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〒２７７－００６５ 柏市光ケ丘4丁目23番1号
０４（７１７２）３６４８・（７１７２）３６４２
０４（７１７４）５４９８
http://www.hikari-j.kashiwa.ed.jp/
常磐線南柏駅東口より増尾行きバス
（ 交 通 機 関 ）
東武線増尾駅下車、徒歩13分

｢豊かな心を持ち、自ら学び考え、たくましく生きる生徒の育成｣
(1)
(2)
(3)

自ら考え正しく判断できる生徒
心豊かで思いやりのある生徒
心身ともに健康な生徒

(1)

Concept(見通す力) ・ Challenge(挑戦する力)
「学び」プロジェクト

・
・
①
②
③
(2)

・ 多様な生き方を理解し合える「心」の教育
① 教育相談充実プラン
② 地域に愛される開かれた学校プラン

生徒自らが学びたくなる授業実践

学習支援が必要な生徒への計画的な指導実践
授業力向上プラン
基礎学力向上プラン

キャリア教育推進プラン

Communication(関わり合う力)
「心」プロジェクト
・ 教師と生徒、生徒相互の信頼関係の構築

昭和４２年 ４月 １日
昭和４３年 １月２７日
昭和４３年 ２月 １日
昭和４５年 ３月３１日
昭和４６年 ２月 ９日
昭和４６年 ８月１６日
昭和４７年 ７月２１日
昭和４７年 ８月１６日
昭和４８年 ７月３１日
昭和４９年 ２月 １日
昭和５１年 ４月
昭和５１年 ３月 １日
昭和５２年 ８月１６日
昭和５２年１０月２９日
昭和５３年 ４月 １日
昭和５３年１１月 １日
昭和５９年 ４月
昭和６１年 ３月 ７日
昭和６１年 ４月 １日
昭和６３年 ２月１７日
昭和６３年 ４月 １日
平成 元年 ４月
平成 ２年 ８月３０日
平成 ４年 ３月
平成 ６年１０月１８日
平成 ８年 ４月１５日
平成 ８年１２月 １日
平成 ９年１２月 ７日
平成１０年 ８月 ４日
平成１０年１２月 ６日
平成１２年 ８月３１日
平成１３年 ４月
平成１３年 ８月
平成１３年 ９月
平成１４年 ４月
平成１５年１１月１８日
平成１５年１２月１１日
平成１６年 ２月２７日
平成１６年 ４月
平成１６年１２月
平成１７年 ８月
平成１７年１１月
平成１７年１２月
平成１８年 ４月
平成１８年 ８月
平成１８年１１月
平成１８年１２月
平成１９年 １月３１日
平成１９年１１月
平成１９年１２月
平成２０年１１月
平成２３年 ７月
平成２５年 ２月
平成２５年 ３月
平成２７年 １月
平成２７年 ３月
平成２８年 ３月
平成２９年 ３月
平成２９年１０月２７日
平成３０年 ３月
平成３０年 ７月
令和 元年 ３月
令和 元年１２月
令和 ３年 ３月

(3)
・
・
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Control（自律する力）
「体」プロジェクト
基本的な生活習慣の確立と健康安全な生活
生徒による生徒のための自治的活動の充実
生活の三本柱「挨拶・時間・清掃」徹底プラン
健康安産な生活向上プラン
自治的活動の向上プラン

柏中学校より分離（職員１８名、生徒総数４４０名、学級数１２）
新校舎落成、光ヶ丘１７８６－１へ移転（普１２、準備室４、特教４）
創立記念日とする
第２期増築校舎落成（普通室６、特教１）
屋内体育館竣工
バレーボール部男子県大会優勝、全国大会へ
プール竣工
バレーボール部男子県大会優勝、全国大会へ
第３期増築校舎落成（普通室５）
校歌発表
特別支援学級１学級開室
第４期増築校舎落成（普通室８、特教１）
バレーボール部女子県大会優勝、全国大会へ
東葛飾駅伝競走大会優勝（第３１回）
酒井根中学校分離
県学校教育功労の表彰を受ける
特別支援学級２学級開室
特別教室増築（視聴覚室・第２理科室・第２美術室）
中原中学校分離（各学年１学級）
武道場竣工
学校住所表示の変更（光ヶ丘４丁目２３番１号）
特別支援学級１学級開室
余裕教室の改造工事（図書室・被服室・音楽室）
改築工事完了（体育館・プール・コンピュータ室・保健室）
コンピュータ教育研究発表会（公開発表）
学校完全給食実施
第５回関東中学校女子駅伝競走大会 優勝
第６回関東中学校女子駅伝競走大会 優勝
千葉県吹奏楽コンクール・千葉県吹奏楽連盟理事長賞受賞
第７回関東中学校女子駅伝競走大会 優勝
校舎外壁塗装完了
特別支援学級２学級開室
グランド雨水貯留浸透施設設置工事完了
コンピュータLAN工事完成（普通教室にコンピュータを設置）
柏市福祉教育推進指定校（２年間）
千葉県学校歯科保健活動「優秀賞」受賞
第４８回子ども県展「学校奨励賞」受賞
第６３回全国教育美術展「教育美術奨励賞」受賞
特別支援学級３学級開室
第４９回子ども県展「学校奨励賞」受賞
千葉県吹奏楽コンクール・千葉県吹奏楽連盟理事長賞受賞
千葉県学校歯科保健優良校
第５０回子ども県展「学校賞」受賞
特別支援学級２学級開室
剣道男子団体県大会優勝、全国大会出場
千葉県学校歯科保健優良校
第５１回子ども県展「学校賞」受賞
第４０回創立記念集会 講演「いくつかのハードルを越えて」谷沢健一氏
千葉県学校歯科保健優良校
第５２回子ども県展「学校賞」受賞
千葉県学校歯科保健優良校
校舎耐震補強工事完成
エコスクールちばコンテスト最優秀賞受賞（生徒会）
生徒会 柏市教育奨励賞受賞
エコスクールちばコンテスト最優秀賞受賞（生徒会）
生徒会・吹奏楽部 柏市教育奨励賞受賞
吹奏楽部・野球部 柏市教育奨励賞受賞
吹奏楽部 柏市教育奨励賞受賞
創立５０周年記念式典
吹奏楽部 柏市教育奨励賞受賞
千葉県吹奏楽コンクールＡ部門金賞・本選出場
吹奏楽部 柏市教育奨励賞受賞
校舎外壁・ベランダ工事
ＧＩＧＡスクールタブレット端末設置

