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心の飾りを

　コロナ禍の中、８月１日（土）・３０（日）と２回にわたり
日ノ本学園高等学校オープンキャンパスを実施し
ました。２０２１年度よりフリーアカデミー（FA）
コースの男子生徒の受け入れが始まります。そこに
希望をもった複数の
男子生徒の参加もあり
ました。
　たくさんの中学生・
保護者の方にご参加い
ただき感謝しています。
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　特進コース・総合、FAコースに分かれてプログラムを実
施しました。特進コース・総合では「総合的な探究の時間」
の講座体験で自分の興味ある講座を選択することができ、
楽しめたと好評でした。FAコースでは、単位の説明、個別
相談で、不安が解消されたとの声が多数挙がりました。
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・単位制やコース制のことを詳しく知ることができて
よかったです。
・制服や施設紹介のDVDを観てとても分かりやすく、
楽しそうな学校だと思いました。
・先生方も面白く、歌が上手だったので、私も楽しく
できた。（幼児教育・音楽コース体験）
・タブレットを使い、頭を働かせてロボットを動かすこ
とが難しかった。（情報）
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予約優先

当日、実施したアンケートの回答をいくつかご紹介します。
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１１／２１（土）午前・午後
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・フリーアカデミーコースのことがよく分かりました。
・すごく分かりやすく説明してくださり、単位制のこと
などもよく理解できました。
・学校が広く明るい雰囲気で、学校に行きたいと思い
ました。
・個別相談などで詳しく聞けてよかった。
　少人数制がいいと思った。
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・日ノ本学園の特色などが分かり、日頃の授業なども見てみたい
と思いました。
・授業体験はとても楽しく、親の私も楽しめました。
・学校紹介に映っている生徒達がすごく仲が良さそうで、楽しい
学校だと思いました。
・授業の様子が分かり、子どももイメージしやすかったと思います。
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第2回オープンキャンパス全体会

「一般教養講座英語」 「コミュニケーション技術」

「すららを使ってみようand高校の数学」 「身体つくり運動」

「童心にかえろう」 「放課後クラブ オセロ」

　午前の部は、コース別体験講座を行い、どの講座も高
評価をいただきました。
　午後からはＦＡコース対象のオープンキャンパスを行い、
多くの男子生徒の参加もありました。全体会の後、昨年度
から実施している放課後自由クラブの体験もしていただき、
来年度からのＦＡコースの男女共学の実施に向け、周囲の
中学校に良いアピールができたのではないかと感じました。
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多くの男子生徒の参加もありました。全体会の後、昨年度
から実施している放課後自由クラブの体験もしていただき、
来年度からのＦＡコースの男女共学の実施に向け、周囲の
中学校に良いアピールができたのではないかと感じました。

全体会 「演劇手法による自己表現」 「いろいろなパズル」

クリエイト
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健康体育
コース

幼児教育・
音楽
コース

FAコース

福祉コース

第1回 オープンキャンパス

第2回 オープンキャンパス

「皆で試行錯誤し、放課後も地道に作業を行いました。
完成時は達成感があり、高校最後の良い思い出となりました。」

世界へはばたけ！！ 努力は裏切らない！

体育大会
2020ハロウィン

（園児との交流）

個人ロッカー
配置完了

小学生から新体操を始め、中学生
では全日本ジュニア準優勝、アジア
ジュニア選手権決勝3位に入ることが
できました。現在はフェアリージャパ

ンに入り、毎日
練習に励んで
います。これか
らも活躍して
いけるよう頑
張りますので、
応援宜しくお
願いします。

FIFA U-17女子ワールドカップインド
2021（2021年2月17日～3月7日）に向
け、本校から２名の選手が代表候補に選
出されました。

１年  生野 風花
（フェアリージャパン日本代表選手）
西宮市立上甲子園中学校出身

3年  竹重 杏歌理
愛知県春日井市立
石尾台中学校出身

１０．１２ Mon

学園祭9．29
Tue

One for all, all for one
〜 笑顔のギフトはみんなの思い出 〜

１・２年次は模擬店、３年次は展示に取り
組みました。皆、準備段階から生き生き
と活動する姿が印象的でした。

軽音楽部
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2年  箕輪 千慧
神奈川県愛川町立
愛川中原中学校出身

トピックス

10月30日（金）に姫
路日ノ本短大付属幼
稚園5歳児と幼児教
育・音楽コース2・3年
次の生徒がハロウィ
ン交流をしました。

カラフルでロックもできます。
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少人数制で目標に向けたレベルアップを
　受験対策とは別に、「TOEFLや英検などを受験したい」、「将
来海外に留学したい」、「英語を活かした職業に就きたい」と考え
ている生徒に向けて、英語の実践力を身につけるため英語スキル
アップ講座を開講し、多様な進路希望の実現にも対応しています。

問題のパターンごとに、その
狙いや対策を丁寧に教えて
もらえるので、不安なく取り

組めています。この調子で高得点をめざ
したいです。

3年　藤生　理瑚
　　　（下野市立南河内第二中学校出身）

『選手権大会に向けて』

●関西第４代表として皇后杯本選に出場します。

日ノ本のコース制の魅力は何？ 教えて！

皇后杯県予選 優勝！
皇后杯 本選出場決定！

特進コース （1年次から）

生徒の
コメント

落ち着いた環境づくりとFAコースの取り組み
　少人数なので、落ち着いて学校生活を始めることができます。他
コースとは昇降口、教室フロアが分かれているので安心して登校
できます。１年次は各授業にサポート教員を配置し、手厚く学習を
サポートします。学校行事にも積極的に参加します。放課後には
「FA放課後自由クラブ」を立ち上げ、年次を超えた交流の場を
様々に企画しています。

フリーアカデミー（FA）コース（1年次から）

生徒の
コメント

幼稚園児たちとの交流
　同じ敷地内にある姫路日ノ本短期大学付属幼稚園を訪問し、園
児と直接触れ合いながら実際の教育現場を体験できます。

幼児教育・音楽コース （２年次から）

生徒の
コメント

切磋琢磨し、人間力を育成
　このコースの生徒は、強化指定部であるサッカー部、新体操部、
バレーボール部、陸上競技部、バドミントン部、バスケットボール
部のいずれかに所属しています。この６種目においては週4時間の
専攻実技の授業を通してお互いに切磋琢磨し、高度な技術力の習
得と人間力の育成に取り組んでいます。

健康体育コース （２年次から）

生徒の
コメント

福祉探求部(WSC)の発足！
　福祉コースと直結した部活動でボランティアに向けての準備や
検定、介護コンテストに向けての勉強や実技練習など、先輩と一緒
に同じ目標に向かって切磋琢磨しながら福祉の知識や技術を高め
ることができます。

福祉コース （２年次から）

生徒の
コメント 可能性を求め、それぞれの未来を創造

　週末に新聞記事の書き写しを課題として取り組ませ、漢字学習、
表現方法、語彙力を身に付けさせ、漢字検定・小論文の基礎作り
を目指します。

クリエイトコース（２年次から）

生徒の
コメント

“お姉ちゃんは、男の子？”
まっすぐな澄んだ瞳で覗き
込まれて戸惑っていると、

近くにいた男の子が私と手を繋いでく
れました。子どもたちは不思議と優しさ
がいっぱい。私は自然に笑顔になってい
ました。将来、この子どもたちに寄り添
える素敵な保育士さんになりたいです。

•みんなでワイワイ言いながらできたのでとても楽しかっ
たです。
•この活動を前から楽しみにしていたので、今日初めて参

加することができてうれしかったです。
•最初はどんな雰囲気かな？と思っていたけど、とても和やかでとても
楽しかったです。
•活動しながら友達と普段しない
色々な話をすることもできて楽しか
ったです。みんなとの仲も深まった
と思います。
•クラスの人とたくさん話をしたり、
先生たちと話ができて楽しかった
です。

このコースは、放課後の部
活動の時間だけでなく、普段
の授業に練習時間を確保で

きることで、より多くの技術や体力を身
につけることができます。またチームメ
イトと一緒に長い時間過ごすこともあり、
どこのチームより絆が深くなります。

クリエイトコースの生徒に
課せられる新聞記事の書き
写しでは、自分では興味を

持たないニュースについても知ることが
できます。また様々な表現方法や漢字
学習だけでなく、将来留学を考えている
私にとって、現代の日本や世界を知る取
り組みにもなっています。

○ＷＳＣに参加して更に福
祉にも興味を持つことが
できて、このコースを選ん

で良かったと感じています。
○福祉コースに在籍し専門用語を覚える
のに悪戦苦闘することも多いですが
楽しい学校生活を送っています。

サッカー部
　今年は新型コロナウイルスの
影響で、インターハイが中止と
なってしまいましたが、多くの
方々の協力や応援のおかげで兵
庫県大会代替大会が開催され、
優勝という結果を残すことがで
きました。冬の選手権は今年度
唯一の日本一を決める大会です。
日本一への強い気持ちを持ち、
チーム全員で頑張っていきたいです。

3年　國見　萌花
　　　（歌敷山中学校出身）

『想いを込めて』
新体操部
　今年は新型コロナウイルスの影
響で、数々の試合が中止になりま
した。そんな中8月に行われた兵
庫県新体操選手権大会では、これ
まで試合に出場できなかった悔し
さを胸に、また、試合に出場でき
る喜びを感じながら踊ることがで
きました。ミスなく全員が笑顔で
踊りきるという目標も達成することができ、私にとって3年間の想
いが詰まった新体操人生最後の忘れられない大会となりました。
これからもチームで活動できる時間を大切に、また練習できる環
境があることに感謝して日々頑張りたいと思います。

3年　中農　有梨恵
　　　（福崎西中学校出身）

『春高バレー出場に全てをかける』

2回戦  日ノ本 2－0 親和
3回戦  日ノ本 2－0 三田松聖
準決勝  日ノ本 2－1 須磨ノ浦
決　勝  日ノ本 2－0 神戸野田

戦績

西播大会
第53回近畿高等学校ユース陸上競技対校選手権大会 第55回西播高等学校ジュニア陸上競技対校選手権大会

結果
優勝（3連覇）
優秀選手：大西　帆海（鹿谷中学校出身）
　　　　  山﨑　真夢（香寺中学校出身）

バレーボール部
　私たちは全国大会出場を果たすた
め、チーム一丸となり切磋琢磨しな
がら練習に励んでいます。今年度は、
新型コロナウイルス感染症のため大
会が中止になることもありましたが、
目標を見失わず、県私学大会は“優
勝”そして“3連覇”を成し遂げることができました。私たち3年
生にとって春高予選は最後の大会になります。春高への強い思い
をかけ、悔いのないよう全力で戦いにいきます。

バドミントン部
　総体の代替大会、姫路市民大会、
西播新人戦と、全ての大会で優勝す
ることができました。コロナウイル
スの影響で総体は中止となりました
が、その代替大会が実施され、3年 
岸口 楓（神吉中学校出身）さんが優
勝。姫路市民体育大会も規模縮小で
ダブルスのみの開催となりましたが、
１年生ペアが優勝、準優勝しました。
西播新人大会は従来通り実施され、ダブルス、シングルスともに
優勝、準優勝しました。今年度、開催された西播大会は全ての種
目で優勝することができました。

3年　阪本　凪沙
　　　（山陽中学校出身）

『目標を見失わず「前へ」！』

優秀選手賞  大西沙耶（魚住東中学校出身）
　　　　　  中根理生（広嶺中学校出身） 日ノ本 68―81 宝塚西

バスケットボール部
西播代替大会と姫路市民大会で
優勝することができました。
第64回兵庫県高等学校総合体育
大会代替大会では、大会規模縮小
のため、1試合のみの実施となり
ました。抽選の結果、宝塚西高校
との試合が決まり、接戦の結果惜
しくも敗れてしまいました。

2年　井上　菜々
（竜山中学校出身）

『日々の部活』
テニス部

『できることに最善を！』

1年の部
  押部唯愛（別府中学校出身） 円盤投 5位
2年の部
  起塚幸香（赤穂中学校出身） やり投 5位

女子総合 4位　フィールドの部 1位
起塚幸香（赤穂中学校出身） やり投 1位
押部唯愛（別府中学校出身） 砲丸投・円盤投 1位
　　　　　　　　　　　　　 ハンマー投 3位

陸上競技部
　今年は新型コロナウイルス感染の影響
でインターハイが中止されました。3年
生にとっては本当に残念でした。しかし
練習再開後も「できないことを悔やむ」
のではなく「できることに最善をつく
す」と切り替え、近畿ユースでは2人の
選手が3種目に出場。さらに西播ジュニ
アでもフィールド優勝を勝ち取りました。

　私たちは『楽しい部活』をモットーに
日々練習に励んでいます。今年度は新型
コロナウイルス感染症のため中止になる
大会もありましたが、新人戦は開催され
惜しくも本戦出場はできませんでした。
1年生1人、2
年生2人の計3
人と少ない人
数ですが、和
気あいあいと
楽しく活動し
ています。

2年　井上　未捺
（東光中学校出身）

『学園祭について』
ダンス部
　学園祭では、ダンス部全員でオープニ
ングアクトを務めさせていただきました。
明るく元気な私たちのパワーを皆さんに
届けたいという思いで、全員力を合わせ
て踊りました。
　夏の暑い日もみんなで練習を繰り返し、
試行錯誤をしながらダンスを完成させ、
学園祭で披露できて本当に良かったです。
これからも練習
を重ねて、部員
全員で頑張りた
いです。

軽音楽部
　学園祭では、明るい私たちのパワーを
生徒みんなに届けたいという思いで、力
を合わせて演奏しました。夏の暑い日の
チャペルでの練習は大変でしたが、演奏
よりも機材や楽器を持ってのステージへ
の上り下りはもっと大変でした。
　練習の成果もあり学園祭で無事に自分
たちの演奏が披露できて本当に良かった
です。これから
も練習を重ねて、
部員全員で頑張
りたいです。

日ノ本の変革

2021年度より
フリーアカデミーコース
男子の受け入れ開始

男子制服

「西播地区制覇！！！」

『学園祭で
演奏を披露』

優勝 市民大会 優勝
総体代替大会
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少人数制で目標に向けたレベルアップを
　受験対策とは別に、「TOEFLや英検などを受験したい」、「将
来海外に留学したい」、「英語を活かした職業に就きたい」と考え
ている生徒に向けて、英語の実践力を身につけるため英語スキル
アップ講座を開講し、多様な進路希望の実現にも対応しています。

問題のパターンごとに、その
狙いや対策を丁寧に教えて
もらえるので、不安なく取り

組めています。この調子で高得点をめざ
したいです。

3年　藤生　理瑚
　　　（下野市立南河内第二中学校出身）

『選手権大会に向けて』

●関西第４代表として皇后杯本選に出場します。

日ノ本のコース制の魅力は何？ 教えて！

皇后杯県予選 優勝！
皇后杯 本選出場決定！

特進コース （1年次から）

生徒の
コメント

落ち着いた環境づくりとFAコースの取り組み
　少人数なので、落ち着いて学校生活を始めることができます。他
コースとは昇降口、教室フロアが分かれているので安心して登校
できます。１年次は各授業にサポート教員を配置し、手厚く学習を
サポートします。学校行事にも積極的に参加します。放課後には
「FA放課後自由クラブ」を立ち上げ、年次を超えた交流の場を
様々に企画しています。

フリーアカデミー（FA）コース（1年次から）

生徒の
コメント

幼稚園児たちとの交流
　同じ敷地内にある姫路日ノ本短期大学付属幼稚園を訪問し、園
児と直接触れ合いながら実際の教育現場を体験できます。

幼児教育・音楽コース （２年次から）

生徒の
コメント

切磋琢磨し、人間力を育成
　このコースの生徒は、強化指定部であるサッカー部、新体操部、
バレーボール部、陸上競技部、バドミントン部、バスケットボール
部のいずれかに所属しています。この６種目においては週4時間の
専攻実技の授業を通してお互いに切磋琢磨し、高度な技術力の習
得と人間力の育成に取り組んでいます。

健康体育コース （２年次から）

生徒の
コメント

福祉探求部(WSC)の発足！
　福祉コースと直結した部活動でボランティアに向けての準備や
検定、介護コンテストに向けての勉強や実技練習など、先輩と一緒
に同じ目標に向かって切磋琢磨しながら福祉の知識や技術を高め
ることができます。

福祉コース （２年次から）

生徒の
コメント 可能性を求め、それぞれの未来を創造

　週末に新聞記事の書き写しを課題として取り組ませ、漢字学習、
表現方法、語彙力を身に付けさせ、漢字検定・小論文の基礎作り
を目指します。

クリエイトコース（２年次から）

生徒の
コメント

“お姉ちゃんは、男の子？”
まっすぐな澄んだ瞳で覗き
込まれて戸惑っていると、

近くにいた男の子が私と手を繋いでく
れました。子どもたちは不思議と優しさ
がいっぱい。私は自然に笑顔になってい
ました。将来、この子どもたちに寄り添
える素敵な保育士さんになりたいです。

•みんなでワイワイ言いながらできたのでとても楽しかっ
たです。
•この活動を前から楽しみにしていたので、今日初めて参

加することができてうれしかったです。
•最初はどんな雰囲気かな？と思っていたけど、とても和やかでとても
楽しかったです。
•活動しながら友達と普段しない
色々な話をすることもできて楽しか
ったです。みんなとの仲も深まった
と思います。
•クラスの人とたくさん話をしたり、
先生たちと話ができて楽しかった
です。

このコースは、放課後の部
活動の時間だけでなく、普段
の授業に練習時間を確保で

きることで、より多くの技術や体力を身
につけることができます。またチームメ
イトと一緒に長い時間過ごすこともあり、
どこのチームより絆が深くなります。

クリエイトコースの生徒に
課せられる新聞記事の書き
写しでは、自分では興味を

持たないニュースについても知ることが
できます。また様々な表現方法や漢字
学習だけでなく、将来留学を考えている
私にとって、現代の日本や世界を知る取
り組みにもなっています。

○ＷＳＣに参加して更に福
祉にも興味を持つことが
できて、このコースを選ん

で良かったと感じています。
○福祉コースに在籍し専門用語を覚える
のに悪戦苦闘することも多いですが
楽しい学校生活を送っています。

サッカー部
　今年は新型コロナウイルスの
影響で、インターハイが中止と
なってしまいましたが、多くの
方々の協力や応援のおかげで兵
庫県大会代替大会が開催され、
優勝という結果を残すことがで
きました。冬の選手権は今年度
唯一の日本一を決める大会です。
日本一への強い気持ちを持ち、
チーム全員で頑張っていきたいです。

3年　國見　萌花
　　　（歌敷山中学校出身）

『想いを込めて』
新体操部
　今年は新型コロナウイルスの影
響で、数々の試合が中止になりま
した。そんな中8月に行われた兵
庫県新体操選手権大会では、これ
まで試合に出場できなかった悔し
さを胸に、また、試合に出場でき
る喜びを感じながら踊ることがで
きました。ミスなく全員が笑顔で
踊りきるという目標も達成することができ、私にとって3年間の想
いが詰まった新体操人生最後の忘れられない大会となりました。
これからもチームで活動できる時間を大切に、また練習できる環
境があることに感謝して日々頑張りたいと思います。

3年　中農　有梨恵
　　　（福崎西中学校出身）

『春高バレー出場に全てをかける』

2回戦  日ノ本 2－0 親和
3回戦  日ノ本 2－0 三田松聖
準決勝  日ノ本 2－1 須磨ノ浦
決　勝  日ノ本 2－0 神戸野田

戦績

西播大会
第53回近畿高等学校ユース陸上競技対校選手権大会 第55回西播高等学校ジュニア陸上競技対校選手権大会

結果
優勝（3連覇）
優秀選手：大西　帆海（鹿谷中学校出身）
　　　　  山﨑　真夢（香寺中学校出身）

バレーボール部
　私たちは全国大会出場を果たすた
め、チーム一丸となり切磋琢磨しな
がら練習に励んでいます。今年度は、
新型コロナウイルス感染症のため大
会が中止になることもありましたが、
目標を見失わず、県私学大会は“優
勝”そして“3連覇”を成し遂げることができました。私たち3年
生にとって春高予選は最後の大会になります。春高への強い思い
をかけ、悔いのないよう全力で戦いにいきます。

バドミントン部
　総体の代替大会、姫路市民大会、
西播新人戦と、全ての大会で優勝す
ることができました。コロナウイル
スの影響で総体は中止となりました
が、その代替大会が実施され、3年 
岸口 楓（神吉中学校出身）さんが優
勝。姫路市民体育大会も規模縮小で
ダブルスのみの開催となりましたが、
１年生ペアが優勝、準優勝しました。
西播新人大会は従来通り実施され、ダブルス、シングルスともに
優勝、準優勝しました。今年度、開催された西播大会は全ての種
目で優勝することができました。

3年　阪本　凪沙
　　　（山陽中学校出身）

『目標を見失わず「前へ」！』

優秀選手賞  大西沙耶（魚住東中学校出身）
　　　　　  中根理生（広嶺中学校出身） 日ノ本 68―81 宝塚西

バスケットボール部
西播代替大会と姫路市民大会で
優勝することができました。
第64回兵庫県高等学校総合体育
大会代替大会では、大会規模縮小
のため、1試合のみの実施となり
ました。抽選の結果、宝塚西高校
との試合が決まり、接戦の結果惜
しくも敗れてしまいました。

2年　井上　菜々
（竜山中学校出身）

『日々の部活』
テニス部

『できることに最善を！』

1年の部
  押部唯愛（別府中学校出身） 円盤投 5位
2年の部
  起塚幸香（赤穂中学校出身） やり投 5位

女子総合 4位　フィールドの部 1位
起塚幸香（赤穂中学校出身） やり投 1位
押部唯愛（別府中学校出身） 砲丸投・円盤投 1位
　　　　　　　　　　　　　 ハンマー投 3位

陸上競技部
　今年は新型コロナウイルス感染の影響
でインターハイが中止されました。3年
生にとっては本当に残念でした。しかし
練習再開後も「できないことを悔やむ」
のではなく「できることに最善をつく
す」と切り替え、近畿ユースでは2人の
選手が3種目に出場。さらに西播ジュニ
アでもフィールド優勝を勝ち取りました。

　私たちは『楽しい部活』をモットーに
日々練習に励んでいます。今年度は新型
コロナウイルス感染症のため中止になる
大会もありましたが、新人戦は開催され
惜しくも本戦出場はできませんでした。
1年生1人、2
年生2人の計3
人と少ない人
数ですが、和
気あいあいと
楽しく活動し
ています。

2年　井上　未捺
（東光中学校出身）

『学園祭について』
ダンス部
　学園祭では、ダンス部全員でオープニ
ングアクトを務めさせていただきました。
明るく元気な私たちのパワーを皆さんに
届けたいという思いで、全員力を合わせ
て踊りました。
　夏の暑い日もみんなで練習を繰り返し、
試行錯誤をしながらダンスを完成させ、
学園祭で披露できて本当に良かったです。
これからも練習
を重ねて、部員
全員で頑張りた
いです。

軽音楽部
　学園祭では、明るい私たちのパワーを
生徒みんなに届けたいという思いで、力
を合わせて演奏しました。夏の暑い日の
チャペルでの練習は大変でしたが、演奏
よりも機材や楽器を持ってのステージへ
の上り下りはもっと大変でした。
　練習の成果もあり学園祭で無事に自分
たちの演奏が披露できて本当に良かった
です。これから
も練習を重ねて、
部員全員で頑張
りたいです。

日ノ本の変革

2021年度より
フリーアカデミーコース
男子の受け入れ開始

男子制服

「西播地区制覇！！！」

『学園祭で
演奏を披露』

優勝 市民大会 優勝
総体代替大会
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心の飾りを

　コロナ禍の中、８月１日（土）・３０（日）と２回にわたり
日ノ本学園高等学校オープンキャンパスを実施し
ました。２０２１年度よりフリーアカデミー（FA）
コースの男子生徒の受け入れが始まります。そこに
希望をもった複数の
男子生徒の参加もあり
ました。
　たくさんの中学生・
保護者の方にご参加い
ただき感謝しています。

　コロナ禍の中、８月１日（土）・３０（日）と２回にわたり
日ノ本学園高等学校オープンキャンパスを実施し
ました。２０２１年度よりフリーアカデミー（FA）
コースの男子生徒の受け入れが始まります。そこに
希望をもった複数の
男子生徒の参加もあり
ました。
　たくさんの中学生・
保護者の方にご参加い
ただき感謝しています。

　特進コース・総合、FAコースに分かれてプログラムを実
施しました。特進コース・総合では「総合的な探究の時間」
の講座体験で自分の興味ある講座を選択することができ、
楽しめたと好評でした。FAコースでは、単位の説明、個別
相談で、不安が解消されたとの声が多数挙がりました。

　特進コース・総合、FAコースに分かれてプログラムを実
施しました。特進コース・総合では「総合的な探究の時間」
の講座体験で自分の興味ある講座を選択することができ、
楽しめたと好評でした。FAコースでは、単位の説明、個別
相談で、不安が解消されたとの声が多数挙がりました。

・単位制やコース制のことを詳しく知ることができて
よかったです。
・制服や施設紹介のDVDを観てとても分かりやすく、
楽しそうな学校だと思いました。
・先生方も面白く、歌が上手だったので、私も楽しく
できた。（幼児教育・音楽コース体験）
・タブレットを使い、頭を働かせてロボットを動かすこ
とが難しかった。（情報）

・単位制やコース制のことを詳しく知ることができて
よかったです。
・制服や施設紹介のDVDを観てとても分かりやすく、
楽しそうな学校だと思いました。
・先生方も面白く、歌が上手だったので、私も楽しく
できた。（幼児教育・音楽コース体験）
・タブレットを使い、頭を働かせてロボットを動かすこ
とが難しかった。（情報）

いずれも
午前の部のみ
送迎バスを
利用できます。

※バス停・時刻はHPを
　ご覧ください

　　　　 日ノ本学園高等学校
オープンキャンパス

２０２０ 
夏！！！ 

２０２０ 
夏！！！ 

オープンキャンパス、個別相談・学校見学日

個別相談・学校見学日個別相談・学校見学日

午前の部 １０：００～１２：００
（受付９：３０～）

午後の部 １４：００～１６：００
（受付１３：３０～）

午前の部 １０：００～１２：００
（受付９：３０～）

午後の部 １４：００～１６：００
（受付１３：３０～）

入試説明会入試説明会
12／19（土）

学校説明会学校説明会
１2／12（土）

第３回オープンキャンパス第３回オープンキャンパス
１１／２８（土）

午前の部 １０：００～１２：００
（受付９：３０～）

午後の部 １４：００～１６：００
（受付１３：３０～）

予約優先

当日、実施したアンケートの回答をいくつかご紹介します。

第３回
１１／２１（土）午前・午後

第4回
１2／6（日）午前・午後

第5回
１2／２6（土）午前・午後

特
進
コ
ー
ス・総
合

中
学
生
の
声

・フリーアカデミーコースのことがよく分かりました。
・すごく分かりやすく説明してくださり、単位制のこと
などもよく理解できました。
・学校が広く明るい雰囲気で、学校に行きたいと思い
ました。
・個別相談などで詳しく聞けてよかった。
　少人数制がいいと思った。

・フリーアカデミーコースのことがよく分かりました。
・すごく分かりやすく説明してくださり、単位制のこと
などもよく理解できました。
・学校が広く明るい雰囲気で、学校に行きたいと思い
ました。
・個別相談などで詳しく聞けてよかった。
　少人数制がいいと思った。

・日ノ本学園の特色などが分かり、日頃の授業なども見てみたい
と思いました。
・授業体験はとても楽しく、親の私も楽しめました。
・学校紹介に映っている生徒達がすごく仲が良さそうで、楽しい
学校だと思いました。
・授業の様子が分かり、子どももイメージしやすかったと思います。

・日ノ本学園の特色などが分かり、日頃の授業なども見てみたい
と思いました。
・授業体験はとても楽しく、親の私も楽しめました。
・学校紹介に映っている生徒達がすごく仲が良さそうで、楽しい
学校だと思いました。
・授業の様子が分かり、子どももイメージしやすかったと思います。

フ
リ
ー
ア
カ
デ
ミ
ー
コ
ー
ス

中
学
生
の
声

保護者の声

第2回オープンキャンパス全体会

「一般教養講座英語」 「コミュニケーション技術」

「すららを使ってみようand高校の数学」 「身体つくり運動」

「童心にかえろう」 「放課後クラブ オセロ」

　午前の部は、コース別体験講座を行い、どの講座も高
評価をいただきました。
　午後からはＦＡコース対象のオープンキャンパスを行い、
多くの男子生徒の参加もありました。全体会の後、昨年度
から実施している放課後自由クラブの体験もしていただき、
来年度からのＦＡコースの男女共学の実施に向け、周囲の
中学校に良いアピールができたのではないかと感じました。

　午前の部は、コース別体験講座を行い、どの講座も高
評価をいただきました。
　午後からはＦＡコース対象のオープンキャンパスを行い、
多くの男子生徒の参加もありました。全体会の後、昨年度
から実施している放課後自由クラブの体験もしていただき、
来年度からのＦＡコースの男女共学の実施に向け、周囲の
中学校に良いアピールができたのではないかと感じました。

全体会 「演劇手法による自己表現」 「いろいろなパズル」

クリエイト
コース

特進コース

健康体育
コース

幼児教育・
音楽
コース

FAコース

福祉コース

第1回 オープンキャンパス

第2回 オープンキャンパス

「皆で試行錯誤し、放課後も地道に作業を行いました。
完成時は達成感があり、高校最後の良い思い出となりました。」

世界へはばたけ！！ 努力は裏切らない！

体育大会
2020ハロウィン

（園児との交流）

個人ロッカー
配置完了

小学生から新体操を始め、中学生
では全日本ジュニア準優勝、アジア
ジュニア選手権決勝3位に入ることが
できました。現在はフェアリージャパ

ンに入り、毎日
練習に励んで
います。これか
らも活躍して
いけるよう頑
張りますので、
応援宜しくお
願いします。

FIFA U-17女子ワールドカップインド
2021（2021年2月17日～3月7日）に向
け、本校から２名の選手が代表候補に選
出されました。

１年  生野 風花
（フェアリージャパン日本代表選手）
西宮市立上甲子園中学校出身

3年  竹重 杏歌理
愛知県春日井市立
石尾台中学校出身

１０．１２ Mon

学園祭9．29
Tue

One for all, all for one
〜 笑顔のギフトはみんなの思い出 〜

１・２年次は模擬店、３年次は展示に取り
組みました。皆、準備段階から生き生き
と活動する姿が印象的でした。

軽音楽部

3-4 3 -23 -1
3 -3

3 -5
3 -7

吹奏楽

新体操

ダンス

ＦＡコースＦＡコース
つまようじ
アート

バレー部紅白戦

自転車のろ
のろ競走

開会式

綱引き

2年  箕輪 千慧
神奈川県愛川町立
愛川中原中学校出身

トピックス

10月30日（金）に姫
路日ノ本短大付属幼
稚園5歳児と幼児教
育・音楽コース2・3年
次の生徒がハロウィ
ン交流をしました。

カラフルでロックもできます。
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