
JR福井駅前           啓新高校前

啓新高校は、えちぜん鉄道「福大前西福井」駅から歩いて５分。県内のあちこちから
電車で乗り継いで来ることができて、すごく便利♪ 京福バスの停留所も近くなので、
そちらを利用している先輩も多いです。

通学マップ

えちぜん鉄道 J     R 福  井  鉄  道

京  福  バ  ス

７：49発 　 ７：５６発 （所要時間 約10分 ※祝日除く）

越前武生駅

７：１0発      ８：12着

敦賀駅 福井駅（乗り換え）

６：30発    　 ７：28着

芦原温泉駅 福井駅（乗り換え）

７：35発    　 ７：52着

越前大野駅 福井駅（乗り換え）

６：25発    　 ７：23着

 福井駅 福井口駅 

勝山駅 福井口駅（乗り換え）

６：５９発 　

三国駅 福大前西福井駅

７：２3発 　 ８：０4着

福大前西福井駅

福大前西福井駅

７：４９着

※2020年5月現在

啓新高校の毎日がリアルに分かるブログ「校
長日誌」。荻原校長みずから写真を撮影し、パ
ソコンを駆使して原稿を書くなど一人数役をこ
なしながら、ほぼ毎日更新中。保護者の方や生
徒からも好評で、一日のアクセス数は400以
上。中学生の皆さんでも楽しめる内容です☆

自己の可能性に挑戦し続けるのが高校時代です。
あなたには、あなたにしかない輝く未来があります。
さあ、ページをめくり、あなたの未来を見てみよう！

〒910-0017 福井市文京4丁目15-1

☎0776-23-3489
HP www.keishin.ed.jp  E-MAIL contact@keishin.ed.jp 

さらに啓新を知りたい人は右記へアクセス

啓新高校公式アカウント
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福井鉄道の
えちぜん鉄道
乗り入れで、
さらに便利に！

知っておくと便利!

あなたは高校で何に
挑戦しますか？

8：05着

校長先生が
毎日ブログ、
LINEで更新
してるよ!

ついつい
寄り道したく
なるよ！

アクセスは
とても便利！

美味しいお店や
楽しいお店が
学校のまわりに
いっぱい！

School map

普通科アスリートコース説明会・部活動体験会
8/8（土） 9：30～15：00

普通科オープンスクール
（特別進学コース、進学コース、アスリートコース、普通コース）
9/19（土） 9：30～12：00

専門学科オープンスクール
（情報商業科、ファッションデザイン科、調理科）
9/26（土） 9：30～12：00

普通科体験会
（特別進学コース、進学コース、アスリートコース、普通コース）
10/17（土）・11/7（土） 9：30～12：00

専門学科体験会
（情報商業科、ファッションデザイン科、調理科）
10/24（土）・11/14（土）  9：30～12：00

第1回・第2回学校説明会
第1回=12/5（土）・第2回=1/9（土）午前開催

部活動体験会
8/1（土）・8/22（土）・9/12（土）・9/19（土）
9/26（土）・10/10（土）・10/17（土）・10/24（土）
（実施部活動、時間は7月下旬頃にHPなどで案内）

イ ベ ン ト 案 内 ★WEBサイトから申込受付中★



啓新高校は夢と希望に挑戦する学校です。挑戦すること
が喜びになるように、挑戦することが楽しみになるように、
あなたのやる気とチャレンジ精神を全力応援！

啓新で、
可能性に挑戦!

勉強と部活を両立して

志望校に合格！
2年 普通科特別進学コース
松藤修二先輩（松岡中）

甲子園で優勝！
部活を通して人間としても成長！

1年 普通科アスリートコース
田中太朗先輩（越廼中）

サッカー部の

レギュラーになる！
そして全国へ!

2年 普通科進学コース
荒巻拓仁先輩（春江中）

文武両道が
両立しやすいよ！

志望校に合格します！

3年 普通科普通コース
田代浩太郎先輩（東陽中）

モデルになって
ファッションショーに出る！

1年 ファッションデザイン科
川上美月先輩（川西中）そば部で全国大会入賞！

勉強でも1位を狙います♪

2年 調理科
松岡愛会里先輩（坂井中）

コミュニケーションを身に付けて

ウエディングプランナー
になる！

2年 情報商業科
佐藤麻咲希先輩（藤島中）
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夢や希望に挑戦中!

先輩が啓新の魅力を
伝えます!

進学コース

特別進学コース

アスリートコース

編

普通科

勉強と部活動、文武両道を実現したい
ならこのコース。基礎学習の徹底とやる
気を引き出す特別プログラムで、有意
義な学校生活が送れますよ。

普通コース あれもしたい、これ
にも挑戦したいと、
夢や将来が絞り切

れない時はこのコースを選んで、2年で進路を
決めよう。進路課程の選択肢は3つ。「スポー
ツ・文化系」では受験や部活動を頑張り、「保
育系」「福祉系」では子どもたちやお年寄りに
寄り添う職業をそれぞれ学べますよ。

難関大学進学を目指して学習意欲に燃え
ているキミは、このコースがベストな選択。
友達と切磋琢磨しながら学ぶことで、3年
後には想像以上の実力がついています。

勉強も大切、部活動も大切、
両方のバランスを考えたらココ!

普通科（普通コース保育系） 3年

斎藤ジオバナ先輩（武生第一中）
保育士になりたくて、一番近道でもある啓
新を選びました。先生と生徒の仲がとても
良くて、毎日の授業は楽しいですよ。保育
検定の1級を目指しています！

普通科（特別進学コース） 3年

八木堪太郎先輩（至民中）
特進コースでも、勉強と部活動の両
立ができる環境が整っているし、先生
のサポートも手厚いところが魅力で
す。勉強は大変ですが、その分大きな
達成感を得られます。

アスリートコース 1年

松宮碧久先輩（足羽第一中）
野球に集中できる環境が整っているの
で入学しました。チームのエースになっ
て甲子園に出場するのが目標です。

普通科（普通コーススポーツ・文化系） 3年

坂本 光先輩（至民中）
生徒一人ひとりがのびのびと学校生活を送る
ことが出来ます。コース別に行事があり、楽し
いイベントも魅力ですよ。自分のやりたいこと
に挑戦できる環境です。

普通科（特別進学コース） 2年

柳澤実和先輩（大安寺中）
先生方も優しくて楽しいので、毎日充
実した高校生活を楽しんでいます。ど
の時期までに、何をどれだけすると学
力が伸びるのかということを示してく
れるので安心です。

普通科（普通コース福祉系） 3年

野村陽菜先輩（安居中）
大学に進学したいので、もっと点数を
伸ばせるように頑張っています。先生
方がしっかりサポートしてくれるので安
心です。啓新で楽しみながら自分の目
標を見つけてね！

●広島大学 ●金沢大学 ●信州大学
●富山大学 ●福井大学 ●滋賀大学
●群馬大学 ●鳥取大学 ●大阪府立大学
●大阪市立大学 ●福井県立大学 ●石川県立大学
●都留文科大学 ●敦賀市立看護大学等

先輩たちはこんな大学に進学しているよ！
（2018年・2019年実績）

2020年に新設されたコースで、体育系強化クラブの選
抜生徒で編成されます。一流のアスリートを目指し、全国
レベルのスポーツ実技と理論を極めることができます。

スポーツ・文化系

保育系

福祉系

学習意欲に
燃える君なら
ココしかない!

スポーツに
打ち込める
環境があります！

何をしたいか、
何になりたいか、
決まってないなら
迷わずココ!

普通科（進学コース） 2年

清水奏那先輩（明倫中）
「7つの習慣J®」の授業が大好きです。
将来の自分を考えるきっかけになるので
すごくためになります。校長先生をはじ
め、気さくな先生が多く、明るい雰囲気が
大好きです。
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挑戦するから
毎日が楽しい! 編

専門学科

ファッションデザイン科

ファッションやデザイン、ヘアメイクに興味があるならここ！ クリエイ
ティブな美の業界で活躍できるプロへの第一歩。卒業前の発表会
「啓新コレクション」では、自らブランドを立ち上げ披露！

調理科
日本料理、西洋料理など、いろいろな料理のプロを目指すコース。
調理設備が整った実習室で、和洋のプロの料理人講師たちが丁
寧にわかりやすく指導してくれます。料理の基礎から応用、流行ま
で、料理の奥深さを実感、実践できます。

情報商業科 3年

長谷川玲依斗先輩（金津中）
コミュニケーション力をつけ、様々な資格
に挑戦できるのが入学の動機です。得
意な数学はもっと好きになれそう！ 駅伝
部では北信越入賞が目標です。

ファッションデザイン科 2年

松木美羽先輩（金津中）
オシャレやメイクが大好きなので、この
学科を選びました。自分で造るという
楽しさと、出来上がった時の達成感は
何とも言えません。楽しい学校生活が
待ってるよ！調理科 3年

上田千愛先輩（春江中）
毎週ある調理実習は楽しいひと時で
す。外部からもプロの先生に来ていた
だき、いろんな技術を教えてくれます。
栄養の授業もあるので知らないことも
学べ、毎日がとても充実しています。

ファッションデザイン科 2年

森安璃乃先輩（藤島中）
幼いころから美容師を夢見ていたのでこ
こを選びました。色彩検定やメイク検定
など多彩な検定を受けることができ、自分
の可能性を広げることができますよ。

情報商業科 3年

畠山龍乃介先輩（森田中）
学校の雰囲気はとても明るくて楽しい学
校です。いろんな設備が整っているので、
授業も楽しくさまざまな知識を身に付けら
れます。ぜひ見学にも来てください！

調理科 3年

久保心太朗先輩（足羽中）
高校の授業で調理を学べるところが
魅力です。最新設備の実習室で、プ
ロの料理の先生から教わることもでき
ます。立派な料理人になれるように、
日々努力しています。

料理のプロを
目指すなら絶対ココ!

クリエイティブな
将来をココで!伝えることの大切さ、

伝える方法を
学びたいならココ!

情報商業科
情報商業科の特徴は二刀流！ 資格はもちろんのこと、コ
ミュニケーション力UPにも力を入れています。人の話を
どう受け取るか？ 人にどう伝えるか？ 今の社会が最も求
める力です。
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Q
高校時代、苦手だった教科は？

啓新ティーチャーに突撃Question!

こう見えて
柔道整復師の
資格も持ってる!

「人のために何かしたい！」と思っている生
徒が多く、皆、笑顔が素敵です。多くの人
との関わりの中で自分を成長させながら、
一緒に可能性への挑戦を始めましょう。

普通科 普通コース（福祉・公民）
福野徳子先生

可能性への挑戦はここから！
高校3年間は勉強も大切ですが、学校行事や部活動
にも積極的に取り組んでみてください。それらの経験
が、きっと受験にも社会人になっても役立ってきます。

普通科 特別進学コース（理科）
川合浩介先生

いろいろな経験や取り組みが
人生の糧になる

Q
高校時代にやっておけば
よかったと思うコトは？

啓新ティーチャーに突撃Question!

部活動・恋愛・読書
勉強・努力 学校全体が常に成長・進化していて、文武両

道を目指す生徒が大勢います。「自分はよく
やってる」と感じたら、その時にはもう終わり
が近いってこと！ そのもっと上を目指そう。

普通科 普通コース（保健体育）
東川泰斗先生

もっと先、もっと上を目指そう

E
N
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S

H

M
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T
H

E
M

A
T

I
C

S

数
学

英
語同率

1位

国語2位

生徒の挑戦をサポートする

激辛カレーへ
の

挑戦です!!!熱い
先生たち!

わからなかったことがわかるようになり、面白くなり、
好きになり、得意になる。それを実感させてくれるのが
熱血先生たちです。何でもどんどん聞いてみよう！
アッと驚くような答えが返ってくるかもね!?

神戸出身

小・中・高は
皆勤賞！

実は海外に
住みたい！

ハンドボール全国大会
準優勝2回!

ハンドボール全国大会
優勝3回!

高校時代

大学時代

学科コースで一番パワフル、個性的
な生徒が集まっています。いつでも徹
底した学び直しができるし、より深く
学べます。勉強も部活動も一生懸
命、打ち込めるはずです。

ファッションデザイン科（数学）
宮下奈央先生

パワフルで個性的な生徒が
集まっている

2段!!

自分に自信がもてないなぁとい
う人、ぜひ“調理”という自分だ
けの素晴らしい技術を身に付け
て、人を喜ばせてみませんか？ 
きっと自信満々、素敵な自分に
なれますよ。

調理科（家庭科）
石川みゆき先生

調理技術が、
自分の自信になる！

自分の中にある素晴らしい考えや
意見も、相手に伝えられなければ
意味がありません。アットホームな
雰囲気の当校で伝え方を身につ
け、人の心を動かしてみませんか？

情報商業科（商業）
金光隆中先生

自分の思いを
伝えられる人間になろう

いろんなことに挑戦できるのが当校。
目標や夢に向かう熱い思いを全力で
サポートしますよ。私も夢実現のため
に就寝前の念入りなストレッチを継
続、空手道に精進します。

普通科 普通コース（保健体育）
岡島周子先生

空手道競技のマスターズ
世界大会に出場したい！

英語は音楽や体育のように体
を使って学んでいく実技科目
です。ＩＣＴを効果的に用いなが
ら「読む・聞く」のインプット活動
と「書く・話す」のアウトプット活
動をバランスよく授業に取り入
れています。

普通科 特別進学コース（英語）
稲木 穣先生

ICTで効果的に英語を
身につけよう！

高校3年の今しかできないことがたくさんあ
ります。それらに挑戦してやりきれば、きっと
糧になり人生も豊かになるはずです。

普通科 進学コース（英語）
指岡理加先生

いろいろなことに
興味や好奇心を持とう！

こう見えて一児の
母なんです！

高校時代
調理師免許
取得！

大学時代
箱根駅伝
出場！

Q
身だしなみ、どこに気を遣う？

啓新ティーチャーに突撃Question!

1位 シャツ
（カッコよく着こなす、

ネクタイ無しでも品よくみえるように）

2位 ヘアスタイル

荻原 昭人荻原 昭人校長先生校長先生
理事長理事長

AKIHITO
OGIHARA

Boys be ambitious!

剣道
大好き!!
剣道
大好き!!

カレー大好き!!カレー大好き!!

映画大好き!!映画大好き!!

映画を通して、監督が何を伝え
たかったのか？ 俳優がどんな
思いで演技したのかを知るこ
とが楽しいですよ。人生のヒン
トが隠されています！

カレーの醍醐味は辛さと香り。ガツンとく
るスパイスは脳が覚醒します。お店によっ
て独特の味がありますから、いろんなお店
のカレーを食べ歩いて楽しんでいます！

１対１の真剣勝負が魅力！ 自分に勝たないと相手には勝てな
い。自分を高める努力を続けています。七段昇段を目標に、

合格するまであきらめずに挑戦です！
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日本音楽部

ビッグバンドジャズ部

演劇部

そば部

イラスト文芸部

インターアクトクラブ

茶道部

手話部

書道部

美術部

放送部

ダンス部

技能五輪課題練習同好会

文芸・小論文研究同好会

チームワークが良くて、先輩後輩の仲も良いです。
ソフトボールの技術だけではなく、人間的にも大きく
成長できる部活ですよ。

男子ソフトボール部 部長

田中将太朗先輩（足羽中）

顧問の先生も部員も面白くて、毎日が楽しい部
活です。でも、練習は真剣そのもので、春高出
場目指して練習に励んでいます。

バレーボール部

熊谷立貴先輩（至民中）

全国大会出場という明確な目標をか
かげて取り組んでいます。部員の思い
は一つなので、とても充実した毎日を
過ごせますよ。

卓球部

桒田千帆先輩（小浜中）

個性豊かなメンバーで楽しみながらも、熱血
顧問東川先生と毎日真剣に取り組んでいま
す。少しでも興味のある方お待ちしてますよ！

ハンドボール部

岸 仁南先輩（森田中）

元気な子！ 表情豊かな子！ 人
前が恥ずかしいのを直したい
子、いろんな個性が集ること
で、演劇は楽しくなります。

演劇部

竹本健太先輩（明倫中）

イベントやコンクールの演奏会
ではお客様はもちろん、自分た
ちも楽しんで演奏できるよう心
がけています。お箏を弾いてみ
たい人はぜひ！

日本音楽部

吉本明日花先輩（足羽中）

夢中になってみよう!

卓球好きな子
集まれ！

部活に燃えてる先輩達

部活動に

中学校からの延長でも、新たに始めることでも、部活動はやればやった分だけ強くなり、
上手くなり、没頭できる魅力に溢れています。部活動で進路や人生が変わることも?! 
だから、部活動やろう！

運動部 ［インターハイ ベスト8（2019年）］

ソフトボール部《男子》

［春の高校バレー福井県代表決定戦 準優勝（2019年）］

バレーボール部《男子》

［福井県高等学校演劇祭 熱量賞受賞（2019年）］

演劇部

［全国高校選抜大会出場（2019年）］

卓球部《女子》

硬式野球部《男子》

駅伝部《男子・女子》

空手道部《男子・女子》

剣道部《男子・女子》

少林寺拳法部《男子・女子》

水泳部《男子・女子》

サッカー部《男子》

ソフトボール部《男子・女子》

ソフトテニス部《男子・女子》

卓球部《男子・女子》

テニス部《男子・女子》

バスケットボール部《男子》

バレーボール部《男子・女子》

ハンドボール部《男子・女子》

バドミントン同好会《男子・女子》

文化部

［百万人のためのマーチング参加］

ビッグバンドジャズ部

目指せ！

春高出場！

日本音楽部
県総合文化祭

音楽フェスティバル金賞（2019年）

全国高校生そば打ち選手権大会
団体戦 第5位(敢闘賞)（2019年）

そば部

楽器に
興味があれば
大丈夫！

演劇って
楽しいんだよ!

メリハリの
ある部活です！

老人ホームや地域のお祭り、イ
ベントなど、さまざまな所で演奏
しています！ 初心者でも大丈夫
ですよ。

ビッグバンドジャズ部

西野陽色先輩（森田中）

そば部

今井百恵先輩（三国中）

もう一度

全国制覇！

［新人大会 ベスト4（2019年）］

ハンドボール部《女子》

目指せ
全国大会！

普通の高校では
絶対できない！くわ  だ

毎年全国大会で敢闘賞を受賞しています。
地域の方との交流もあるので、そば打ちの
技術はもちろん社会性も身に付きます。
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四
大
祭

 • 入学式、始業式
 • 新入生オリエンテーション
 • 身体測定

Campus 
      calendar
4月

 • 中間考査

5月

 • 春季高校総体
 • 北信越大会
 • 各種検定試験（専門学科）

6月

 • 期末考査
 • 校内球技大会（バレー）
 • 終業式

7月

 • インターハイ
 • 進路特別指導（3年）
 • 始業式

8月

 
 • 煌輝祭（学園祭）

 • 強歩大会（3年に１回）
 • 中間考査
 • 遠足

10月

 • 新人大会
 • 各種検定試験（専門学科）

11月

 • 期末考査
 • 校内球技大会（バスケット）
 • 終業式

12月

 • 始業式
 • 卒業発表会（3年専門学科）
 • 学年末考査（3年）

1月

 • 卒業式
 • 学年末考査（1、2年）
 • 終業式

3月
 • 卒業生を送る会

2月

9月

毎年待ち遠しい! 全員参加の

啓新高校 特集

一年間で一番盛り上がるのが煌輝祭！ 
前日祭、学校祭、体育祭、文化祭の四つからなるイベントで、
生徒も先生も一丸となって目標に突き進みます！ 
高校生活の一番の思い出になります。

煌輝祭のオープニングイベ
ントとして、開催されるよう
になりました。四大祭のトッ
プを飾るイベントです。

前日祭
煌輝祭の2日目にあたる
『学校祭』は模擬店ありス
テージイベントありの楽しい
1日。みんなで思い思いの
発表を楽しみます。

学校祭

3日目は大盛り上がりの『体
育祭』。縦割りで4チームに
わかれて優勝を目指します！ 
学年に関わらず一致団結
の1日です。

体育祭

煌輝祭を締めくくる『文化
祭』では、福井市文化会館
を借り切って文化系の部
が中心となり、発表します。
最後にはなんとビンゴ大会
も開催しちゃいます！

文化祭先生・生徒が
一丸となって

盛り上がる行事が
沢山あります!

なかなか
こんな発表の
場はないよ！
みんな凄い！
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ジャケットとネクタイという大人っぽさと、落ち着い
たカラーが特徴ですが、実は、「入学の決め手はか
わいい制服！」という女子生徒も多数！ 制服着こな
しセミナーでは、正しい制服の着用法も学べます。

男女ともに、飽きのこない
濃紺色の上品なジャケッ
トスタイル。校章を花文字
にかたどったオシャレなエ
ンブレムが目を引くね♪

授業中や休み時間な
ど校内では、ジャケット
を脱いでラフな雰囲気
で過ごしてもＯＫ。

有名スポーツブランド製の体操
服には、名前の刺繍も。ジャー
ジタイプなので、とっても動きや
すくてスタイリッシュだよ！

リニューアルした夏服。目が
覚めるような爽やかなシャツ
は、涼しげで清潔感いっぱ
い。女子のリボンもキュート！

1年生のあるクラスでは「小
テスト」から始まります。国
語、英語、数学の基礎学力
を身につけ、1限目へ突入
です！

啓新高校には色々な科やコースがあります。同じ高
校生活でも、それぞれ授業や実習など違った一日
を過ごしています。ここで、ちょっとだけのぞいてみ
ましょう。

朝のショートホームルーム
8:35

専門学科は実習がつきも
の。写真の調理実習以外
に情報、福祉、ファッション
などの実習があります。時に
は校外で実習を行うことも。

授業or実習
10:00

体育は週2～4時間。１、２
年生の男子は週1回、剣道
で心身を鍛えています。学
期ごとに、クラス対抗の球
技大会も開かれます！

体育の授業
14:25

部活動は運動・文化系合わ
せて30以上（同好会含む）
もあります。３年間一生懸命
打ち込めば、充実した学校
生活間違いなし！

部活動
16:00

グラウンドが

人工芝!

ドリンクの自販機は当たり前。啓新高校には、
なんとパンの販売機も。「放課後、部活動でお
なかが空く生徒がいるだろう」という理由で置
かれたんだって。毎日補充して、昼食時と放課
後に販売しているよ。

啓新高校といえば、おしゃれなジャケットにネクタイ
というスタイル。でもこのネクタイ、実は首に巻いて
いるのではなく、ワンタッチで着脱できる方式のも
の。これなら、時間がない朝でも大丈夫！

年に数回、調理科の生徒が実
習で作ったお弁当を学校内で
販売します。先生や同級生に
お金を払ってもらうとあって、み
んな緊張しながらの調理。だけ
ど、とっても美味しいって評判
なんですよ。

お昼にはパン屋さんが校内でパンを販売。そこで
生徒に人気のパンBEST3を紹介。ピザトースト、
チキン竜田、揚げパンの3つが特に人気があります
が、数に限りがあるので、売り切れ必至！

「かまどや」さんのお弁当
を注文することもできちゃ
います！ なんと学校まで宅
配してくれるんです。からマ
ヨ丼、からあげ弁当、親子
丼が人気BEST3！ 君なら
どれを選ぶ？？

なんとサッカーＪリーグ、バレーＶリー
グでそれぞれ活躍していた先生がい
る。Ｊリーグの名古屋グランパスや川
崎フロンターレに在籍していたのは
平山大先生。ＶリーグのＦＣ東京にい
たのは橋場正裕先生。二人とも部活
の顧問をしているので、いつでも一
流の技を教えてもらえちゃう。

実
習
で
作
っ
た
お
弁
当
を

校
内
で
販
売
す
る
！

野球部専用球場は
甲子園の土と天然芝！

丸岡インターチェンジの近くにある、野球部専用野球場はとても充実した設備。外野は天然
芝で、内野はなんと甲子園と同じ土を使っているんだ。憧れの甲子園と同じ環境で練習に打
ち込めるという素晴らしい環境が待っているよ。

体育の授業や部活動で使う
グラウンドには、なんと全面に
人工芝が敷かれているんだ。
雨が降っても水はけがよく、
土に比べてケガをしにくいん
だって。体育の授業の前に
は、バスに乗って移動します。

体操服

夏服

冬服
元名古屋グランパス
平山先生

元FC東京
橋場先生

ONE DAY
                OF KEISHIN

他の学校にはないアレコレ、自慢したくなる魅力を一挙に紹介。
毎日の学校生活が楽しくなること、間違いなし！

オシャレな
ギンガムシャツ!

まだまだ、あるある!

啓新の魅力!

人気パンBEST3!

ネクタイが簡単に
着脱可能!

人気お弁当BEST3!

パンの自販機が!

元プロ選手が先生に!

これで
500円!

着
心
地
最
高
!!

リボンが
カワイイね♡制服＆体操服

きなこ揚げパン
からマヨ丼

からあげ弁当

親子丼

チキン竜田

ピザトースト

本館が新しく生まれ変わります。特別教室や生徒玄関も新
しくなり、新入生のみなさんを待っています。

2021年、新校舎完成!
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	啓新パンフ2021_p4_5
	啓新パンフ2021_p6_7
	啓新パンフ2021_p8_9
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