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小さなこと、

見えないことの大切さを知り、

自ら考えて行動する人に。

WELCOME 2020

隣人を思いやることは、決して難しいことではありま

せん。必要なのは、ほんの少しの行動力なのです。

一人ひとりが私らしさを生かして、ともに生きる社会

の豊かさを、日ノ本学園で学んでください。

ARでコンテンツを
ご覧いただけます。
ARでコンテンツを
ご覧いただけます。

ARコンテンツで日ノ本学園をもっと楽しもう！
この学校案内ではARを通じて、日ノ本学園のドローン
での映像を配信しています。アプリをダウンロードして 
もっと身近に日ノ本学園をお楽しみください！
iPhone、iPadの方はApp Store、Androidの方はGoogle PlayでARアプリの
COCOAR2（無料）を、インストールして下さい。

COCOAR2アプリを立ち上げて    ARマークのある写真にカメラを向けると、
上からスキャニングしていき、ダウンロードが開始され、コンテンツを閲覧でき
ます。

この学校案内ではARを通じて、日ノ本学園のドローン
での映像を配信しています。アプリをダウンロードして 
もっと身近に日ノ本学園をお楽しみください！
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COCOAR2アプリを立ち上げて    ARマークのある写真にカメラを向けると、
上からスキャニングしていき、ダウンロードが開始され、コンテンツを閲覧でき
ます。
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ICT教育の充実
Information and Communication Technology
生徒全員がタブレットPC（iPad）を持ち、学習に活用しています。
学習意欲が向上し、授業がより充実しました。
また、「間違えた問題に何度も挑戦でき定着がはかれる」、

「空いた時間に復習ができる」など、自学自習でも利用できます。

彩り豊かな選択授業

生 徒 一 人 ひとりの目標 や 適 性

進 路 志 望 などに 合 わ せ て

多 様 でより幅 広 い 学 び を

サ ポートします

能力・適性、興味・関心、
進路希望に応じて
自分にあった科目が選択できる

留年しない
　・・・３年間で積みあげる単位修得

単位制だから１年毎のハードルなし

日ノ本学園高等学校 125年目の進化
個 に々応じたカリキュラムで未来を切り拓くために

①単位制の導入…3年間で74単位を修得すれば卒業（将来を見据えた選択教科が選べます）
②フリーアカデミーコース（FA）の新設…新しい自分探しをサポートします
③ICT教育の充実…タブレットを活用して学習等の効率を図ります
④2年次からコース選択…1年間をかけてしっかり自分の適性を見極めます
⑤2期制（前期・後期）に…個々の興味・関心に応じたゆとりある学習形態が組めます

1年次 2年次 3年次

特進
卒 業

（卒業単位修得者）F  A
個々の適性に応じた

進学や就職が
できるように

サポートします総合

本校の
特色①

本校の
特色②

★ じっくりと将来の目標や適性を見極めたい人
（特進・ＦＡコース選択者以外）

1年次では、2年次から選択することになる各コース特有の授業を受ける選択授業を設定して
います。コースの枠を超えた選択もできるので、興味や関心に応じて様々な科目を選び、自分の
適性を確かめることもできます。

1年次に各コースの特徴的な授業を選択科目として受けることで、自分の適性を確かめることもできます。

学年制を廃止し、単位制を導入、原則として留年はなくなります。

卒業に必要な
単位

（単位を）３年かけて
じっくり積み上げ

学年ごとに
進級に必要な

単位を履修

学年制
単位制

1年次の選択科目例（選択A・B）

3年 30単位

2年 30単位

1年 30単位

※2年次から選択するそれぞれのコースについてはコース紹介ページを参照ください。

※特進コースは、選択Ａ・Ｂ以外に「生物基礎」・「地学基礎」・「数学Ａ」など７限授業があります。
※ＦＡコースは、選択Ａ・Ｂ以外に国語・数学・英語の基礎学習が１限に設定されています。

留年すれば

０単位
ゼロ

3年間で
74単位以上
基本的に留年なし

1年次・2年次・3年次

単位制（３年目）

コース制 ２年次より４つのコース へ
● 幼児教育・音楽コース
● 健康体育コース
● 福 祉コース
● クリエイトコース

● 特進コースとＦＡ（フリーアカデミー）コースは、１年次からコースを選択

１年次は『　　  』総 合

国語演習・英語演習・数学演習・情報デザイン・言語表現・コミュニケーション英語Ⅰ・体育 A（専攻）・

体育 A（レクリエーション）・スポーツⅠ（専攻）・スポーツⅠ（レクリエーション）・社会福祉基礎・

介護福祉基礎・造形表現

幼児教育・音楽
健康体育
福　祉

クリエイト
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卒 業 生 の 声在 学 生 の 声

少人数指導
による

真の学力アップ

特 進 コ ー ス

コース独自の授業・選択授業で
多様な進路希望に対応します。

私はバレーボール部に所属していて、昨
年はインターハイと春高に出場することが
できました。特に春高という舞台は今まで
に感じたことのない雰囲気でした。しかし
コートに立つことはできなかったので、最
後の春高は絶対コートに立ちたいと思い
ます。
また今年は進路を決める学年なので、日
ノ本で学んだことを生かして、自分は自分
という強い心を持って、進路実現に向けて
一つ一つがんばっていきます。

３年 打越　友理
(網干中学校出身）

私は今大学で教師を目指して勉強を頑
張っています。私はある先生と出会い、そ
の先生に憧れて教師を志しました。また部
活動ではバレーボール部で全日本インカ
レを目標に日々の練習に励んでいます。目
標を達成できるようにチーム全員で同じ
方向を向き、一生懸命頑張っています。残
りの大学生活を充実した生活にしていき
たいです。

1年次より始まる選択授業は、少人数できめの細やかな指導で難関大学への進
学を目指します。また、早朝補習や放課後補習、夏季・冬季集中講座では、2020
年度から変わる大学入試に向けたプログラムを組み、思考力・判断力・表現力を
高めます。

１２２回生 三木 萌菜
園田学園女子大学

 (山崎東中学校出身）

国公立大学・難関私立大学合格を目指します

香川大、兵庫県立大、福知山公立大、慶應義塾大、

早稲田大、国際基督教大、関西学院大、京都女子大、

武庫川女子大、園田学園女子大、兵庫医療大、日本

体育大、大阪体育大、山梨学院大、徳山大、新潟医

療福祉大、大阪府警、INAC神戸（プロサッカー）など

特進コースは成績が良くなければ入学できないのですか？

過去３年間の進路状況

センター試験・
大学受験に向けた選択科目
スポーツ専攻実技

特色ある科目紹介

1年次から

Ｑ
ある程度の成績は必要です。しかし、様々なレベルに応じた指導をすることもコース
の大きな特長ですから心配は要りません。また、一定以上の成績があれば、奨学金の
給付などの制度も導入しています。

Ａ
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卒 業 生 の 声在 学 生 の 声

幼児教育の
プロを育てる

姫路日ノ本短期大学
との連携

将来、教育現場等で働くことを目指して、
大学や短大に進むためのコースです。

私は保育士になるために幼児教育進学コー
スに入りました。このコースではピアノレッス
ンをしたり、実際に幼稚園に行き、子どもたち
と触れ合って色んな事が学べます。また、保
育技術検定の練習も先生や友達と支え合い
ながら頑張っています。これからは夢を実現
できるように、更に努力をしていきたいと思
います。

３年 糸井 菜々美
（北条中学校出身）

「音楽レッスン」の授業、
個々のレベルに合わせた丁寧な指導。

授業のカリキュラムの中にある「運動表
現」で学んだ事の中で現在役に立って
います。それまでの私は体を動かす事
が好きではなく、運動する事に対して抵
抗がありましたが、運動表現の授業の中
で、体を動かす事の楽しさを学び、現在
の保育の中で体を動かす事を苦手とし
ている子どもの声掛けを特に大切にし
ています。

「幼児教育進学コース」から『幼児教育・音楽コース』へと改編し、幼児
教育に必要不可欠な音楽教育をさらに重点的に学ぶため、レッスン室
をはじめ充実した設備を活用し、グレード別・少人数制の「音楽レッスン
（ピアノ・キーボード）」授業を行います。また、姫路日ノ本短大付属幼稚
園での実習や園児との交流、短期大学教授による講座などの行事も充
実しています。卒業生の多くは隣接の短期大学に進学しています。

１２２回生 青野 陽花
まるやま保育園

（白鷺中学校出身）

保育士・幼稚園教諭を目指します少人数の落ち着いた環境の中、学べます 幼児教育・音楽コース

日
ノ
本
学
園
高
校

保
育
士
・
幼
稚
園
教
諭

姫路日ノ本短期大学

教育系の大学や幼児教育系の短大へ進学

抜群の就職率！
内部進学で安心未来

2年次から

特色ある科目紹介
音楽レッスン
造形表現
発達と保育

Free
（ゆるやかな）

Academy
（学びの園）

不登校だったけど学びたいあなたへ
Ｆ＝ゆるやかな   Ａ＝学びの園

オリエンテーションキャンプのチーム・ビルディング

フリーアカデミーコースでは、登校意欲は高いけれど、多人数教
室に不安がある、中学時代までの学習面の遅れが心配、という
生徒に対応します。

ＦＡ（フリーアカデミー）コース
1年次から

一般の生徒とは異なる登校時間

落ち着いた環境で
登校サイクルを築きます

◆１時間目を主要３教科の学び直しに活用
１時間目から登校し、国・数・英の基礎学習に取り組むことができます。教
科担当者がつき、少人数で丁寧に学び直しをサポートします。（この1時
間目も単位として認定されます。）

◆特別活動を通じて順応していく
段階的に学校生活に慣れて行くために、始業日や終業日、定期考査や短縮
授業、学園祭や体育大会等の特別活動には全体の流れに合わせて８時半
登校を実施し、積極的に学校行事に参加します。

◆３年次は１時間目から
３年次は１時間目から授業を行います。次の進路に向けてのステップアップと
して、社会生活のリズムに順応できるように取り組みます。

ＦＡコースでは安心して登校できるよう
に、別フロアに教室を設けています。また
各授業にサポート教員を配置することに
より、少人数の落ち着いた環境の中、学
べます。さらに学校行事に積極的に参加
することにより、登校サイクルを段階的に
築いていくとともに、その先の進路に向
けて、社会生活への順応を目指していき
ます。

FAコースでは1・2年次の授業は2時間目からとなります。
内部推薦は ●受験料免除　●入学金全額免除

 ●１年次授業料から10万円減額
 　※他のコースにも内部推薦制度あり
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卒 業 生 の 声在 学 生 の 声
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卒 業 生 の 声在 学 生 の 声卒 業 生 の 声在 学 生 の 声

愛・奉仕・感動を
体験します

「介護福祉基礎」という教科を通して対人援助に必要な
基礎的な知識と技術を学びます。

私は、介護職員初任者課程の修得を目指し、
この春実習に参加しました。この時、介護職の
必要性を改めて実感し、将来の自分をイメー
ジできました。現在、目標としていることは、社
会福祉・介護福祉検定、福祉住環境コーディ
ネーター検定に合格することです。その目標達
成のため、日々の学習を大切にして技術と福
祉マインドをより一層磨きたいと思います。

３年 藤原 悠吏奈
（社中学校出身）

救急救命講習

プリセプターの役割りを終えて、患者様の命を預
かる責任と後輩を育てる使命から緊張の一年でし
たが、多くを学ぶことができました。看護の技術や
手順、患者様への接遇など自分の看護スキルを改
めて見直すこともありました。又、新人看護師の性
格を見極め、指導方法を考えるためコミュニケー
ションを積極的にとるようにしました。看護師として
働いていくうえでは、様 な々専門職とも人間関係を
うまく築いていくことも求められます。日ノ本学園で
の三年間に体験したボランティア活動や専門科目
での学びを通し、培ったコミュニケーション力を磨
く機会にもなりました。

学んだ知識と技術を生かし、対人援助の仕事のすばらしさを「介護実習」で体験
します。また、福祉施設にボランティアとして参加し、福祉の現場で学びます。愛・
奉仕・感動のコースです。

116回生 橘 沙耶花
明石市立市民病院　看護師

（中部中学校出身）

介護サービスのスペシャリストを目指します福 祉 コ ー ス
2年次から

「自分を伸ばす！」専門種目で夢を叶えます。

私は、大好きなバスケットボールを頑張りた
いと思い健康体育コースを選択しました。ま
た、スポーツを通して体を動かすという楽しさ
や、人と関わるという大切さを学びました。部
活動では、県大会優勝を目標に日々練習に励
んでいます。
関わって下さるすべての方 に々感謝し、成長し
ていきたいです。

2年 大西 沙耶
(魚住東中学校出身）

124回生 安積 あやね
龍谷大学

(龍野西中学校出身）

スポーツ概論

私は、高校在学中、健康体育コースに所属し、
部活動はバレーボールを行っていました。3年
間部活動に打ち込み、3年次には日ノ本学園2
度目となる全国大会に出場、新人戦・総体・春
高と県内三冠を達成することが出来ました。日
ノ本でバレーボールの楽しさを改めて感じ、
大学に進学してからも学んだことを活かし、精
一杯頑張っています。

競技経験と確かな知識を持つ教員が、生徒一人ひとりと向き合い、熱意を持って指導します。
競技成績を生かした進学・就職だけでなく、夢を広げるために「自立学習応援プログラム
すらら」を活用し、基礎学力の向上にも力を入れます。

スポーツを通じて心・技・体を磨きます健康体育コース
2年次から

特色ある科目紹介
スポーツ概論
スポーツⅠ・Ⅱ
専攻実技

特色ある科目紹介
社会福祉基礎　生活支援技術
介護福祉基礎　介護過程
こころとからだの理解
介護総合演習　手話
コミュニケーション技術

専攻実技種目

専門種目の
競技力向上を
目指します

●サッカー ●新体操　
●バスケットボール ●バドミントン　
●バレーボール ●陸上競技

◇クラブ活動と同じ種目の専攻実技の授業で更に競技力アップ！

◇ダンス・体つくり運動・スポーツ概論などの専門科目を週7～9時間学習

◇充実の施設で思いきり活動

◇進路決定率100％

◇介護職員初任者研修
（ホームヘルパー）取得を目指

します。

◇福祉住環境コーディネー
ターにチャレンジできます。

２時間連続でウォーミングアップから
ゲームまでより深めた形で行う
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卒 業 生 の 声在 学 生 の 声

教養や知識を高め、
自分づくりをします

クリエイトコースはあなたの“未来を創造
するコース”です。

クリエイトコースは、皆が違う夢や目標を持っ
ていて、それぞれの考え方や価値観もばら
ばらです。互いに刺激し合うことで新たな世
界を広げられることがこのコースの魅力だと
思 います。私 は 進 路 実 現 のために、コン
ピュータや美術の授業で学んだ知識を大切
にし、自分の可能性を広げられるこのコース
で日々頑張っています。

2年 井ノ原 雛子
(東中学校出身）

美術演習の授業の1コマ

私は中学生の時不登校気味だったので、高校へ進学
する事に少し不安がありました。
担任の先生から日ノ本学園のクリエイトコースを勧め
られ進学しました。女子校であるため不安もありまし
たが、私と似た境遇の人たちがいて、わかり合うことが
できました。新しい環境にも馴染め、勉強に勤しみ学
年では良い成績を維持することができました。その結
果、今の大学へ指定校推薦で進学することができま
した。日ノ本学園に入学して私は学校に通うことがで
き、中学生の頃では想像できなかった人生を歩んで
います。人生を変えるきっかけをくれた日ノ本学園に
感謝しています。

授業だけでなく、放課後の補習や週末課題に力を入
れ、基礎学力の向上に取り組んでいます。また、各自の
進路目標を達成するためにコース独自の選択科目を
開設しています。

123回生 名倉　仁実
甲南女子大学

(置塩中学校出身）

自分の可能性を求め、未来を創造します

過去3カ年

クリエイトコース
2年次から

特色ある科目紹介
一般教養
情報デザイン
美術Ⅰ

可能性の
追求

進路目標の
実現

学ぶ楽しさを
発見

進路状況

きりっと、かわいい！

日ノ本学園高等学校では、「OLIVE des OLIVE School」の制服を
兵庫県下で初めて採用しました。

「OLIVE des OLIVE School」は、10代の体型、生活スタイルに
マッチしているだけでなく、こだわりのディティール、上質素材、安
心機能で着たい制服No.1に選ばれたスクールブランドです。

紺のラインを効かせ
たシャープな襟。胸
元の「OLIVE　des
　OLIVE School」の
刺繍が上品なアクセ
ントになっています。

フレンチトラディ
ショナルなイメー
ジを醸し出す胸元
のエンブレム。襟
元の刺繍も上品
でエレガント。

紺×白の色使いも
さわやか。シャー
プなラインがデザ
インにアクセント
を加えます。

OLIVE des OLIVE
School

［制服］School Uniforms

ここがPOINT！

ここがPOINT！

（国公立）香川・兵庫県立・福知山公立

（私　立）慶應義塾・早稲田・国際基督教・流通経済・尚美学園・淑徳・国士舘・帝京平成・東京女子体育・日本体育・神奈川・

新潟医療福祉・北陸・山梨学院・静岡産業・愛知東邦・鈴鹿・聖泉・京都女子・京都ノートルダム女子・花園・龍谷・

追手門学院・大阪国際・大阪商業・大阪体育・大阪人間科学・四天王寺・梅花女子・芦屋・関西看護医療・関西国際・

関西福祉・関西学院・甲南女子・神戸海星女子学院・神戸学院・神戸芸術工科・神戸国際・神戸松蔭女子学院・神戸女子・

神 戸 親 和 女 子・神 戸 医 療 福 祉・園田学 園 女 子・宝 塚 医 療・姫 路・姫 路 獨 協・兵 庫・兵 庫 医 療・武 庫川女 子・天 理・

川崎医療福祉・環太平洋・吉備国際・山陽学園・徳山　など

姫路日ノ本・大阪音楽大学短期大学部・大手前・神戸常盤大学短期大学部・武庫川女子大学短期大学部・園田学園女子大学短期大学部・

神戸女子・神戸山手・夙川学院・聖和・兵庫大学短期大学部　など

姫路市医師会看護・姫路歯科衛生・姫路福祉保育・姫路医療・姫路理容美容・姫路情報システム・ハーベスト医療福祉・日本栄養・

大 原 簿 記 情 報 法 律・神 戸 総 合 医 療・リゾートトラストホテルカレッジ・大 阪リゾート＆スポーツ・アルファジャパン美 容・

大原医療福祉＆スポーツ保育・日本調理製菓・大阪外語・ECC国際外語学院・アートカレッジ神戸・神戸製菓・神戸ベルエベル美容・

神戸電子・神戸医療福祉・神戸動植物環境・神戸国際調理・平成淡路看護　など

大学

短期
大学

大 阪 府 警・I N A C 神 戸レオネッサ（ プロ サッカ 一 ）・ベ ガルタ仙 台（ プロ サッカー）・トヨタ車 体（ プロ バレーボール ）・

日本郵便株式会社近畿支社・（株）グリーンテック・（株）フジプレアム・（株）デービー精工・（株）銀ビルストアー・伊東電機株式会社・

（株）NESTA RISORT・ホテルシーショアリゾート・岡野食品産業株式会社・丸中製菓株式会社・（株）トッパンパッケージプロダクツ・

医療法人松藤会入江病院・市立加西病院・社会福祉法人円勝会西はりまグリーンホーム・特別養護老人ホームサルビア荘・

社会福祉法人姫路弘寿会ライフサポート姫路　等福祉施設など

就職

専門
学校

ARでコンテンツを
ご覧いただけます。

ARコンテンツで日ノ本学園をもっと楽しもう！

制服が
マーカー

この学校案内ではARを通じて、制服の試着や動画など
のコンテンツを配信しています。アプリをダウンロード
して もっと身近に日ノ本学園をお楽しみください！
iPhone、iPadの方はApp Store、Androidの方はGoogle PlayでARアプリの
COCOAR2（無料）を、インストールして下さい。

COCOAR2アプリを立ち上げて    ARマークのある写真にカメラを向けると、
上からスキャニングしていき、ダウンロードが開始され、コンテンツを閲覧でき
ます。

◇進路を見据えた早期からのコ
ミュニケーション能力の向上

◇必要に応じた生徒との面談で、
信頼関係の構築
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［年間行事］ 一年を通じて多彩な

イベントの数 ！々

入学式

幼稚園訪問1年オリエンテーション
キャンプ

高校総体

幼稚園児とハロウィン

卒業式

クリスマス礼拝

音楽礼拝

芸術鑑賞会

護身術講習会

修学旅行（海外）

学園祭

体育大会

Campus Life

・入学式 
・新入生歓迎会

4 6 8
・オリエンテーションキャンプ ・福祉コース救命救急講習

・オープンキャンパス
・音楽科芸術鑑賞会
・音楽科定期演奏会
・オープンキャンパス

・学園祭
・福祉コース合同学習会

・キリスト教教育週間、特別礼拝
・高校総体
・教育実習

5 7 9

・体育大会 
・安全教育（交通講話）
・福祉コース介護員養成研修

10 12 2
・芸術鑑賞会
・読書週間
・オープンキャンパス

・修学旅行
・健康体育コース、
　特進スポーツスキー研修
・国際交流プログラム

・テーブルマナー 講習
・創立記念礼拝 
・卒業式 
・幼児教育進学コース短大授業体験

・クリスマス礼拝 
・オープンキャンパス

11 1 3

13 14
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インターハイでは2012(平成24)年から2015(平成
27)年まで4連覇、2017(平成29)年優勝。全日本高校
女子サッカー選手権大会でも3度の優勝を誇る、日ノ
本学園の代名詞的な存在。なでしこリーグ、各年代の
代表チームでも卒業生が活躍しています。

香寺町の「こうろ夢明まつり」をはじめ、地元での活動
にも積極的で、地域イベントの司会などで活躍。コンテ
ストでも上位に入賞し、NHK高校放送コンテストでは、
全国大会に常に出場しています。

2015（平成27）年に、インターハイ・
春高バレー全国大会にそれぞれ初
出場し、インターハイではベスト16、
春高バレーでは2回戦に進出（ベスト
32）。2018（平成３０）年には、２度目
のインターハイ・春高バレーに出場
し、インターハイではベスト16の結果
を残しています。

インターハイ・近畿大会出場の経験もあり、現在は県総
体、県新人バドミントン選手権大会で常に上位に。
2013（平成25）、2016（平成28）年の県総体団体戦で
は3位に入賞しています。

2017(平成29)年のやり投
での全国インターハイ出場
をはじめ、過去8種目で全国
大会へ出場しています。
2018（平成30）年には近畿
ユース大会の１年ハンマー
投で４位に入賞しました。今
年も全国大会、近畿大会で
の活躍を目指します。

最近の5年間で近畿大会へ3度出場。
兵庫県総合体育大会では常に上位
へ入っています。また、県の私立高等
学校女子バスケットボール大会では
2年連続準優勝し、西播大会では18
連覇中。

インターハイへは、2014（平成26）
年に個人、2015（平成27）、2017
（平成29）年には個人・団体で、
2016（平成28）年にも団体でと、4
年連続で出場。全国選抜大会では
2019年は個人３位入賞の経験も
あり、インターハイでも上位を目指
します。

熱中した分だけ

    世界が広がります 全国大会でも活躍、

目標を持って仲間とチャレンジ！

サッカー部

バレーボール部

バドミントン部

陸上競技部

バスケットボール部

新体操部

テニス部 ダンス部卓球部

放送部

音楽（ハンドベル）部

軽音学部

パソコン部

ESS部 調理部

YWCA部

写真同好会

美術部・アニメーション部

書道部

茶道部

華道部

インターアクト（IAC）部

吹奏楽部

演劇部

［部活動］Club

15 16
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緑豊かな美しく広大なキャンパスで
実りある学びをのびのびと実践します

01 チャペル
02 個別音楽教室
03 LL教室（CALLシステム）
04 福祉実習室　
05 図書室
06 体育館
07 グラウンド・400mトラック
08 全天候型テニスコート（5面）
09 短期大学付属幼稚園
10 短期大学
11 学生ホール（学生食堂）
12 百周年記念館

［環境］

0101

0606

10

11

12

05
06

0709

08

02

0304

全天候型テニスコート（5面）08

建学の精神
　日ノ本学園は、1893年（明治26年）、「キリスト教精神をもって、

社会に貢献できる人間を育成する」を建学の精神として創立され

ました。以来、聖書に由来する「心の飾りを」を校訓とし、「神を畏れ

敬い、人を愛し、奉仕する人間の育成」を教育理念としています。

　外面的なものにとらわれず、内面的なものを大切にし一人ひと

りが、新しい自分との出会いを豊かな神の恵みの中で体験してい

くとき本当の自分のかけがえのなさに目を開かれる…それが日ノ

本の教育の基本です。

日ノ本学園125年の歩み

校長挨拶

学 校 長
中川　守

日ノ本学園高等学校は、昨年創立125年を盛大に祝っていただきました。改めて厚く御礼申し上げ
ます。

さて、今年度は「単位制」を導入して2年目を迎えます。生徒一人一人の興味・関心に応じた科目
を、学年・年次やクラスの枠を超えて多く設定しました。そのことで、社会に通じる幅広い教養と知識、
専門性に長けた高度な技術を身に付けることができます。その結果、夢の実現と個々の適性に応じ
た進路実現が早い時期から達成することが可能となります。一層、“「単位制」の長所”を利活用して、
充実した高校生活を送って欲しいと願っております。昨年度は、単位制と共に不登校傾向にあった生
徒への支援として、「フリーアカデミー（FA）」コースを新設しました。今年度も昨年度の課題や反省を
活かして、コースの充実を図りたいと考えております。具体的には、学年・年次の枠を超えた保護者
会の設置、地域の不登校問題に取り組む各種団体との連動等、「何か出来るはず」「何かしてみよう」

「何も出来ないはずがない」の【3何】をテーマに据えて前進する所存です。
少子化や公立高校の“拡き門”問題が今後ますます続く状況は、私学にとって逆境の渦に巻き込ま

れる事態ですが、私学ならでは、私学だから出来る、日ノ本だから出来るというものを明確にし、教職
員が一丸となって確固たるものにする所存です。どうか、今後とも何かとご支援ご協力の程、お願い申
し上げます。

姫路市下寺町に日の本女学校を開校する
高等女学校程度の認可を得る
文部大臣の指定校認可を受ける
財団法人日ノ本高等女学校の認可を受ける
新制の中学校・高等学校となる
学校法人日ノ本学園に組織変更
日ノ本学園短期大学

（英語科・幼児教育科）設立認可を受け、短期大学開学
日ノ本学園高等学校・中学校
校舎を姫路市下寺町より神崎郡香寺町（現 姫路市）に新築
日ノ本学園創立100周年記念式典を挙行
百周年記念館完成
短期大学及び付属幼稚園、姫路日ノ本短期大学及び姫路日
ノ本短期大学付属幼稚園に校名変更
普通科が特進・クリエイト・健康体育・福祉・幼児教育進学
の5コースとなる
単位制へ移行
フリーアカデミーコース新設
日ノ本学園創立１２５周年記念式典を挙行
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広 いところ へ 、光 ある道 を

　 社 会 生 活 の 基 本も、

　 　 　 解 放 感 の ある教 育 か ら 。
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