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新入生の皆さん、「ご入学おめでとうございます。」本校
は『心の飾りを』を校訓とし、「愛と奉仕の精神」と「社
会貢献できる人材の育成」を建学の精神としています。柔
和でしとやかな気立てという朽ちないもので飾られた、内
面的な人柄を求めています。
いよいよ待望の高校生活が始まるわけですが、一日も早
く実現可能な目標を設定し歩みはじめて下さい。「三年後
の自分は何をしていたいのか」と具体的な目標を立て、
「一年後には？」「半年後には？」「一ヶ月後には？」「一週

間後には？」と考えていくと、今の自分がやるべきことが
見えてきます。今できることをやらなければ、未来の自分
につながっていきません。「今」という瞬間を意識して欲
しいと思っています。
本校も「単位制の導入」、「フリーアカデミー（FA）
コースの新設」、「特進コースの新たなる特色化」、「生徒全
員がタブレットを活用した教育活動の推進」などを核に改
革の道を歩みはじめます。個々の生徒が大いに能力を発揮
し、更に個性を伸ばしてくれることを期待しています。
新入生の皆さんには、まずは当たり前のように身近にい
て支えてくださった親や家族に感謝することからスタート
してください。友人はもとより、様々な場面で力を貸して
くださった多くの人たちへの感謝の気持ちは、これからの
あなたたちの成長を支えてくれるはずです。「感謝の気持
ちを忘れず謙虚な姿勢で誠実に生きる。精一杯生きる。」こ
の言葉を礎にして、命の尊厳を守り、周りの人に敬意を表
し、人への優しい豊かな心を養い、実り多い高校生活を
送ってくれることを祈念しています。

（式辞より一部抜粋）

心の飾りを

4月10日㈫に本学園のチャペルにおいてハンドベルの美しい音色が
心に響き渡る中、第126回入学式が厳かに挙行されました。
本校は今年度から単位制の導入など、大きく進化する新たなスター
トを切っています。
新入生を代表して岸口　楓さん（神吉中学校出身）が高校生活で夢
を掴むための決意を表明し、一人ひとりの第一歩が始まりました。

4月10日㈫に本学園のチャペルにおいてハンドベルの美しい音色が
心に響き渡る中、第126回入学式が厳かに挙行されました。
本校は今年度から単位制の導入など、大きく進化する新たなスター
トを切っています。
新入生を代表して岸口　楓さん（神吉中学校出身）が高校生活で夢
を掴むための決意を表明し、一人ひとりの第一歩が始まりました。

学校長　中 川 　 守

入学式式辞

2018年度  入 学 式2018年度  入 学 式

「福祉住環境コーディネーター」とは高齢者や障がい者にできるだけ自立しいき
いきと生活できる住環境を提案するアドバイザーです。医療・福祉・建築につ
いて体系的に幅広い知識を身に付け、各種の専門家と連携をとりながらクラ
イアントに適切な住宅改修プランを提示します。

福祉住環境コーディネーター
検定試験3級 2名合格

第123回卒業証書
授与式での表彰

H30.3卒業
岩本 梨花

（加西中学校出身）

【日本私立中学高等学校連合会特別表彰】
牛島　理子　（熊本市立錦ヶ丘中学校出身）
【兵庫県私立中学高等学校連合会特別表彰】
名倉　仁実　（置塩中学校出身）
【全国福祉高等学校長会理事長賞】
露口　愛未　（北条中学校出身）

H30.3卒業
露口 愛未

（北条中学校出身）

第１回 8月11日㈯ 第２回 11月10日㈯
第３回 12月1日㈯ 第４回 12月15日㈯

ディスカバー日ノ本 7月14日㈯ 運動クラブ体験日 8月23日㈭

オ ー プ ン キ ャ ン パ ス
今年も様々な体験を用意して待ってます。

※第2回 および 第4回は午後からFAコース対象のオープンキャンパスを実施（13：30受付 14：00開始）

送迎バス・軽食も
あります

「感謝の気持ちを忘れず
　  謙虚な姿勢で誠実に生きる。
　　　　　　　  精一杯生きる。」

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

個々に応じたカリキュラムで未来を切り拓くために

卒業（卒業単位取得者）

2018年

1年次

1年生 2年生・3年生

2年次

3年次

特進・健康体育・幼児教育進学・福祉・クリエイト特進　　　ＦＡ　　　総合

健康体育・幼児教育進学・福祉・クリエイト

個々の適正に応じた進学や就職ができるようにサポートします

日ノ本学園高等学校  1 2 5 年 目 の 進 化

【三箇年皆勤賞】
梅本　つかさ（香寺中学校出身）
大塚　万椰　（香寺中学校出身）
尾崎　真悠　（北条中学校出身）
祐尾　由樹　（山陽中学校出身）
髙見　幸子　（小野中学校出身）
内藤　夢乃　（広嶺中学校出身）
西井　美里　（福崎東中学校出身）
前條　結貴　（河合中学校出身）
南田　鈴依　（両荘中学校出身）
加藤　すず　（大津中学校出身）
上月　理彩　（社中学校出身）
玉井　萌愛　（塚口中学校出身）
米澤　萌香　（世田谷区立喜多見中学校出身）
伊藤　美玖　（稲城市立稲城第三中学校出身）
牛島　理子　（熊本市立錦ヶ丘中学校出身）

先輩からのメッセージ

（努力は裏切らない）（努力は裏切らない）

119回生  関口 美奈子
（増位中学校出身）

第3回デッレナツィオーニトーナメント（4月25日～29日イタリア）に
出場し準優勝

夢だった
保健体育の
教師
114回生  中川 早紀 

（飾磨西中学校出身）

私は現在、赤穂西中学校で保健体
育の教師をしています。大学受験の
際は手厚いサポートをしていただ
き、夢であった教師への道が開けま
した。勉強は勿論ですが、部活動で
培った力は、私の原動力になってい
ます。後輩の皆さんも日ノ本学園で
多くの貴重な経験を積み、目標を見
失わず、夢に向かって突き進んで下
さい。

国家試験に合格し、この４月から
看護師として広畑記念病院で働き始
めました。入社式から社会人とし
て、看護師として、緊張の毎日を
送っています。命を預かる仕事なの
で不安も多いですが、学ぶことも多
く前向きに頑張っています。今、こ
の頑張りは高校時代の生活が影響し
ていると日々感じています。高校時
代、受験勉強の時に支えて下さった
先生方にいつか恩返し
ができる日まで、今は
頑張り続けたいと思い
ます。

社会貢献できる
職業

国家試験に合格して

122回生  有田 茅央 
（ 夢前中学校出身）

福祉コースでの専門的学び
や、ボランティア活動を通し
社会貢献できる仕事に就きたいという思いを強
くし、兵庫大学で社会福祉士を目指し学んでい
ます。社会福祉士は身体や精神に障害があり日
常生活に支障をきたしている人を対象に福祉に
関する相談にのり、アドバイスや支援を行いま
す。近年では、学校におけるいじめ問題の解消
や高齢化、核家族化などで複雑になっている地
域での関わりの調整や、関係づくりに貢献する
役割も期待されています。そのような職業に就
けるよう頑張っています。

1年特進 徳永　雅（熊本西合志南中学校出身）
女子サッカー日本代表U-16メンバーに選出!!

輝く未来へ
優 秀 選 手 ！

バレーボール部
県高等学校新人大会（左から）
優秀選手賞
３年 横谷　百菜
（望海中学校出身）
優秀リベロ賞
３年 吉田　綾聖
（花田中学校出身）

バレーボール部
前期西播総合体育大会（右から）
優秀選手賞
３年 山﨑　杏奈
（書写中学校出身）
３年 宅見　乃愛
（朝日中学校出身）
優秀リベロ賞
３年 吉田　綾聖
（花田中学校出身）

バスケットボール部
西播前期総合体育大会（右から）
最優秀選手賞
　３年 大橋　幸奈
　（加西中学校出身）
優秀選手賞
　１年 阪本　凪沙
　（山陽中学校出身）

9：30受付
10：00開始



つか

多数の進学・就職生徒の中から一部を記載しています

私は今、部活でチームの目標、自分の目標を達成できるよう
に頑張っています。部活が何不自由なくできることに感謝して、
思いやりを忘れずに練習しています。将来は「人の役にたつ仕
事、人を笑顔にできる仕事」に就きたいと思っています。その
ために今、やらないといけないことや特進コースとしての勉強
も怠らないようにしています。2年　橋本 結希

（網干中学校出身）
2年　橋本 結希
（網干中学校出身）

夢に向かって夢に向かって

特進コース

私は健康体育コースに所属しています。このコースの特色で
ある「専攻実技」、「スポーツ概論」などの授業を通して、クラ
スの仲間と日々、切磋琢磨しながらスポーツをする上での基本
知識を身につけ、夢である「人の役に立つ仕事」に一歩でも近
づくことができるように、これからも頑張ります。

2年　岩木 莉花
（福崎西中学校出身）
2年　岩木 莉花
（福崎西中学校出身）

夢をつかみ取る
ために
夢をつかみ取る
ために

健康体育コース

私には、保育士、幼稚園の先生になりたいという夢がありま
す。日ノ本学園高校では保育士、幼稚園の先生になるための学
習ができると知り、入学を決めました。幼児教育進学コースで
は、ピアノレッスンの授業や幼稚園実習、園児との交流など、
色々なイベントがあるので楽しみにしています。この3年間で、
夢に一歩でも近づけるように頑張りたいと思います。

私は、演劇部に入って今まで人前
で話したり、演じることがあまり好
きではありませんでしたが、日々の
練習を積み重ねることにより人前で
話したり、演じることができるよう
になりました。これからの目標です
が、県大会に出場できるように頑張
りたいです。また、大会で表彰状が
もらえるように頑張ります。

2年　村上 舞妃
（広畑中学校出身）
2年　村上 舞妃
（広畑中学校出身）

夢を追い求めて夢を追い求めて

幼児教育進学コース

昨夏、ボランティア先の福祉施設でのことです。職員の方々
は、自然な笑顔と大きな声ではきはきと話しておられ、利用者
さんと会話が弾んでいました。全てがぎこちない私とは違って
いました。この体験を通じて学んだ「笑顔は人と人を繋ぐ架け
橋」を実践できるよう、誰とでも笑顔で接することを心がけて
います。2年　藤原 悠吏奈

（社中学校出身）
2年　藤原 悠吏奈

（社中学校出身）

人を繋ぐ架け橋
「笑顔」
人を繋ぐ架け橋
「笑顔」

福祉コース

私は「これだけは人に負けない」と言えるものを持てるよう
心掛けています。美術・アニメーション部の活動では、自分で
納得がいくまで時間と手間をかけて取り組み、その甲斐あって
播但線マナー向上ポスターなどで入賞することができました。
また、勉強でもこのように目標を決めて努力することで上位の
成績を維持しています。3年　金川 明日香

（灘中学校出身）
3年　金川 明日香

（灘中学校出身）

学校生活充実の
秘訣
学校生活充実の
秘訣

クリエイトコース

この春、ＦＡコースに 15 名の生徒が入学しました。初めて対
面する彼女たちの表情は期待より不安の方が大きかったと思い
ます。それでも少人数普通学級としてスタートした彼女たち。
通常授業はもちろん、学校行事にも積極的に取り組んでいます。
ゆるやかながらも着実に成長していく彼女たちの“ これから ”
が楽しみです。ＦＡ担任　本田　洋子ＦＡ担任　本田　洋子

ゆるやかに伸びゆくゆるやかに伸びゆく

FAコース

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　
武庫川女子大　園田学園女子大　京都女子大　関西学院大　兵庫医療大　徳山大　
日本体育大　大阪体育大　山梨学院大　新潟医療福祉大　大阪国際大短期学部　
創価女子短大　大原簿記情報法律専門学校　神戸総合医療専門学校　
大阪府警　INAC神戸（プロサッカー）など

特進コース

日本体育大　東京女子体育大　尚美学園大　関西福祉大　環太平洋大　流通科学大　
京都産業大　神戸学院大　帝京平成大　神戸親和女子大　国士舘大　天理大　
追手門学院大　姫路獨協大　兵庫大短期学部　関西健康科学専門学校　
姫路情報システム専門学校　ベガルタ仙台（プロサッカー）　トヨタ車体　TSK　
トッパンパッケージ　モリス など

健康体育コース

姫路日ノ本短大　芦屋大　神戸医療福祉大　兵庫大短期大学部　
姫路理美容専門学校　姫路歯科衛生専門学校　大阪外語専門学校　
辻調理製菓専門学校　アミューズメントメディア総合学院　
リゾートトラストホテルカレッジ など

幼児教育進学コース

神戸親和女子大　大阪国際大　京都ノートルダム大　甲南女子大　
関西看護医療大　神戸松蔭女子大　姫路日ノ本短大　
大阪音大短期大学部　園田学園女子大短期大学部　
姫路情報システム専門学校　神戸医療福祉専門学校　
神戸ベイシェラトンホテル　日本郵便　銀ビルストアー など

クリエイトコース

姫路獨協大　神戸医療福祉大　姫路日ノ本短大　ハーベスト医療福祉専門学校　
神戸ファッション専門学校　履正社医療スポーツ専門学校　小野病院　
三木山陽病院　障害者支援施設三愛園　姫路弘寿会　円融会 など

福祉コース過去3年間の進路状況
2 年　福永 晴加 （豊富中学校出身）

自分を磨き、仲間と共に
県大会出場！

演劇部

サッカー部員 50 名いる中、試合メ
ンバーに入るために、私は自分の苦手
なことに向き合いながら日々努力をし
ています。そして仲間と切磋琢磨しな
がら、それぞれの目標に向かっていま
す。これからも家族への感謝の気持ち
を忘れず、日々成長できるように学校
生活を送っていきたいです。

2 年　武田 恵実 （神吉中学校出身）
インターハイ連覇を目指して！

サッカー部

声優という職業に興味があった私
は放送部に入りました。1年生の時は、
香寺の祭りの司会をして多くの方に
感謝されたことを覚えています。し
かし、コンテストは思わぬ結果で伸
び悩み、2 年生を迎えました。今年
は飛躍の年にしたいと思って、毎日
を頑張っています。

2 年　井茂 里香 （鹿島中学校出身）

全国大会出場を目指して
日々精進！

放送部

私は高校では何かの資格、それも2
級以上をとりたいと思って入学しま
した。しかし私には苦手教科が多
く、新しいことを始めようと考えパ
ソコン部に入部しました。この2年間
で日本語ワープロ検定3級と文書デザ
イン検定3級に合格することができま
した。ラスト1年間で目標とする2級
取得を目ざして頑張っています。

3 年　山下ひかり （北条中学校出身）

2級以上の資格取得を
目指して！

パソコン部

4月に長崎県で行われた長崎スプリン
グカップにおいて団体準優勝を果たし
ました。
5月25・26日と姫路ウィンク体育館で

兵庫県高等学校新体操選手権大会（県
総体）が行われます。
新入生を8名迎えて13名になり、一丸

となった私たちには力が満ち満ちてい
ます。必ず個人・団体とも優勝して静
岡インターハイに出場します。ベスト
を尽くし、今年こそ全国上位入賞を目
指します。

2 年　池田 穂 （大久保北中学校出身）
全国大会出場と上位入賞！

新体操部

私たちバレーボール部は部員25名
で活動しています。今年の新人戦で
は優勝することができました。この結
果に満足せず、全国大会出場という
チームの目標を達成できるよう、チー
ム一丸となって頑張っています。また、
「応援されるチーム」になれるよう、
挨拶・礼儀を大切に周りの方々への
感謝の気持ちを忘れず、頑張ります。

3 年　小林 未侑 （安富中学校出身）
挨拶・礼儀を大切に、チーム一丸で全国大会出場！

バレーボール部

私は高校に入学してから陸上競
技部に入部し、ハンマー投を始め
ました。ハンマーは高校からの種
目ということで、未経験者の私に
ピッタリだと思いました。実際に
やってみると大変難しいですが、
できないことができるようになっ
たり、ハンマーがきれいに飛ぶと
とても気持ちが良いです。今は夏
の近畿ユースに出場できるよう練
習に励んでいます。

1年　米山 栄香 （市川中学校出身）
未知へのチャレンジャーとして

陸上競技部

私たちバスケットボール部は3年
生5名、2年生4名、1年生6名の計
15名で日々練習に励んでいます。
目標は西播大会で優勝、県ベスト
8以上です。毎日バスケットボール
ができる環境に感謝の気持ちと支
えて下さっている方々に恩返しが
できるように頑張っていきます。

3 年　高木 彩乃 （二見中学校出身）

●兵庫県高等学校新人バスケットボール選抜優勝大会ベスト16
1回戦 80 - 46 洲本 / 2回戦 93 -51 西宮東 / 3回戦 52- 65 鳴尾

●姫路市民体育大会バドミントン競技
団体優勝
3年 瀧　優花（松陽中学校出身）
　　石原佐織（神吉中学校出身）
　　緒方眞白（夢前中学校出身）
　　吉岡優衣（香寺中学校出身）
　　入江遙里（安室中学校出身）
2年 山中彩矢（浜の宮中学校出身）
　　廣中亜未（松陽中学校出身）
　　秋岡真弥（松陽中学校出身）

複1部 準優勝
3年 瀧　優花（松陽中学校出身）・
　　石原佐織（神吉中学校出身）組
複1部 ベスト4
2年 山中彩矢（浜の宮中学校出身）・
　　廣中亜未（松陽中学校出身）組
単1部 準優勝
2年 山中彩矢（浜の宮中学校出身）

インターハイ県予選上位入賞 そして近畿大会出場！

バスケットボール部

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。

●第26回高等学校女子サッカー選手権大会 ベスト16
●平成29年度兵庫県高等学校新人大会 優勝
●第24回選抜高校女子サッカー大会「妻沼カップ」in熊谷 第3位

●全国私立高等学校男子女子選手権大会出場
●近畿高等学校バレーボール優勝大会 ベスト8

2 年　廣中 亜未 （松陽中学校出身）
団体戦優勝！ さらなる飛躍を目指して一打入魂！

バドミントン部

平成29年
度

インターハ
イ優勝！平成29年
度

インターハ
イ優勝！

県新人大会
初優勝！！
県新人大会
初優勝！！

長崎スプリ
ング

カップ2位
長崎スプリ

ング

カップ2位


