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095602_ 日ノ本 _学校案内パンフ 2018_16p

17070301 中村→072601 中村→072801 中村→073101 中村→



　本学園は、建学の精神として「キリスト教精神をもって社会に貢献できる人間を育成する」ことを、

校訓として「心の飾りを」を掲げており、学生・生徒が学びを通じて真理を探求する思考力を身につけて、考

えることの面白さに気づき、世界に目を向け、その中の一員として、どのように社会の中で自分の役割を果た

していけるかということを考えられるような人間の形成を目標としています。科学と真理を基軸として、一人

ひとりの多様な生き方に沿った教育を行うことを目指しています。そして、人を信頼し、自分を信じ、心の最

も奥深いところで共鳴しあえる人間関係を通じて、成長していくことが、真の人間教育の根幹であると考え

ております。

　また本学園は、姫路市を中心とする播磨地域に根ざした学園として、地域に生かされ、地域と共に成長

することを目指しています。短期大学、高等学校、それに短大付属の幼稚園（認定こども園）の学生・生徒・

園児、教職員とそれを支える同窓生の集まりを通して、この地域の生涯学習の拠点としての役割をしっかり

と担っていきたいと考えています。

　　学校法人日ノ本学園理事長
木 原 　 裕

姫路市下寺町に日の本女学校を
開校する

明治26年
（1893）

高等女学校程度の認可を得る明治36年
（1903）

文部大臣の指定校認可を受ける大正 7年
（1918）

財団法人日ノ本高等女学校の
認可を受ける

昭和19年
（1944）

新制の中学校・高等学校となる昭和23年
（1948）

学校法人日ノ本学園に組織変更昭和25年
（1950）

日ノ本学園短期大学
（英語科・幼児教育科）設立認可を
受け、短期大学開学

昭和49年
（1974）

日ノ本学園高等学校・中学校
校舎を姫路市下寺町より神崎郡
香寺町(現 姫路市)に新築

昭和53年
（1978）

日ノ本学園創立100周年記念
式典を挙行

平成5年
（1993）

百周年記念館完成平成 6年
（1994）

短期大学及び付属幼稚園、
姫路日ノ本短期大学及び
姫路日ノ本短期大学付属幼稚園に
校名変更

平成 9年
（1997）

日ノ本学園創立110周年記念式平成15年
（2003）

普通科が特進・クリエイト・健康体育・
福祉・幼児教育進学の５コースとなる

平成17年
（2005）

日ノ本学園124年の歩み

0201

　日ノ本学園高等学校は、２０１８年「創立１２５年目の進化」と名付け、新しい取り組みに着手しました。

　ひとつは、「単位制の導入」です。自分の学習計画に基づいて、自分の興味・関心に応じた科目を幅広

い科目から学習し、自己の進路実現に結び付けやすい制度を取り入れました。二つ目は、不登校傾向に

あった生徒への支援です。「フリーアカデミー（ＦＡ）」コースを新設しました。このコースは、中学の時に

登校することができなかった、毎朝学校に行こうとしたが一歩が出なかった、等々の状況にある生徒さん

をサポートするコースです。後々、社会に一歩踏み出すためにこのコースで学び、力を付けて欲しい願い

があります。

　三つ目は、コース選択を２年次からにしました。入学前から将来を見据えたコースを先に決定することは

なかなか容易なことではありません。１年次で基礎・基本科目をしっかり学習したのち、進路目標に沿った

コースに進み、自己の夢を追い続けて欲しいと願っています。

　また、生徒全員が持つタブレットを活用してのＩＣＴ教育の推進、部活動の活性等々、新たな特色づくり

に取り組んでいます。このように様々な特色化を通して、生徒一人一人が楽しく充実した高校生活を送る

ことができるように、そして夢が達成できるように、教職員が一丸となって取り組む所存です。

学 校 長
中 川 　 守

The Source of Light

理事長挨拶 学校長挨拶

　日ノ本学園は、1893年（明治26年）、

「キリスト教精神をもって、社会に貢献でき

る人間を育成する」を建学の精神として

創立されました。以来、聖書に由来する

「心の飾りを」を校訓とし、「神を畏れ敬い、

人を愛し、奉仕する人間の育成」を教育

理念としています。

　外面的なものにとらわれず、内面的な

ものを大切にし一人ひとりが、新しい自分

との出会いを豊かな神の恵みの中で

体験していくとき本当の自分のかけがえ

のなさに目を開かれる…それが日ノ本の

教育の基本です。

キリスト教の精神に基づ いたこころの教育を実践し、
新時代の人材 を育成します。  

芝生と百葉箱ごしに西洋館とチャペルを見る

1901（明治34）年の学校関係者一同
日の本女学校初代校長 エラ・チャーチの自筆サイン

建学の精神

日ノ本女学校初代校長
エラ・チャーチ
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創立125年目の進化
日ノ本学園は大きく変わります。

2018年度日ノ本学園高等学校では
生徒一人ひとりの目標や適性
進路志望などに合わせて
多様でより幅広い学びをサポートします

あなたの学び方が大きく変わります

学年制を廃止し、単位制を導入します。
単位制に切り替わることで、
原則として留年はなくなります。

1年次に各コースの特徴的な授業を選択科目として受けることで、自分の適性を確かめる
ことができます。

1年次では、2年次から選択することになる各コース特有の授業を受ける選択授業を
設定しています。コースの枠を超えた選択もできるので、興味や関心に応じて様々な科
目を選び、自分の適性を確かめることもできます。

生徒全員がタブレットPC（iPad）を持ち、学習に活用していま
す。学習意欲が向上し、授業がより充実しました。
また、「間違えた問題に何度も挑戦でき定着がはかれる」、
「空いた時間に復習ができる」など、自学自習でも利用でき
ます。
（2017年度1・2年生から実施）

ICT教育の充実

フリーアカデミー（FA）コースの新設

2年次からコースも選択
単位制の導入

3年  30単位
2年  30単位
1年  30単位

3年間で
74単位以上

単位制

1年次の選択科目例

学年制

学年ごとに
進級に必要な
単位を履修

3年間で卒業に
必要な単位を
修得

Information and
Communication Technology

フリーアカデミーコースでは、学習意欲は高いけれど、学びのリズムをうまくコントロールできず、
就学状況に不安がある生徒に対応します。

一般の生徒とは異なる登校時間
FAコースでは1・2年次の授業は2時間目からとなります。

専用の教室で授業を
行います

1時間目から登校し、タブレットを利用するなどして、中学校の復習や、
自分が特に学習を進めたいと思う分野の学習などにあてることもでき
ます（自学自習は単位として認定されます）。

3年次からは1時間目から授業を行います。進学など次のステップへ進
むことを踏まえ、社会生活のリズムに順応できるよう取り組みます。

FAコースでは各々のリズムで学
習に取り組めるよう、教室も一般
の生徒とは異なる別棟に専用の
教室を設けて授業を行います。

◆1時間目を自学自習に利用することもできます。

◆3年次は1時間目から

（特進・FAは1年次から）

普　　通 FAコース 特進コース

数学演習

国語演習

国語基礎

数学基礎

英語基礎

選択Ａ

選択Ｂ

生物基礎

数学Ａ

※2年次から選択するそれぞれのコースについてはコース紹介ページを参照ください。

英語演習

体育Ａ（専攻）

スポーツⅠ（レクリエーション）

社会福祉基礎

言語表現

情報デザイン

体育Ａ（レクリエーション）

コミュニケーション英語Ⅰ

介護福祉基礎

造形表現

数学Ⅰ

スポーツⅠ（専攻）

生物基礎

音楽レッスン

調理
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在校生の声 卒業生の声 在校生の声 卒業生の声

特進コース（1年次から）

少人数指導による真の学力アップ

国公立大学・難関私立大学合格を目指します

　私は大学進学を目指す点、少人数制
のクラスである点から特進コースに入学
しました。少人数で行う授業は質問しや
すく理解が深まり、教室の雰囲気はお互
いの性格を知りあうアットホームさがありま
す。また文科系の私にとってはスポーツ系
の人たちとの生活は、自分の視野を広げ
る貴重な経験となっています。刺激し合
い支え合い、楽しむ時は徹底的に楽しむ
充実した生活を私たちは送っています。

119回生  羽座 妃粋
日本体育大学在学中
（瓦木中学校出身）

　日ノ本学園では文武両道を目指し、特
進コースに入りサッカー部に所属していま
した。卒業後は体育についての専門的な
知識を学ぶため、日本体育大学に進学し
ました。そこで体育教員の免許を取得し
たいと思っています。また、部活動ではイ
ンカレ優勝を経験し、充実した日 を々送っ
ています。今の私があるのは、様々な経
験が出来た高校時代があったからだと
思います。

岡山大学、筑波大学､香川大学､早稲田大学、国際基督教大学､中京大学、
京都女子大学、龍谷大学、立命館大学、亜細亜大学、順天堂大学、関西学院大
学、関西外国語大学、武庫川女子大学、関西福祉大学､神戸親和女子大学、神
戸学院大学､神戸女子大学、川崎医療福祉大学 など

主　な
進学先

特典 本校入学時に一定以上の
成績があれば

入学金免除奨学金給付

１年次より始まる週８時間の選択授業などは、少人数できめの細やかな指導で
難関大学への進学を目指します。また、放課後補習や夏季・冬季集中講座では、
2020年度から変わる大学入試に向けたプログラムを組み、思考力・判断力・表現力
を高めます。

専用教室で自分の進路をじっくり考えよう…

特色ある科目紹介

幼児教育進学コース（2年次から）

幼児教育のプロを育てる
姫路日ノ本短期大学との連携

保育士・幼稚園教諭を目指します

3年  水田 詩音
（広畑中学校出身） 

　幼児教育進学コースの魅力は、授業
の中に幼稚園実習やピアノのレッスンなど
保育士や幼稚園教諭になるための特別
な授業を受けることができることです。
去年から始まった保育技術検定に私は、
４級と３級に合格し、今は２級に挑戦して
います。最初はすべてが１からのスタート
で不安でしかないけれど、合格できるよう
に日々練習に励んでいます。私の将来の
夢は保育士になることです。

120回生  森　美智
姫路日ノ本短期大学付属幼稚園
（三木東中学校出身）

　幼い頃から保育士になるのが夢だっ
た私は、日ノ本学園に入学しました。高校・
短大と子どもに関する事やピアノ・手遊び
などを学び、保育実習や教育実習などを
通して保育の楽しさや大変さを学ぶこと
ができました。そして今、私は憧れだった
保育士として働いています。子どもたちの
笑顔は私の宝物です。たくさんの事を学
べた日ノ本学園に感謝の気持ちでいっ
ぱいです。

日
ノ
本
学
園
高
校

保
育
士
・
幼
稚
園
教
諭教育系の大学や幼児教育系の短大へ進学

内部進学で安心未来

抜群の就職率！

内部推薦は
●入学金全額免除 ●受験料免除
※他のコースにも推薦制度あり

姫路日ノ本短期大学

タブレット(iPad)の活用
タブレット利用の学習システムにより、通学時間や部活動の合間を、弱点箇所の克服から
入試問題の演習に当てることができます。

● センター試験・大学受験に向けた選択科目
● スポーツ専攻実技

進路目標
● 国公立大学
● 難関私立大学

コース独自の授業・選択授業で多様な進路希望に
対応します。

グレード別・少人数制の「音楽レッスン（ピアノ・キーボード）」や、「発達
と保育」、「造形表現（美術）」、「運動表現（体育）」などの授業があり
ます。また、姫路日ノ本短大付属幼稚園での実習や園児との交流、
短期大学教授による講座などの行事も充実しています。卒業生の多く
は同じ敷地内の短期大学に進学しています。

「音楽レッスン」の授業、個々のレベルに合わせた丁寧な指導。
特色ある科目紹介
● 音楽レッスン
● 発達と保育

● 造形表現

進路目標
● 幼児（児童）教育系大学
● 幼児教育（保育）系短大
● 姫路日ノ本短期大学（内部推薦制度あり）

将来、教育現場等で働くことを目指して、
大学や短大に進むためのコースです。

2年  足立 梓
（黒田庄中学校出身） 
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在校生の声 卒業生の声 在校生の声 卒業生の声

健康体育コース（2年次から）

専門種目の
競技力向上を目指します 愛・奉仕・感動を体験します

体育・スポーツを通じて心・技・体を磨きます

　私は、健康体育コースに所属していま
す。このコースでは自分の専攻しているス
ポーツを5・6時間目に練習したり、体育を
中心に体づくりをし、スポーツをするにあた
っての体力と能力をつけています。
　私の将来の夢は、スポーツを通じて身
につけたコミュニケーション能力や経験を
生かし、身体をケアする柔道整復師にな
ることです。その資格を取ることができる
専門学校に入ることを目標にしています。

　高校在学中は健康体育コース・バレー
ボール部に所属していました。バレーボー
ルを続けたかったこと、そして将来は体育
の先生になりたいと思っていたので大学
に進学しました。大学では、スポーツ教育
の基礎を学び、さまざまな実技や講義を
通して、実技力・指導力を身につける努
力をしています。日ノ本学園で学んだこと
は私にとっての基盤であり、大学生活で
の大きな力となっています。

介護福祉士、社会福祉士、理学療法士などの資格
取得を目指し、大学・短大・専門学校への進学。
また、福祉施設へ就職し、地域福祉の担い手と
して活躍しています。

卒業後の進路

指導実績を持つ教員が、生徒一人ひとりの能力を最大限に
伸ばすため、熱意を持って指導します。競技成績を生かした
進学・就職や理学療法士・アスレティックトレーナー等スポーツ
関連の大学・専門学校進学を目指します。

スキー実習（3年次に実施）

特色ある科目紹介

福祉コース（2年次から）
介護サービスのスペシャリストを目指します

　私は、「日ノ本の福祉コースで良かっ
た」と心から思っています。専門教科や介
護技術を基礎から学ぶことで、日々 の実り
ある学習に繋がりました。また、何よりも人
として成長することができました。三年間
のボランティア活動を通してコミュニケー
ション能力を身につけ、「人の心に寄りそう
大切さ」を学びました。これは、福祉コース
だからこその学びだと思います。
　私は将来、人と関わる仕事に就くので、
この三年間で培った学びを生かして、将
来の夢の実現へと繋げます。

　医療の現場に立った今、日ノ本学園で
学んだ一つ一つのことが役に立っている
と日々 実感しています。専門学校時代にも
高校での学習が生かされていたと思いま
す。高等学校で築いた基礎が、専門学校
での高度な学習内容の理解につながりま
した。私は日ノ本学園で、資格を取得した
いという気持ちで必死に学びました。辛い
時も同じ目標を持った友人と励まし合い、
三年間を過ごすことができたと思います。

● スポーツ概論
● スポーツⅠ・Ⅱ
● 専攻実技※

進路目標
● 体育・教育系大学
● 健康・体育・スポーツ系専門学校　　
● 一般企業（実業団）

「自分を変える！」専門種目で夢を叶えます。

学んだ知識と技術を生かし、対人援助の仕事のすばらしさを「介護実習」
で体験します。また、福祉施設にボランティアとして参加し、福祉の現場で
学びます。愛・奉仕・感動のコースです。

救急救命講習

特色ある科目紹介
● 社会福祉基礎
● 介護福祉基礎
● こころとからだの理解
● コミュニケーション技術

● 生活支援技術
● 介護過程
● 介護総合演習
● 手話

「介護福祉基礎」という教科を通して対人援助に
必要な基礎的な知識と技術を学びます。

●クラブ活動と同じ種目の専攻実技の授業で更に
競技力アップ！

●ダンス・体つくり運動・スポーツ概論などの専門科目
を週7～9時間学習

●充実の施設で思いきり活動

● サッカー
● 新体操
● バスケットボール
● バドミントン
● バレーボール
● 陸上競技

専攻実技種目

進路目標
● 福祉系大学・専門学校
● 福祉施設就職

◇介護職員初任者研修（ホームヘルパー）取得を目指します。
◇福祉住環境コーディネーターにチャレンジできます。
◇ガイドヘルパー 校外の講座を受講して取得できます。

※クラブ活動と同じ種目の実技授業

3年  露口 愛未
（北条中学校出身） 

2年  伊井　響
（塩屋中学校出身） 

115回生  難波 美咲
理学療法士

120回生  鈴鹿 未来
神戸親和女子大学在学中
（御津中学校出身）
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在校生の声 卒業生の声
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緑豊かな美しく広大なキャンパスで
実りある学びをのびのびと実践します

3

1 2 3

4 4 5

9

1111

① チャペル
② 体育館（2棟） 
③ 図書館
　 LL教室
　 （CALLシステム） 
④ 福祉実習室
　 個別音楽教室
⑤ ベテルホール 

体育館横
には、

パンの自
動販売機

も！！

⑥ グラウンド・400mトラック
⑦ トレーニングルーム 
⑧ 全天候型テニスコート（5面） 
⑨ 短期大学付属幼稚園
⑩ 短期大学
⑪ 学生食堂・大教室
⑫ 百周年記念館 

876

10

12

Campus Life

クリエイトコース（2年次から）
自分の可能性を求め、未来を創造します

3年  植木 亜美
（神南中学校出身） 

　クリエイトコースの魅力は、自分とは違う夢や
目標があり、それぞれの考え方や価値観を持
っている皆と一緒に高校生活を送る中で、互
いに刺激し合いながら自分の世界を広げてい
くことができるところだと思います。私は卒業
後、服飾系の専門学校に進学を希望している
ので、コースの特徴であるコンピュータ・美術・
社会の演習の授業で学んだ知識はとても役
立つと思います。高校、専門学校で学んだこと
を活かし、将来ファッション界で活躍することが
私の目標です。

119回生  関口 美奈子
姫路大学在学中
（増位中学校出身）

　日ノ本学園に入学し、諦めない意
志をもつことの大切さを学ぶことがで
きました。3年の春に大学進学に向け
て勉強を始めたとき、苦手だった英語
が伸びず悩んでいました。そんな時、
担任の先生が放課後に定期的に時
間を作って教えてくれました。その結
果、大学に合格することができ、現在
は来年２月に行われる看護師国家試
験に向けて勉強をしています。

基礎学力の定着及び向上を図るため、国語・英語・数学などの教科の単位数を
増加しています。また、各自の進路目標を達成するための系統的な学習にも取り組
んでいます。コンピュータ演習では教師2人のティームティーチングによる指導で、
コンピュータスキルの習熟をはかっています。

美術演習の授業の1コマ

特色ある科目紹介
● コンピュータ演習　　　● 美術演習
● 社会演習

進路目標
● 人文・社会系大学、短期大学
● 看護・医療系大学
● 生活科学系大学、短期大学
● 情報系大学、短期大学
● 各種専門学校
● 一般企業（就職）

クリエイトコースはあなたの“未来を創造するコース”です。

教養や知識を高め、自分づくりをします

◇コミュニケーション能力の向上  ◇国際理解の向上
◇社会人としてのマナー学習　　 ◇郷土の文化学習

可能性の
追求

進路目標の
実現

学ぶ楽しさを
発見

百周年記念館 

短期大学 学生ホール（学生食堂） 学生ホール（大教室） 

短期大学付属幼稚園

全天候型テニスコート（5面）トレーニングルームグラウンド・400ｍトラック

LL教室（CALLシステム） 福祉実習室 ベテルホール

図書館体育館チャペル（外観）

個別音楽教室
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事

一年を通じて多彩なイベントの数々！制
服

きりっと、かわいい！

1年オリエンテーションキャンプ

幼稚園訪問

高校総体 救命講習会

学園祭

体育大会

修学旅行（海外）

スキー実習

クリスマス礼拝 卒業式

Campus LifeSchool Uniform
s

入学式

フレンチトラディショ
ナルなイメージを醸
し出す胸元のエンブ
レム。襟元の刺繍も
上品でエレガント。

紺×白の色使いも
さわやか。シャープ
なラインがデザイン
にアクセントを加え
ます。

紺のラインを効かせ
たシャープな衿。胸元
の「OLIVE des OLIVE 
School」の刺繍が上
品なアクセントになっ
ています。

日ノ本学園高等学校では、「OLIVE des OLIVE School」の制服を
兵庫県下で初めて採用しました。「OLIVE des OLIVE School」は、
10代の体型、生活スタイルにマッチしているだけでなく、こだわ
りのディティール、上質素材、安心機能で着たい制服No.1に選ば
れたスクールブランドです。 

ここがPOINT！

ここがPOINT！
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全国大会でも活躍、
目標を持って仲間とチャレンジ！ 熱中した分だけ世界が広がります

インターハイでは2012（平成24）年から2015（平成27）年まで4連覇。全日本高校
女子サッカー選手権大会でも3度の優勝を誇る、日ノ本学園の代名詞的な存在。
なでしこリーグ、各年代のなでしこジャパン代表メンバーでも卒業生が活躍して
います。

香寺町の「こうろ夢明まつり」
をはじめ、地元での活動にも
積極的で、地域イベントの司
会などで活躍。コンテストで
も上位に入賞し、NHK 高校
放送コンテストでは、全国大
会に常に出場しています。

インターハイへは、2014
（平成26）年に個人、2015
（平成27）、2017（平成29）
年には個人・団体で、
2016（平成28）年にも団
体でと、4年連続で出場。
全国選抜大会では上位
入賞の経験もあり、イン
ターハイでも上位を目
指します。

インターハイ・近畿大会出場の
経験もあり、現在は県総体、県新
人バドミントン選手権大会で常
に上位に。2013（平成25）、2016
（平成28）年の県総体団体戦で
は3位に入賞しています。

サッカー部サッカー部

2013（平成25）年に5,000m競歩、2015（平成27）年に三段跳、2016
（平成28）年にはやり投で近畿大会に出場。県大会上位入賞、近畿
大会出場が目標！2017（平成29）年やり投でインターハイ出場。

2015（平成27）年には、インター
ハイ・春高バレー全国大会にそ
れぞれ初出場し、インターハイ
ではベスト16、春高バレーでは2
回戦に進出（ベスト32）という結
果を残しました。

最近の5年間で近畿大会へ3度
出場。兵庫県総合体育大会では
常に上位へ入っています。また、
県の私立高等学校女子バスケッ
トボール大会では2年連続準優
勝し、西播大会では18連覇中。

陸上部陸上部

バレーボール部バレーボール部 バスケットボール部バスケットボール部

バドミントン部バドミントン部

部活動
新体操部新体操部 放送部放送部

インターアクト（IAC）部インターアクト（IAC）部

吹奏楽部吹奏楽部 軽音楽部軽音楽部 茶道部茶道部

華道部華道部

パソコン部パソコン部 美術部・アニメーション部美術部・アニメーション部

書道部書道部 ESS部ESS部 調理部調理部

演劇部演劇部

音楽（ハンドベル）部音楽（ハンドベル）部

YWCA部YWCA部 写真同好会写真同好会

テニス部テニス部

卓球部卓球部ダンス部ダンス部
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