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ポスター　
最優秀賞
岡田 志帆 作
（1年 太子東中）
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乳がん対策運動（
ピンクリボン運動

）
乳がん対策運動（

ピンクリボン運動
）

1-4 美女と野獣

2-5 心が叫びたがってるんだ

 バレーボール部 模擬店「うどん」

3-5 大きなカブ

受付

3年福祉 手話コーラス

3-2 ダンス

 3-3 模擬店「カステラ」

ピンクリボン運動

PTA 模擬店

第2回／11/11●土 第3回／12/2●土 第4回／12/16●土
9:30受付、10:00～12:30 9:30受付、10:00～12:30 10:00～15:00 随時受付（チャペル）

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 土
12/1611/11土

第
2
回

12/2土

第
3
回

第
4
回

2017

全体会
オープニングステージ

授業見学（iPadを活用した授業）&校内見学
入試変更点の説明、単位制の説明
授業体験、入試対策講座 等
☆学食体験&質問コーナー
※希望者は部活動見学・体験

※入退場はフリー　　
（何時に参加してもOK）

☆クリスマスページェント見学
校内見学・部活動見学・体験

入試相談 等

サッカー部新体操部

今回行われるU－１９アジア大会は、来年のU－20ワールドカップの出場権をか
けた大切な大会です。
このような大会のメンバーに選んで頂いたからには、今の自分のやれること全
てを出して少しでもチームに貢献したいです。
これまでサッカーを続けてくることができたのは、先生方や仲間、家族そして
何よりもいろいろなところから応援してくださる方々がいてくれるから苦しい時
も乗り越えてくることができました。

自分を支えてくださる全ての方々への感
謝の気持ちを持って、全力でプレーします。
そしてこれからも常に高いところを目指

して成長できるように頑張ります。
牛島 理子（３年 熊本県錦ヶ丘中）

本校卒業生の飯村さんは来年１月、遠くインドに渡り、ナショナルチームのコー
チの一人として働かれます。日ノ本学園在学中のインターハイ、また国士舘大学
ではインカレをはじめ、新体操の選手として華々しい実績をつんでこられまし
た。国士舘大学のコーチの紹介で、ナショナルチームのコーチに請われての就任
です。ムンバイというインド西海岸の都市で生活されるそうです。ムンバイは南
アジアを代表する世界都市のひとつです。
渡印に向けて、現地とのやり取りは英語でされているそうで、英語に磨きをか
けるために今は語学学校で学ばれています。任期は１～２年、選手と指導者とでは
勝手が違う上、慣れない土地でたいへんでしょうが、活躍を祈りましょう。

飯村玲美さん（１１８回生 鷹取中）　　

世界へ羽ばたく日ノ本生

※プログラムは毎回変更いたします。
　なお、参加者は上履きをご持参ください。

※送迎バスをご利用されるには、
　事前にお申込みが必要です。オープンキャンパスには送迎バスがあります！オープンキャンパスには送迎バスがあります！

2年生 ピクセル壁画吹奏楽部

華道部展示

新体操部

U－19女子日本代表として、　　
アジア大会に出場

U－19女子日本代表として、　　
アジア大会に出場インドナショナルチームのコーチに就任インドナショナルチームのコーチに就任

当日参加もＯＫですが、

できるだけ事前に

申込みをしてね！

※送迎バスはありません。  

お問い合せは　☎079-232-5578 までどうぞ

生徒会で
ピンクリボンの
活動に取り組み
ました !

主な

プログラム



第5回兵庫県高等学校ベッドメイキングコンテスト

姫路日ノ本短期大学付属幼稚園にて年10
回の幼稚園訪問を実施しています。事前に
園長先生、短大の先生から指導を受け、訪問
が終われば各クラスの担任からアドバイスを
もらうことで経験を積み、保育士として必要
なことを高校生から学べる有意義な訪問
を行っています。

ウィンターカップ
兵庫県予選ベスト8

幼児教育進学コースの特色授業であるピアノグ
ループレッスン・造形表現・言語表現等で行われてい
る保育技術検定試験に昨年度から取り組みました。
その結果難関である2級を2人が受験し見事合格し
ました。
志水　佑佳（3年　大津中）
水田　詩音（3年　広畑中）

開催：2017年6月23日～7月25日
場所：ならでんアリーナ
戦績：1回戦  日ノ本  61-  52 平城(奈良)
　　　2回戦  日ノ本  54-109 薫英(大阪)

開催：2017年8月2日～10日
戦績：1回戦  日ノ本  103-30  西脇
　　　2回戦  日ノ本    87-31  須磨友が丘
　　　3回戦  日ノ本    67-33  市立西宮
　　　4回戦  日ノ本    54-84  鳴尾

平成29年度全国高等学校総合体育大会　サッカー競技大会
【開　催】2017年7月31日～8月4日
【場　所】宮城県　ユアテックスタジアム他
【成　績】優勝

【優秀選手】米澤萌香（3年 東京都喜多見中）、伊藤美玖（3年 東京都稲城第三中）
　　　　　牛島理子（3年 熊本県錦ヶ丘中）、宮本華乃（3年 熊本県湖東中）
　　　　　澁川鈴菜（2年 野々池中）

全国高等学校総合体育大会 新体操選手権大会
期日：2017年8月11・12日　場所：山形県総合体育館
結果：大西亜実（3年 狭間中）
　　   個人総合8位（フープ3位・リボン11位）
　　   団体競技　16位
　　   大西亜実・加藤すず（3年 大津中)・
　　   玉井萌愛（3年 塚口中)
　　　真鍋朝香（2年 静岡県豊田中)
　　   池田穂（1年 大久保北中）

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：2017年7月28、29、31日、8月1日
場所：姫路市立スポーツ会館
戦績：団体　優勝
　　　瀧　優花(2年 松陽中)、石原佐織(2年 神吉中)
　　　緒方眞白(2年 夢前中)、吉岡優衣(2年 香寺中)
　　　入江遥里(2年 安室中)、山中彩矢(1年 浜の宮中)
　　　廣中亜未(1年 松陽中)、秋岡真弥(1年 松陽中)
　　　複1部　準優勝   瀧　優花・石原佐織　組
　　　ベスト4　山中彩矢・廣中亜未　組
　　　単1部　準優勝　山中　彩矢

第61回
兵庫県高等学校
総合体育大会
開催：2017年6月3、4、7、8日
場所：グリーンアリーナ神戸
戦績：(決勝リーグ)VS氷上0－2
　　　　　　　　　 VS野田0－2
　　　　　　　　　 VS須磨1－2

平成29年度近畿高等学校
バレーボール優勝大会
開催：2017年7月18～20日
場所：和歌山ビックホエール 他
戦績：VS箕面自由(大阪）2－0
　　　VS奈良女子(奈良）2－0
　　　VS国際滝井(大阪）0－2

1年生、初めてのボランティア活動を体験

第64回
近畿高等学校バスケットボール大会

平成29年度全国高等学校
バスケットボール選手権大会
兵庫県予選 ベスト8

　県総体で5位となり、
目標であった近畿大会
に出場することができ
ました。ウィンターカッ
プ予選では、完全な状態
で挑むことができずベ
スト8に終わってしまい
ました。2月に開催され
る県新人選抜優勝大会
では、更なる結果が残せ
るよう練習に励みます。

県総体ベスト4
近畿大会ベスト8
　県総体では接戦の末、ベスト4という結果に
終わってしまいました。
　11月に開催される春高予選で、全国への
切符を勝ち取れるよう練習に励みます。

この夏に開催されたオープンキャンパスをレポートしました！

土1612/第
4
回

《最優秀賞》　尾田　奈 （々2年  朝日中）・後藤ひかり（2年  北条中）

第6回兵庫県高等学校介護コンテスト
《優秀賞》坂井花乃穂（3年  福崎東中）・山本　年音（3年  東中）
《奨励賞》岩本　梨花（3年  加西中）・露口　愛未（3年  北条中）

全国高等学校家庭科
保育技術検定試験2級合格

7月31日　日高高校で開催された兵庫大会におい
て「ベッドメイキング部門」最優秀賞、また同時開催
された介護コンテストで優秀賞並びに奨励賞に輝き
ました。
　生徒たちは、「やるからには結果を出す」という気
持ちで練習を繰り返しました。このことが大会での受
賞に結びつき自信となりました。

演劇部が日ノ本の1日を
ステージで表現

いろんなところを
案内してもらえるよ。

コンピュータ演習

●2018年度入学生向け
　学校紹介ビデオ制作

●第6回こうろ夢明まつり 総合司会

入賞

●FMゲンキ開局
　16周年記念コンテスト

日本語スピード部門
　全国大会入賞  前川美奈（3年 北条中）
英文スピード部門
　全国大会出場  尾崎真悠（3年 北条中）

●第31回全国パソコン技能競技大会

パソコン部

放送部

　8月11・12日と山形県総合体育館で行なわれた、全国高等学校総合体育大会に団体競技
と大西亜実が兵庫県代表チームとして出場しました。大西は個人種目別3位入賞を果たし
ました。
　現在、新体操部は11月に行われる、新人戦で個人・団体ともに優勝をし、全国選抜大会
出場を目標に、日々練習に励んでいます。また、10月1・2日愛媛国体に兵庫選抜メンバーと
して本校が兵庫県代表として出場しました。

団体戦優勝
　姫路市民大会におい
て、団体戦優勝することが
出来ました。この気持ちを
バネに次も頑張りたいと
思います。

学校長あいさつ 校内見学（キャンパスツアー）

授業体験

サッカー部

バレーボール部新体操部

バスケットボール部 陸上競技部

バドミントン部

●第70回西播高等学校陸上競技対校選手権大会（ウインク）
　やり投　岩﨑文香（3年 善防中）　1位
●第70回兵庫県高等学校
　陸上競技対校選手権大会（ユニバー）
　やり投　岩﨑文香　3位
●第70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（皇子山：滋賀）
　やり投　岩﨑文香　6位
●第70回全国高等学校陸上競技対校選手権大会
  （NDソフトスタジアム：山形）
　やり投　岩﨑文香　予選2組18位
●第70回姫路市民大会
　400m　清瀬遥加（1年　香寺中）　6位
　やり投　岩﨑文香　1位
　西村百穫（3年 福崎西中）　5位

インターハイ優勝！！インターハイ優勝！！

インターハイ 個人種目別フープ3位

文  化  部

幼児教育進学コース 

福祉コース 
　この夏、初めてボランティア活動に参加させていただきました。最初は右も左
も分からず、職員の方に確認しないと利用者の方の名前が分からない状態でした
が、回数を重ねるにつれて、顔と名前が一致していくようになりました。一番苦労
したのは食事介助です。初めは自分と同じように食事を進めてしまい、何度も失
敗してしまいました。きちんと相手の立場に立った介助が大切なのだと改めて感
じました。今回の反省を生かし、次回からは福祉の現場でもっと役に立てるように
がんばりたいと思いました。
森　美月（1年　香寺中）

　こうろ苑より利用者の方をお迎え
し、一緒にダンスを踊りました。その後
お茶席等にご案内し、短い時間でした
が楽しんでいただきました。

 ディスカバー日ノ本・夏のオープンキャンパスレポート

10：00～12：30（受付9：30～）
第4回のみ 10：00～15：00（随時受付）

1 1/1 1 土

第
2
回

12/2 土

第
3
回

これからの開催予定

部活動体験

ランチタイム

進路相談

幼稚園訪問の取り組み

どの部活も魅力的!
体験するのが一番!

おいし
いよ!

　7月31日から8月4日に宮城県で行われた平成29年度全国

高等学校総合体育大会サッカー競技に出場しました。

　決勝は昨年準決勝で涙をのんだ相手、静岡県代表の藤枝順心高等学校との対戦になりました。スコア

レスで試合が進むなか後半18分、2年生澁川のヘディングシュートが決まり1－0で勝利し2年ぶり5度目の

優勝となりました。

　たくさんの応援ありがとうございました。

介護コンテストでの様子

学園祭


