
日ノ本学園高等学校 2 0 2 2年（令和4年）11月発行

姫路市香寺町香呂８９０
TEL 079－232－5578
URL 
https://www.
hinomoto.ac.jp/

第４9号

心の飾りを

オープンキャンパスで実施したアンケートの一部を紹介します。

第3回 11月12日（土） 10：00～12：00
第4回 12月  3日（土） 10：00～12：00

14：00～16：00

◆オープンキャンパス
第1回 11月19日（土）

10：00～12：00
14：00～16：00

の2部制です。の2部制です。

の2部制です。

第2回 11月26日（土）
第3回 12月10日（土）
第4回 12月24日（土）

◆個別相談・学校見学日  予約優先

　7月2日㈯の午前中、日ノ本学園高等学校第1回オープンキャンパスを開催しました。2023年度より
全コース完全共学となる事をはじめ、新設のステップコースについて説明をしました。すでに完全共学
の情報を知り、多くの男子生徒の参加が見受けられました。たくさんの中学生・保護者の方に参加い
ただき感謝しております。

　本年度は6月と9月・10月に姫路及び太子・たつのと加古川・加西の各会場で、
7月・8月・11月は本校で不登校対応進学セミナーを開催しました。参加延べ人数
は、すでに100名を超えました。多くの中学生・保護者が日ノ本学園のフリーア
カデミーコースに希望を抱いてくださっていることを強く感じております。

不登校対応進学セミナー

オープンキャンパス

入試について入試説明会
12月17日（土）
10：00～12：00
14：00～16：00
共に入試解説
模擬問題

令和5年（2023）年2月10日（金）◆一次入学試験 ￥15,000◆受験料

国語と小論文（作文）

フリーアカデミー（FA）･
ステップコース

その他のコース
国語と社会・数学・理科・英語の中から

1科目選択の2科目受験

　9月29日㈭・30日㈮の2日間にわたって学園祭を行いました。特に30日は制限を設けつつも3年ぶりに模擬店での

生徒の調理を可能にし、保護者にも来校していただけるようにしました。生徒・保護者ともに楽しいひと時を過ごし

てもらい、主催した生徒会総務も感慨深そうな表情をしていました。来年度にはより自由度が高く、生徒が思い切り

輝けるような学園祭にしたいと願っております。

　昨年度、延期になってしまった修学旅行。本
年度は9月5日(月)から8日(木)まで3泊4日の
日程で関東方面に行きました。初日は、ヨコハ
マグランドインターコンチネンタルホテルで昼
食をとった後、横浜中華街の散策。そして、東
京スカイツリーの見学を行いました。皆で絶
景に見とれていました。
　翌日は、ディズニーランドを1日中満喫し、3
日目は、鎌倉・東京都内・富士急ハイランドの
それぞれのコースに分かれて活動。最終日は、
マウンテンバイク・樹海洞窟・富士サファリ
パークに分かれて体験活動をしてきました。
　入学時よりコロナ禍に突入し、様々なことに
制限がかかってきた128回生ですが、修学旅
行を思いっきり満喫できた様子で、帰着した
新幹線のホームでは、皆が「楽しかった！」と
いう感想をくれました。

　先日、学園にご婦人から一本の電話がありました。列車内
で転倒され、パニックを起こされた孫娘さんを本校の生徒2
人が気遣い介抱してくれた事へのお礼でした。孫娘さん
は、ヘルプマークを持っておられたそうです。しかし、列
車内の多くの人は反応がなかったようです。状況に応じ
て、すぐに行動できた生徒の「心の飾り」が輝きました。

生物部は創部2年目です。現在は約20名で活動しています。活動内容はいろいろな生き物の採取や飼育です。
カメや金魚、ウーパールーパーにハムスターなどです。また、幼稚園に出向きウサギの世話も行っています。
今後は、うずらをふ化させて大きく育て、食するという体験を通じて「命」について考える活動も行う予定です。

学園祭

クラスみんなで
「サーン（3）」

ツイートしようぜ！『はいポーズ』

＃決まったぜ！！ 仮面少女 参上BB部 エキシビションゲーム
「入れ！！」3Pシュート

『ほっと』日ノ本ページ ―心の飾りをー

「知っていますか？　ヘルプマーク」

参加者
の声

体育大会

単位制・コース制の
説明などが
分かりやすかった。

色々なコースがあり、
さらに興味が
湧きました。

体験授業が
分かりやすく、
おもしろかった。

英語の体験授業で、
ゲームや単語の入れ替えを、
他の中学校の生徒と
一緒にできて楽しかった。

動画やスクリーンを使った
説明で分かりやすく、
日ノ本学園の魅力が
伝わってきました。

男子が増えていて
安心しました。
案内も丁寧で
参加しやすかったです。

保護者の声
体験授業で時間をしっかり取っていた
だいて、いい経験をさせてもらいまし
た。入学後のイメージを持ちやすくす
るプログラムで良かったです。

楽しかったよ～

最高!

　11月8日㈫晴天のもと日ノ本学園グラウンドにおいて体育大会
が開催されました。
　グラウンドには、少しマスクから解放された大きな歓声が響き
渡りました。各種目を通して、年次･コース･クラス、そして先生方と
の絆が深まりました。まだコロナ禍のなか、一つ一つの行事がいろ
いろな人のお陰で無事、安全に行われていることに感謝します。

　今年も10月31日㈪に姫路日ノ本短期大学付
属幼稚園の5歳児44名を迎え、本校幼児教育・

音楽コース2・3年次生とのハロウィン交流会が行われました。
園児たちの元気な声が学園内に広がり、いつもより明るさを感
じることができた1日となりました。

ハロウィン交流

生物部

｝
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第75回全国高等学校陸上競技対校選手権大会に押部唯愛
(3年、別府中学校出身)がハンマー投に出場し、50m98の自己
ベストをマークして、昨年の8位を上回る5位に入賞しました。
残りの試合で兵庫高校記録をねらいます。

○前期の取り組み
　内容の紹介
SAコースでは、「日本一を君の
手に」をテーマに活動していま
す。2022年度は新体操部が国民
体育大会において、日本一を実現
することができました。
2023年度からはゴルフ部を強
化指定部に追加し、新たにチャレンジしていきます。
強化指定部は、競技種目に関わらず、支え合うことができる仲
間との繋がりが一番の魅力です。高校3年間で、同級生・先輩・後
輩・指導者など、人と人との繋がりを大切にしています。また、選
手のフィジカル面においては、専用の機械を用いて体成分分析を
行っています。部位別での筋肉量・脂肪量等を知ることができ、
選手のフィジカル育成に役立てています。

“変わりたい　その気持ちが
「私」を動かす”
この副題の通り、高校から変

わりたい気持ちを持って多くの
生徒が意欲的に学校生活を過ご
してくれています。学校行事のお
手伝いを呼びかければ、積極的
に手をあげてくれる生徒がいます。校外でのボランティアを募集
すれば、意欲的に参加してくれる生徒がいます。4月以降思うよう
に登校できなかったけれども、夏季休業を境に登校できるように
なった生徒がいます。「変わりたい気持ち」の尺度は人それぞれで
す。皆、おのおのの尺度で学校生活に臨んでいます。一人ひとりに
ついてもっと語りたい。そのように思わせてくれるほど、生徒たち
は前を向いて取り組んでいます。

フリーアカデミー（FA）コース

学際科学コースでは、日々の学習に
加え、週2回現役大学生チューターに
よる、個別学習支援や、web予備校を
使った英語学習を行っています。
3年次特進コースの進路もいよいよ
佳境に入り、進路選択を考えていく上
で様々なアドバイスを受けています。
また、10月20日（木）のコースの日には、地元を再発見するため
に、「姫路城見学・周辺散策」を実施しました。上級生は、全国から
日ノ本学園に入学してきているので、今回の散策を楽しみにして
いた生徒も多かったようです。

～子どもたちの
　まっすぐな瞳に答えたい～
中学生の皆さん、今も子どもの頃の
気持ちを持ち続けていますか。子ども
の頃に持っていた“柔らかい心”は実は大人になっても大切なもの
です。なかなか「こころ」は見えませんが、「心づかい」は人の行動の
中に見たり感じたりすることができます。本コースでは、“柔らか
い心”を大事に優しく子どもたちに寄り添い、本気で遊んであげら
れる人材育成をめざしています。2022年度より男子生徒を受入
れ、現在13名が学んでいます。コースの内容の基礎は、「内面を磨
くこと」「保育現場に必要なスキルを身に付けること」です。その基
礎をしっかりと習得するために、本校の強みである系列の幼稚園・
短期大学とも連携を行っています。「幼稚園訪問での実践」や「ハ
ロウィン交流会の企画・運営」などはその実例の一つです。高校生
の枠を超えた様々な学びが準備されていますので、一度コース見
学に是非参加ください。子どもの心を持ち続ける「せんせい」を目
ざし、子どもの心を持ち続ける大人を育て、優しい社会を一緒に
築いてみませんか。

体調不良等で欠席日数が多く、進路先を心配している生徒の皆
さん、安心してください。日ノ本学園は、皆さんのために「ステップ
コース」を新設します。
・全日制普通科で学びたい
・将来、大学進学をめざしたい
と思っている生徒の皆さんのチャレンジを日ノ本学園は応援しま
す。一緒に新設の「ステップコース」でチャレンジしてみませんか。

未来探究コースは、元気いっぱいに
日々の学校生活を送っています。学園
祭では、模擬店を出店し、多くのお客
様にご来店いただきました。お越しい
ただいた皆様、本当にありがとうござ
いました。また、10月20日「コースの
日」には、地元香寺自治会の皆様と未来探究コース生の共同企画
としまして、グランドゴルフを行いました。
地域の皆様とのスポーツ交流を通して、楽しい時間を過ごすだ
けではなく、コース生一同、互いに協力しあい、企画・運営に取り
組み、未来探究コース生を多くの方々に知っていただける良い機
会になったと思います。

日 ノ 本 の 部 活 動 紹 介日 ノ 本 の 部 活 動 紹 介

1回戦 対 聖カピタニオ女子高等学校 　5-3　
2回戦 対 鳴門渦潮高等学校 　　　 2-2
準決勝 対 大商学園高等学校 　　　 2-3　

団体総合8位
インターハイでは演技の前半
にフープがマットの外に出てし
まうという大きなミスがあり、
8位という悔しい結果となりま
した。目標にしていた日本一に
は届かず、この経験を通して改めてチームが一つになってやり
きることの難しさを感じました。結果は悔いの残るものでし
たが、インターハイという大舞台に立って、感じたこと、そこか
ら学んだことはたくさんあります。11月には新チームになって
初めての新人戦があり、そこで必ず優勝して全国選抜への切
符を勝ち取りたいと思います。

サッカー部 新体操部

バレーボール部 バドミントン部

バスケットボール部 陸上競技部

ゴルフ部

第66回兵庫県高等学校総合体育大
会令和4年度兵庫県高等学校バスケ
ットボール大会ではベスト8で終了し
ました。目標としている近畿高校総体
バスケ2022選手権大会への出場は
叶いませんでしたが、一戦一戦を大切
にし、勝利を勝ち取るために日々の練習から必死に取り組ん
でいこうと思います。
令和4年度全国高等学校バスケットボール選手権大会兵庫
予選　2022WINTER　CUP兵庫予選が現在行われていま
す。良い成績が残せるように頑張っていきますので応援よろし
くお願いいたします。

3年 押部唯愛
（ハンマー投） ▶

県新人大会のダブルスにお
いて、800組以上の出場者の
中から地区大会を勝ち抜い
た石川日菜（2年、平岡南中
学校出身）・中村恋葉（1年、
平岡中学校出身）組が数年ぶ
りに3位入賞を果たし、近畿大会出場を決めました。
シングルスでも中村恋葉が近畿大会出場を決めました。
また、県新人戦（団体戦）では個人戦での結果を自信にし、
準優勝することができました。
近畿大会では、個人戦・団体戦とも一勝でも多く勝ち進め
るよう全力で挑戦したいと思います。

2022年度全国高等学校ゴルフ選手
権大会（インター杯）では男子の部で
進藤太雅（1年、鷹取中学校出身)が4
位、日本ジュニア選手権では女子の酒
井理琴（1年、大阪市立淡路中学校出身）
が26位と創部1年目であることを感じ
させない結果を残しました。
同じ1年次の䕃山七菜（1年、豊富中

学校出身）も春高ゴルフ近畿大会出場
目指して頑張っています。
これからもさまざまな大会が控えており、自分のゴルフを
日々鍛錬して積み重ねていけるように励んでいます。

ダンス部

未来探究コース

学際科学コース

ステップコース

幼児教育・音楽コース

新設!

スーパーアスリート（SA）コース
1回戦　　 日ノ本2－0大阪緑涼　
2回戦　　 日ノ本2－0天理　
3回戦　　 日ノ本2－0近江
準々決勝　日ノ本0－2城南学園

令和4年度近畿高等学校
バレーボール優勝大会

令和4年度全国高等学校総合体育大会

（PK4-2）

インターハイ準決勝で敗退し、
目標としていた日本一には届き
ませんでした。今年度はまだ皇后
杯、選手権と大規模な大会が2つ
残っています。そこで私たちが掲
げている日本一をとりに、日々の
練習から取り組んでいこうと思います。

近畿大会では、ベスト8という結果で終わるこ
とができました。まだまだ、課題が多く沢山の試合を重ねる
中で悔しい思いをしたこともありましたが、兵庫一になるた
めに日々成長してきました。このメンバーとできる最後の大
会、春高予選では感謝の気持ちを忘れずこれまで支えてくだ
さった方々に結果で恩返しします。

文 化 部

ダンス部　放送部　パソコン部
美術・アニメーション部　吹奏楽部
百人一首部　軽音楽部　演劇部
音楽（合唱）部　福祉探究部　調理部
生物部　華道部　茶道部　書道部

2023年4月 日ノ本学園は少しリフォームします
その1 全コースで男子生徒の

募集を開始！
学際科学のさらなる
学力強化！
新たにステップコース
が誕生！

その2

その3

1 年 次

学際科学コース

幼児教育・音楽コース

フリーアカデミー
（FA）コース

未来探究コース

スーパーアスリート
（SA）コース

ステップコース 新設
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第75回全国高等学校陸上競技対校選手権大会に押部唯愛
(3年、別府中学校出身)がハンマー投に出場し、50m98の自己
ベストをマークして、昨年の8位を上回る5位に入賞しました。
残りの試合で兵庫高校記録をねらいます。

○前期の取り組み
　内容の紹介
SAコースでは、「日本一を君の
手に」をテーマに活動していま
す。2022年度は新体操部が国民
体育大会において、日本一を実現
することができました。
2023年度からはゴルフ部を強
化指定部に追加し、新たにチャレンジしていきます。
強化指定部は、競技種目に関わらず、支え合うことができる仲
間との繋がりが一番の魅力です。高校3年間で、同級生・先輩・後
輩・指導者など、人と人との繋がりを大切にしています。また、選
手のフィジカル面においては、専用の機械を用いて体成分分析を
行っています。部位別での筋肉量・脂肪量等を知ることができ、
選手のフィジカル育成に役立てています。

“変わりたい　その気持ちが
「私」を動かす”
この副題の通り、高校から変

わりたい気持ちを持って多くの
生徒が意欲的に学校生活を過ご
してくれています。学校行事のお
手伝いを呼びかければ、積極的
に手をあげてくれる生徒がいます。校外でのボランティアを募集
すれば、意欲的に参加してくれる生徒がいます。4月以降思うよう
に登校できなかったけれども、夏季休業を境に登校できるように
なった生徒がいます。「変わりたい気持ち」の尺度は人それぞれで
す。皆、おのおのの尺度で学校生活に臨んでいます。一人ひとりに
ついてもっと語りたい。そのように思わせてくれるほど、生徒たち
は前を向いて取り組んでいます。

フリーアカデミー（FA）コース

学際科学コースでは、日々の学習に
加え、週2回現役大学生チューターに
よる、個別学習支援や、web予備校を
使った英語学習を行っています。
3年次特進コースの進路もいよいよ
佳境に入り、進路選択を考えていく上
で様々なアドバイスを受けています。
また、10月20日（木）のコースの日には、地元を再発見するため
に、「姫路城見学・周辺散策」を実施しました。上級生は、全国から
日ノ本学園に入学してきているので、今回の散策を楽しみにして
いた生徒も多かったようです。

～子どもたちの
　まっすぐな瞳に答えたい～
中学生の皆さん、今も子どもの頃の
気持ちを持ち続けていますか。子ども
の頃に持っていた“柔らかい心”は実は大人になっても大切なもの
です。なかなか「こころ」は見えませんが、「心づかい」は人の行動の
中に見たり感じたりすることができます。本コースでは、“柔らか
い心”を大事に優しく子どもたちに寄り添い、本気で遊んであげら
れる人材育成をめざしています。2022年度より男子生徒を受入
れ、現在13名が学んでいます。コースの内容の基礎は、「内面を磨
くこと」「保育現場に必要なスキルを身に付けること」です。その基
礎をしっかりと習得するために、本校の強みである系列の幼稚園・
短期大学とも連携を行っています。「幼稚園訪問での実践」や「ハ
ロウィン交流会の企画・運営」などはその実例の一つです。高校生
の枠を超えた様々な学びが準備されていますので、一度コース見
学に是非参加ください。子どもの心を持ち続ける「せんせい」を目
ざし、子どもの心を持ち続ける大人を育て、優しい社会を一緒に
築いてみませんか。

体調不良等で欠席日数が多く、進路先を心配している生徒の皆
さん、安心してください。日ノ本学園は、皆さんのために「ステップ
コース」を新設します。
・全日制普通科で学びたい
・将来、大学進学をめざしたい
と思っている生徒の皆さんのチャレンジを日ノ本学園は応援しま
す。一緒に新設の「ステップコース」でチャレンジしてみませんか。

未来探究コースは、元気いっぱいに
日々の学校生活を送っています。学園
祭では、模擬店を出店し、多くのお客
様にご来店いただきました。お越しい
ただいた皆様、本当にありがとうござ
いました。また、10月20日「コースの
日」には、地元香寺自治会の皆様と未来探究コース生の共同企画
としまして、グランドゴルフを行いました。
地域の皆様とのスポーツ交流を通して、楽しい時間を過ごすだ
けではなく、コース生一同、互いに協力しあい、企画・運営に取り
組み、未来探究コース生を多くの方々に知っていただける良い機
会になったと思います。

日 ノ 本 の 部 活 動 紹 介日 ノ 本 の 部 活 動 紹 介

1回戦 対 聖カピタニオ女子高等学校 　5-3　
2回戦 対 鳴門渦潮高等学校 　　　 2-2
準決勝 対 大商学園高等学校 　　　 2-3　

団体総合8位
インターハイでは演技の前半
にフープがマットの外に出てし
まうという大きなミスがあり、
8位という悔しい結果となりま
した。目標にしていた日本一に
は届かず、この経験を通して改めてチームが一つになってやり
きることの難しさを感じました。結果は悔いの残るものでし
たが、インターハイという大舞台に立って、感じたこと、そこか
ら学んだことはたくさんあります。11月には新チームになって
初めての新人戦があり、そこで必ず優勝して全国選抜への切
符を勝ち取りたいと思います。

サッカー部 新体操部

バレーボール部 バドミントン部

バスケットボール部 陸上競技部

ゴルフ部

第66回兵庫県高等学校総合体育大
会令和4年度兵庫県高等学校バスケ
ットボール大会ではベスト8で終了し
ました。目標としている近畿高校総体
バスケ2022選手権大会への出場は
叶いませんでしたが、一戦一戦を大切
にし、勝利を勝ち取るために日々の練習から必死に取り組ん
でいこうと思います。
令和4年度全国高等学校バスケットボール選手権大会兵庫
予選　2022WINTER　CUP兵庫予選が現在行われていま
す。良い成績が残せるように頑張っていきますので応援よろし
くお願いいたします。

3年 押部唯愛
（ハンマー投） ▶

県新人大会のダブルスにお
いて、800組以上の出場者の
中から地区大会を勝ち抜い
た石川日菜（2年、平岡南中
学校出身）・中村恋葉（1年、
平岡中学校出身）組が数年ぶ
りに3位入賞を果たし、近畿大会出場を決めました。
シングルスでも中村恋葉が近畿大会出場を決めました。
また、県新人戦（団体戦）では個人戦での結果を自信にし、
準優勝することができました。
近畿大会では、個人戦・団体戦とも一勝でも多く勝ち進め
るよう全力で挑戦したいと思います。

2022年度全国高等学校ゴルフ選手
権大会（インター杯）では男子の部で
進藤太雅（1年、鷹取中学校出身)が4
位、日本ジュニア選手権では女子の酒
井理琴（1年、大阪市立淡路中学校出身）
が26位と創部1年目であることを感じ
させない結果を残しました。
同じ1年次の䕃山七菜（1年、豊富中

学校出身）も春高ゴルフ近畿大会出場
目指して頑張っています。
これからもさまざまな大会が控えており、自分のゴルフを
日々鍛錬して積み重ねていけるように励んでいます。

ダンス部

未来探究コース

学際科学コース

ステップコース

幼児教育・音楽コース

新設!

スーパーアスリート（SA）コース
1回戦　　 日ノ本2－0大阪緑涼　
2回戦　　 日ノ本2－0天理　
3回戦　　 日ノ本2－0近江
準々決勝　日ノ本0－2城南学園

令和4年度近畿高等学校
バレーボール優勝大会

令和4年度全国高等学校総合体育大会

（PK4-2）

インターハイ準決勝で敗退し、
目標としていた日本一には届き
ませんでした。今年度はまだ皇后
杯、選手権と大規模な大会が2つ
残っています。そこで私たちが掲
げている日本一をとりに、日々の
練習から取り組んでいこうと思います。

近畿大会では、ベスト8という結果で終わるこ
とができました。まだまだ、課題が多く沢山の試合を重ねる
中で悔しい思いをしたこともありましたが、兵庫一になるた
めに日々成長してきました。このメンバーとできる最後の大
会、春高予選では感謝の気持ちを忘れずこれまで支えてくだ
さった方々に結果で恩返しします。

文 化 部

ダンス部　放送部　パソコン部
美術・アニメーション部　吹奏楽部
百人一首部　軽音楽部　演劇部
音楽（合唱）部　福祉探究部　調理部
生物部　華道部　茶道部　書道部

2023年4月 日ノ本学園は少しリフォームします
その1 全コースで男子生徒の

募集を開始！
学際科学のさらなる
学力強化！
新たにステップコース
が誕生！

その2

その3

1 年 次

学際科学コース

幼児教育・音楽コース

フリーアカデミー
（FA）コース

未来探究コース

スーパーアスリート
（SA）コース

ステップコース 新設
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心の飾りを

オープンキャンパスで実施したアンケートの一部を紹介します。

第3回 11月12日（土） 10：00～12：00
第4回 12月  3日（土） 10：00～12：00

14：00～16：00

◆オープンキャンパス
第1回 11月19日（土）

10：00～12：00
14：00～16：00

の2部制です。の2部制です。

の2部制です。

第2回 11月26日（土）
第3回 12月10日（土）
第4回 12月24日（土）

◆個別相談・学校見学日  予約優先

　7月2日㈯の午前中、日ノ本学園高等学校第1回オープンキャンパスを開催しました。2023年度より
全コース完全共学となる事をはじめ、新設のステップコースについて説明をしました。すでに完全共学
の情報を知り、多くの男子生徒の参加が見受けられました。たくさんの中学生・保護者の方に参加い
ただき感謝しております。

　本年度は6月と9月・10月に姫路及び太子・たつのと加古川・加西の各会場で、
7月・8月・11月は本校で不登校対応進学セミナーを開催しました。参加延べ人数
は、すでに100名を超えました。多くの中学生・保護者が日ノ本学園のフリーア
カデミーコースに希望を抱いてくださっていることを強く感じております。

不登校対応進学セミナー

オープンキャンパス

入試について入試説明会
12月17日（土）
10：00～12：00
14：00～16：00
共に入試解説
模擬問題

令和5年（2023）年2月10日（金）◆一次入学試験 ￥15,000◆受験料

国語と小論文（作文）

フリーアカデミー（FA）･
ステップコース

その他のコース
国語と社会・数学・理科・英語の中から

1科目選択の2科目受験

　9月29日㈭・30日㈮の2日間にわたって学園祭を行いました。特に30日は制限を設けつつも3年ぶりに模擬店での

生徒の調理を可能にし、保護者にも来校していただけるようにしました。生徒・保護者ともに楽しいひと時を過ごし

てもらい、主催した生徒会総務も感慨深そうな表情をしていました。来年度にはより自由度が高く、生徒が思い切り

輝けるような学園祭にしたいと願っております。

　昨年度、延期になってしまった修学旅行。本
年度は9月5日(月)から8日(木)まで3泊4日の
日程で関東方面に行きました。初日は、ヨコハ
マグランドインターコンチネンタルホテルで昼
食をとった後、横浜中華街の散策。そして、東
京スカイツリーの見学を行いました。皆で絶
景に見とれていました。
　翌日は、ディズニーランドを1日中満喫し、3
日目は、鎌倉・東京都内・富士急ハイランドの
それぞれのコースに分かれて活動。最終日は、
マウンテンバイク・樹海洞窟・富士サファリ
パークに分かれて体験活動をしてきました。
　入学時よりコロナ禍に突入し、様々なことに
制限がかかってきた128回生ですが、修学旅
行を思いっきり満喫できた様子で、帰着した
新幹線のホームでは、皆が「楽しかった！」と
いう感想をくれました。

　先日、学園にご婦人から一本の電話がありました。列車内
で転倒され、パニックを起こされた孫娘さんを本校の生徒2
人が気遣い介抱してくれた事へのお礼でした。孫娘さん
は、ヘルプマークを持っておられたそうです。しかし、列
車内の多くの人は反応がなかったようです。状況に応じ
て、すぐに行動できた生徒の「心の飾り」が輝きました。

生物部は創部2年目です。現在は約20名で活動しています。活動内容はいろいろな生き物の採取や飼育です。
カメや金魚、ウーパールーパーにハムスターなどです。また、幼稚園に出向きウサギの世話も行っています。
今後は、うずらをふ化させて大きく育て、食するという体験を通じて「命」について考える活動も行う予定です。

学園祭

クラスみんなで
「サーン（3）」

ツイートしようぜ！『はいポーズ』

＃決まったぜ！！ 仮面少女 参上BB部 エキシビションゲーム
「入れ！！」3Pシュート

『ほっと』日ノ本ページ ―心の飾りをー

「知っていますか？　ヘルプマーク」

参加者
の声

体育大会

単位制・コース制の
説明などが
分かりやすかった。

色々なコースがあり、
さらに興味が
湧きました。

体験授業が
分かりやすく、
おもしろかった。

英語の体験授業で、
ゲームや単語の入れ替えを、
他の中学校の生徒と
一緒にできて楽しかった。

動画やスクリーンを使った
説明で分かりやすく、
日ノ本学園の魅力が
伝わってきました。

男子が増えていて
安心しました。
案内も丁寧で
参加しやすかったです。

保護者の声
体験授業で時間をしっかり取っていた
だいて、いい経験をさせてもらいまし
た。入学後のイメージを持ちやすくす
るプログラムで良かったです。

楽しかったよ～

最高!

　11月8日㈫晴天のもと日ノ本学園グラウンドにおいて体育大会
が開催されました。
　グラウンドには、少しマスクから解放された大きな歓声が響き
渡りました。各種目を通して、年次･コース･クラス、そして先生方と
の絆が深まりました。まだコロナ禍のなか、一つ一つの行事がいろ
いろな人のお陰で無事、安全に行われていることに感謝します。

　今年も10月31日㈪に姫路日ノ本短期大学付
属幼稚園の5歳児44名を迎え、本校幼児教育・

音楽コース2・3年次生とのハロウィン交流会が行われました。
園児たちの元気な声が学園内に広がり、いつもより明るさを感
じることができた1日となりました。

ハロウィン交流

生物部

｝
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