰を受ける   
〃59. 3.19 南校舎増築工事竣工                     
〃59. 4. 1 昭和59年度ＮＨＫ学校放送教育の委嘱を受ける(2か 年)  
〃59. 4.10 学校給食を再開始する                 
〃60.10. 1 視聴覚教育研究発表(兼放送教育研究会全国大会第 
          一次研修会)                           
〃60.11.14 保健体育の研究において日本学校体育研究連合会  
          および文部省より表彰を受ける   
〃61.10.20 全校舎鉄筋化完成                       
〃62. 4. 1 十二代校長 藤田 美範 氏着任              
〃62. 7.30 相撲場完成     
〃63.11.17 県美術教育研究会 

 
平 1. 4. 1 「特色ある学校づくり」の指定校となる(3か年)       
〃 1. 4. 1 社会福祉教育協力校の委嘱を受ける(3か年)      
〃 1.11.10 県学校図書館教育研究会                  
〃 2. 4. 1 十三代校長 藤本 瑞章 氏着任              
〃 2. 9. 1 北校舎改築(LL教室，コンピュータ室完成)        
〃 4. 8. 9 第21回全国中学校ハンドボール大会 

男子第３位，女子第５位                  
〃 5. 4. 1 十四代校長 中野 料三 氏着任              
〃 5. 4.30 福井市教育委員会より「タッチ＆トライ学校づくり推進  
          校」の指定を受ける(2か年)                  
〃 6.11.18 中校舎屋上防水工事                     
〃 7. 4. 1 十五代校長 藤田 喜三 氏着任             
〃 7. 8.22 第24回全国中学校ハンドボール大会女子第３位    
〃 8. 4. 1 文部省よりスクールカウンセラー活用調査研究委託を 
          受ける(2か年)                          
〃 8.12. 3 職員室LAN配線完成，サーバー機導入          
〃 8.12.25 ステージ幕新装                         
〃 9. 3.31 西渡廊下中庭進入路拡張工事完成            
〃 9. 4. 1 十六代校長 大平 忠隆 氏着任             
〃 9. 4. 1 社会福祉協力校委嘱を受ける(3か年)           
〃 9. 8.31 創立50周年記念中庭環境整備事業完成         
〃 9.11. 3 創立50周年記念式典挙行                  
〃10. 7. 7 プール竣工式                          
〃11. 2. 8 授業用コンピュータ新機種設置               
〃11. 4. 1 十七代校長 仲倉 健治 氏着任             
〃11.11. 2 創立50周年記念事業モニュメント完成           
〃15. 4. 1 十八代校長 奥本 明義 氏着任             
〃15. 9.18 県教委より「英会話力向上事業実施校」の指定を受ける   
〃16. 5. 1 授業用コンピュータ新機種40台設置            
〃16. 6.14 光陽アートギャラリー開設 
〃17. 3. 1 技術室改修終了 
〃17. 4. 1 十九代校長 堀田 良里 氏着任              
〃18. 5.26 平成18年度「あいさつ運動推進協力校」の指定を受ける 
〃18. 7. 1 光陽中校区安全パトロール開始 
〃19. 4. 1 文部科学省より道徳教育研究実践事業の指定を受け 
          る（２か年） 
〃20. 2.28 東渡り廊下耐震工事終了  
〃20. 4. 1 二十代校長 堀内 礼子 氏着任 
〃20. 8.25 第37回全国中学校ハンドボール大会 

女子ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ準優勝 
〃20.10.31 中校舎耐震工事終了 
〃21.12.17 体育館耐震工事終了   
〃23.12.16 南校舎耐震工事終了 
〃24. 3.28 春の全国中学生ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ選手権大会 

女子ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ 第3位 
〃24. 3.30 教室冷房設備取付工事終了 
〃24. 4. 1 二十一代校長 中島 文男 氏着任 

文部科学省より「魅力ある学校づくり調査研究事業」の 
指定を受ける（２か年） 

〃24.10. 1 第23回福井県中学校駅伝競走大会女子の部 
            第1位 全国大会出場 
〃24.10. 7 中部吹奏楽ｺﾝｸｰﾙ 準優勝 
〃24.10.14 第12回東日本学校吹奏楽大会 銅賞 
〃25. 4. 1 二十二代校長 小木 一良 氏着任 
〃25.10. 2 北校舎耐震工事終了 
〃25.10. 3 第24回福井県中学校駅伝競走大会女子の部 
            第1位 全国大会出場 
〃26. 3.15 「魅力ある学校づくり調査研究事業」報告会実施 
〃26 年 度 30を超える教委・学校の訪問受入  
〃27. 4. 1 二十三代校長 川上 啓一郎 氏着任 
〃27. 8. 6 第36回北信越総合競技大会 軟式野球 
            第2位 全国大会初出場 
〃27. 9.30 第26回福井県中学校駅伝競走大会女子の部 
            第1位 全国大会出場 
〃28. 9.28 第27回福井県中学校駅伝競走大会女子の部 
            第1位 全国大会出場 
〃29. 3.17 平成28年度 優れた「早寝早起き朝ごはん」運動の 

推進にかかる文部科学大臣表彰受賞 
〃29.10.27 体育館照明ＬＥＤ化 
〃30. 4. 1 二十四代校長 大久保 昌倫 氏着任 
令 2. 4. 1 二十五代校長 真弓 淳 氏着任 
 

 


