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2017年  新たな戦いがスタート！！
サッカー部・選手権大会出場

在校生代表　森 下 心 愛
（広嶺中学校出身）

2017年度  入 学式

第125回生の皆さん、ご入学おめでとう。これから始ま
る高校生活では、前だけをしっかりと見据え、目標に向
かってください。
　そのための第一点目は「感性豊かな人間になって欲し
いこと」です。能力や適性だけでなく自分の身の回りの
ことや、当たり前のことに対して鋭敏になって欲しいと

いう意味です。当たり前のことに対して、感謝の気持ち
を持って欲しいと思います。感性の「感」は感謝の感に
通じます。
二点目は「時間を十二分に自分のために使って欲しい」
という願いです。皆さんのポケットには、思う存分に使え
る時間が入っています。勿体ないからといって、しまって
いる時間を使わないのは「宝の持ち腐れ」です。日ノ本学
園のキャンパスで思う存分に使ってください。
本校は今年度を「ICT教育元年」と名付け、一人一個
のタブレットを持ち、夢を実現させ
るための進路学習に、教職員も一丸
となって取り組んでいきます。今ま
で以上に「特色ある授業」「分かる
授業」を推進する決意です。
いよいよ高校生活が始まります。
親や家族、友人、多くの人たちへ
「感謝の気持ちを忘れず謙虚な姿勢で誠実に精一杯生き
る」という言葉を贈り、実り多い高校生活を送ってくれ
ることを祈念します。

学校長　中 川 　 守

入学式式辞

4月11日(火)本学園のチャペル
において、第125回入学式を挙
行しました。学校長の式辞、在
校生の歓迎の辞に続き、新入生
を代表して、宗則亜美（飾磨西
中学校出身）が力強く高校生活
に対する決意を宣誓しました。

バレーボール部・県新人戦 第3位
前期西播総合体育大会 優勝

新体操部・全国選抜
個人種目別ボール2位・フープ3位！！2016年12月30日から行われた第25回全日本高等学校女子サッ

カー選手権大会に出場しました。2回戦で優勝校の十文字学園高
等学校に0－3と屈し、ベスト16位で大会を終えました。
たくさんの応援ありがとうございました。
なお、3年生の牛島理子（熊本市立錦ヶ丘中学校出身）がU－19
日本代表に選ばれ、アメリカ遠征、中国世界大会に出場します。
【第25回全日本高等学校女子サッカー選手権大会】
○開催
◯場所
◯成績

2016年12月30日～2017年1月8日
三木総合防災公園
ベスト16

陸上競技部・西播大会 やり投 優勝
第70回西播高等学校陸上競技対校選手権大会

【第69回兵庫県高等学校陸上競技対校選手権大会】

【第69回全国高等学校陸上競技対校選手権大会近畿地区予選会】

【第68回兵庫県高等学校ユース陸上競技対校選手権大会】

【第68回近畿高等学校ユース陸上競技対校選手権大会】

2016年度の主な試合結果2016年度の主な試合結果

やり投　岩﨑 文香　4位

やり投　岩﨑 文香　13位

2年やり投　岩﨑 文香　2位

2年やり投　岩﨑 文香　5位

バスケットボール部・県新人大会第5位
前期西播総合体育大会 優勝

新チームになり県新人大会では5位入賞し、西播大会では先輩
たちに続き18連覇を達成することができました。5月上旬から開
催されるインターハイ県予選では上位にくい込み、近畿大会出場
を目指します。
　第69回兵庫県高等学校【新人バスケットボール選抜優勝大会】
○開催
◯場所
◯戦績

2017年2月6日～2月8日
加古川総合体育館　他
日ノ本　96-65　伊丹西
日ノ本　84-39　明石清水
日ノ本　57-76　須磨学園
（5位決定戦）
日ノ本　72-61　神戸星城

バドミントン部・県大会でリベンジ！
目標としていた優勝をすること
ができませんでしたが、この悔し
い気持ちをバネに県大会でリベン
ジを果たしたいと思います。
　平成29年度兵庫県高等学校総合体育大会【バドミントン競技 西播地区大会　】
○開催
◯場所

◯成績

2017年4月30日、5月3.4.6.7日
姫路ウィンク体育館、
姫路市立スポーツ会館
団体戦　第 3位
シングルス　準優勝　藤原日南子（3年　伊丹市立東中学校出身）
ダブルス　第 3位　藤原日南子・山中彩矢（1年　浜の宮中学校出身）

県立総合体育館で行われた第62回兵庫県バレーボール高等学校
男子女子新人大会に出場し、第3位という結果を残すことができ
ました。
6月2日から県高等学校総合体育大会が行われます。チームワー
ク、レシーブ力とコンビバレーを武器に目標のインターハイ出場
を目指し、練習に励んでいます。1年生7名も仲間に加わり、昨年
より勢いのあるチームになって今大会に挑みます。チーム一丸と
なって兵庫県優勝を目指し頑張っていきたいと思います。
　第62回兵庫県バレーボール【高等学校男子女子新人大会】
○開催
◯成績

2017年2月4日～6日
第3位

○開催
◯場所
◯戦績

2017年5月13・14日
ウインク陸上競技場
やり投　岩﨑 文香（3年　善防中学校出身）優勝　41m00

【前期西播総合体育大会】
○開催
◯成績

2017年4月29日
優勝

昨年度の県新人戦では団体3年連続優勝を果たしました。愛媛
県で行われた全国高校選抜大会に個人競技で大西亜実（3年 三田
市立狭間中学校出身）が出場権を獲得し、全国選抜大会に出場し
ました。
5月26・27日に西宮市立中央体育館で行われる兵庫県高等学校
新体操選手権大会（県総体）で、個人・団体共に優勝し、山形県
で行われるインターハイ出場権を獲得するべく、ベストを尽くし
ます。そして今年こそ全国上位入賞を
目指します。
【第32回全国高等学校新体操選抜大会】
○開催
◯場所
◯成績

2017年3月20日～3月22日
愛媛県総合運動公園体育館
個人　大西 亜実　5位
　フープ3位・ボール2位・（クラブ7位・リボン12位 ）
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ディスカバー日ノ本ディスカバー日ノ本ディスカバー日ノ本 オープンキャンパスオープンキャンパスオープンキャンパス
7月8日土

177名の新入生の皆さん、ご入学おめ
でとうございます。
一年前、真新しい制服に身を包み、入学式で初めての讃美歌
や校歌を聴きながら、期待と不安が胸をよぎったことを覚えて
います。いざ学園生活が始まると、毎日が新しい発見で、不安
は一気に飛び去っていきました。また、日々新しい出会いがあ
り、私たち一人ひとりに活躍の場が与えられました。高校生活
のスタートラインに立った皆さんには無限の可能性がありま
す。皆さんにしかない自分らしさと出遭ってください。そし
て、聖書に由来した校訓「心の飾りを」の真の教えを知ってく
ださい。失敗を恐れず、何か夢中になれること、挑戦すること
を見つければ高校生活はさらに実り多きものとなるでしょう。
校長先生、先生方、職員の方々が皆さんを見守っていてくだ
さいます。分からないこと困ったことがあった時は、気軽に相
談してください。新入生の皆さんが元気に楽しく勉強できるよ
う応援していきます。
一生に一度しかないかけがえのない高校生活が素晴らしい時
間となるよう、共に楽しく頑張っていきましょう。

学校の特色である国際理解
教育の一環として、シンガ
ポールへ4泊5日の修学旅行を
実施しました。B＆Sプログラ
ムでは、日本語を学ぶ現地の
大学生ボランティアガイドの

案内で食事をしたり買い物を満喫したり、言葉は通じな
くても、身振り手振りを駆使することで心を通じ合うこ
とができ、本当の国際交流ができたと思います。
コース別研修では、語学に興味関心を抱いている生徒
はシンガポール大学、外国文化に興味を抱いている生徒
は、隣国マレーシア、植物の生態系分野に興味がある生
徒は植物園に行くなどそれぞれ海外でしかできない貴重
な体験をしました。また、他のクラスの生徒とも親交を
深めることができました。
実際に外国の文化や人々
に接することで、海外の人
びとの心の温かさにも触れ
ることができ、生徒たちに
とって心に残る修学旅行に
なりました。

在校生挨拶 修学旅行だより

8月11日第1回 金・祝

9：30～12：10 （受付/9：00～）日ノ本学園で学べる 色々なことが体験できます！！送迎バス・軽食あり



頑張ってます！ メッセージ 新入生のページ 部活動 紹介

「福祉住環境コーディネーター」とは高齢者や障がい者に
対して住みやすい住環境を提案するアドバイザーです。
3級検定試験では少子高齢化社会の現状、福祉制度の理
解、身体機能低下による疾病・障害、福祉用具の活用、住環境
整備、バリアフリーの福祉の街づくりなど、幅広いテーマか
ら出題されます。これからの超高齢社会で生活していくため
に、必要な知識や技術そして情報を得ることができる資格に
なっています。

女子高校生が意見を交わす「国際ソ
ロプチミスト姫路　ユース・フォーラ
ム」が4月22日にイーグレひめじで
行われました。その大会で足立 梓さ
んが地区代表の一人に選ばれ、7月に
名古屋で行われる全国大会に出場す
ることになりました。

私は日ノ本学園高校でバレー
ボールを頑張っています。まだ
入学したばかりで覚えないとい
けないことが沢山ありますが、
毎日練習に励んでいます。これ
から自分の決めた目標に向け、3
年生になったらその目標が叶え
られるように一生懸命頑張りま
す。勉強も怠らずしっかり取り
組んでいきたいです。

橋本 結希（網干中学校出身）

私は、体を動かすことが大好
きで日ノ本学園高等学校の健康
体育コースを選択しました。専
攻実技の授業では技術を向上さ
せ、スポーツ概論では知識を学
びます。しっかりあいさつので
きる明るいクラスの中で、部活
に勉強に仲間と切磋琢磨しなが
ら経験を積み上げていきたいと
思います。

伊藤 優梨（朝来中学校出身）

健康体育コース健康体育コース

私はこのクリエイトコースで
なりたい自分を見つけ、それに
向かって仲間と共に色々なこと
に挑戦したいと思っています。
大きく環境が変わった今、戸惑
うことや分からないこともまだ
まだありますが、3 年後どこに行
っても通用する人間になるため、
今という時間を大切にし、たく
さんのことを学んでいきたいと
思います。

垣田 芹華（琴陵中学校出身）

クリエイトコースクリエイトコース

私は高校生になり今までとは
違った環境の中で初めてのこと
も多く不安なこともありますが、
担任の先生やクラスみんなで支
えあいながら頑張っています。
幼児教育進学コースは、ピアノ
レッスンや園児たちとの交流も
あるので楽しみです。これから
は言葉遣い等に気をつけるとと
もに、感謝の気持ちも忘れず頑
張り続けたいです。

大城 エミ（香寺中学校出身）

　特進コー
ス（スポーツ系列）　特進コー
ス（スポーツ系列） 幼児教

育進学コース幼児教
育進学コース

私たちサッカー部は部員 49 名
で活動しています。私たちは常
に「誠実であれ・柔軟であれ・
半歩先の努力」を意識して毎日
の練習に取り組んでいます。昨
年は夏、冬と悔しい思いで終わっ
てしまったので、今年は目標で
ある皇后杯優勝、インターハイ
優勝、選手権優勝を果たせるよ
う、一人一人高い意識をもって

練習に励んでいき
ます。
　2年　中村 美早紀
（朝日中学校出身）

サッカー部サッカー部

私たちバレーボール部は「全
国大会出場」を目標に、「最後ま
であきらめない粘り強いバレー」
ができるよう日々の練習を一生
懸命に励んでいます。バレーボ
ールに打ち込めることに感謝を
忘れず、支えてくださっている
方々に恩返しができるように頑
張っていきたいと思います。

　2年　安積 あやね
（龍野西中学校出身）

バレーボール部バレーボール部

私たち新体操部は新入生を迎
え部員 8名で活動しています。昨
年は団体でインターハイに出場
し、今年の 3月には個人で全国選
抜大会に出場し 5位という結果を
残すことができました。今年度は

さらに上の全国大会入
賞を目指していきま
す。また、支えていた
だいている方への感謝
の気持ちを忘れず、練
習に励んでいきます。

　2年　故引 玲奈
（赤磐市立高陽中学校出身）

新体操部新体操部

私たちバスケットボール部は 3
年生 4 名、2 年生 6 名、1 年生 6
名の計 16 名で日々練習に励んで
います。新人戦ではベスト 8 と
いう結果に終わってしまいまし
たが、今年の目標である県ベス
ト 4 以上に入り近畿大会に出場
するという目標を達成できるよ
う頑張っています。また支えて
下さる方々に感謝して恩返しで

きるよう取り組みた
いと思っています。
　3年　西川 寧々
（荒井中学校出身）

バスケッ
トボール部バスケッ
トボール部

私たちバドミントン部は、部
員 7 名で毎日の練習に取り組ん
でいます。西播大会では優勝、
県大会ではベスト 4 以上を目標
に頑張っています。チーム内で

も競争心をもって自分の
ためになる練習を自分で
作り出し、楽しく結果に
繋がる取り組みをしてい
ます。日々感謝の気持ち
を持って頑張っていきた
いと思います。

　2年　瀧　 優花
（松陽中学校出身）

バドミントン部バドミントン部

私は陸上競技部で長距離をし
ています。結果が出なくて辛い
時もありますが、一日一日の練
習を大事にして自己記録の更新
を目指して取り組んでいます。
陸上競技部はいろんなコースの
部員がいます。私は幼児教育進
学コースで勉強とクラブを両立
させながら、自分の夢と目標に
向かって一歩ずつ前進したいと
考えています。

　2年　牛尾 凪沙
（福崎東中学校出身）

陸上競技部陸上競技部

演劇部は舞台装置も一から部員の手で作り 1 年に 3
回の公演を行っています。演劇はしんどくて忙しくて
悩むことが沢山あります。しかし、皆で本格的な舞台
を作るのはとても楽しく、得られるものは数知れませ
ん。今年はオリジナル台本という新しいことに挑戦し
ながら、基礎を大切に、お客さんに感動を与えられる
舞台を作りたいです。

　2年　足立　 梓
（黒田庄中学校出身）

演劇部演劇部

インターアクトクラブは様々なボランティア活動を
行うクラブで、これまでに「あしなが学生募金」、「姫
路城清掃奉仕活動」、「書写山清掃奉仕活動」などのボ
ランティア活動に参加してきました。私はそれぞれの
ボランティア活動をする度に、喜びや達成感を味わう
ことができました。また、昨年
度は姫路ローターアクトクラブ
が主催した「姫路駅前献血呼び
かけ活動」にも参加し、ロータ
ーアクトクラブの方々とも交流
を深めました。今後も積極的に、
ボランティア活動に参加してい
きたいと思っています。

　2年　福居 ゆりあ（山崎西中学校出身）

インタ
ーアクトクラブインタ
ーアクトクラブ

福祉コース福祉コース

私の母は毎日やりがいを感じ
ながら生き生きと福祉の仕事を
しています。そんな母を見て私
も同じ道に進みたいと思いまし
た。これから始まる勉強につい
ていけるか不安もありますが、
このクラスで、新しい友達との
出会いを大切にしながら夢であ
る介護福祉士を目指したいと思
います。そしていつか母と一緒
に仕事がしたいです。

金田 夏実（城山中学校出身）

国際ソロプチミスト
ユース・フォーラム全国大会へ
2年　足立　梓（黒田庄中学校出身）

（4月24日　神戸新聞）
中平 初花

（大白書中学校出身）
１２２回生（今春卒業）１２２回生（今春卒業）１２２回生（今春卒業）

塩平 なな子
（神吉中学校出身）

岸原 紗瑛
（神南中学校出身）
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