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神戸山手大学の

交
間
世代 流
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at Kobe Yamate University

シニア学生と一般学生との交流
神戸山手大学では、平成20年4月から50歳以上を対象としたシニア入試制度をスタートさせ
現在40名余のシニア学生が10代・20代の学生とともに机を並べて学んでいます。
本学のシニア学生制度の特色の一つは、シニア向けの特別のカリキュラムを特に設けず

このゼミでは、３年生は前期でエコ検定合格の学習会を

若い世代の一般学生とまったく同じカリキュラムを履修していることです。

実施しています。教員の指導の下、過去問題と予想問題

このためふだんの教室やキャンパスにおいて、一般学生との交流の機会も多く

を解き、一般学生とシニア学生が間違った問題のポイン

シニア学生は人生の先輩として一般学生にアドバイスを行ったり

トを互いに教えあい、切磋琢磨して受験対策を行ってい

一方一般学生は現代の流行や若者文化についてシニア学生に教えたりと

ます。上の写真の学生は全員合格しました。
また、下の写真は4年生で、淡路島の北坂タマゴ（株）の

相互に活発な交流が行われています。

要請を受け、一般学生とシニア学生が協力して鶏糞消臭

ゼミ活動はもちろん、サークル活動や大学祭などにおいても

を指導しています。経験のあるシニア学生と一般学生が

シニアと若者との交流が見られ

神戸新聞
2011 年 5 月 31 日記事

異世代交流が本学の特色の一つになっています。

教職課程

協力して知恵を絞って成果を出しています。一般、シニア
学生はこれらの成果を卒論に反映させると共に、いっ

神戸新聞
2011 年 6 月 17 日記事

しょに学会発表も行うと張り切っています。

大学共通
本学の教職課程では、シニアの学生が3名（4年生−女性
1名、2年生−男性1名・女性1名）在籍しています。シニア
の学生は自らの経験を踏まえて、若い学生は今の若者の
思いを籠めて、これからの日本の教育について議論を交
わしています。その議論の中で世代間の理解が、また教
育への思いが深まっているように感じます。

福原ゼミ

山﨑ゼミ

小林ゼミ

都市交流学科

都市交流学科

環境文化学科

シニア入学制度も4年目となり、シニア学生と一般学生が

メンバーは3年生12名。一般学生4名、シニア3名、留学

2年生ゼミの「課題研究」は「すまい・まちづくりのフィー

キャンパスで共に学ぶ姿が普通の風景となっています。

生5名というバラエテイーゆたかな構成です。いろいろな

ルドワーク」というテーマで、前期は「地区調査スタディ

シニア制度を始めるに当たって孫ほどに違う年齢差を心

フィールドワーク、地域活性化プログラム等に取り組ん

／自分たちの街（大学周辺）は、どんな街なんだろう？」

配したことは、全くの杞憂でした。現在、4年の福原ゼミ

だり、また外国の方に日本語を教える「山手日本語教

に取り組んでいます。シニア女性3名、一般学生女性4

は、シニア5名、一般学生6名で構成されていますが、研

室 」に参 画したり。ゼミで は 、世 代 や 国 籍 を 超 えて

名・男性3名のゼミで、計10名です。それぞれ〈おかあさ

究発表やゼミ旅行など全て同じ条件で実施して、なんら

“Think global. Act local.” を合言葉に多文化共生につ

んと娘と息子〉という感じで3つのチームを作り、街のウ

問題ありません。否、むしろシニアの積極的な姿勢に刺

いて取り組んでいます。前期、一番印象に残った事は、

オッチング、調査、整理まとめ、相互発表を一緒にしまし

激を受けて、一般学生達も活発になったように見受けら

「皆で新長田に出向き、旅行プランを考えるついでに食

た。仲良し家族会議のような雰囲気でした。

れるのです。

べた名物 “そば飯” の味！！」でした。

大学より

短大より

from university

from college

現代社会学部

生活学科

学生が案内する
「ひょうごのまち歩き」
2年生ゼミ（旅研）と3年の山

2012年度 心理コースを開設します
来春開設される心理コースは、
「心の視

ゼミで

点から生活を深く豊かにする」をキー

は、ひょうごツーリズム協会が主催する

ワードに、
人とのつきあい方や、
心と生活

「学生が案内する、ひょうごのまち歩き」

のかかわりを考えるコースです。豊かな

企画に応募し、3プランが採用されまし

生活とは必ずしも物質的な面だけでな

た。9月10日頃からJR西日本の駅にパン

く、
心の側面も重要になってきています。

フレットが並びます。三宮、元町を一味

心理コースでは、近年心理学が明らかに

違った切り口で案内する商店街散策コー

してきた心のしくみを理解して、生活や

ス。震災復興のシンボル、鉄人28号と三

仕事に活かしていく力の育成を目指しま

国志ワールドを体験する新長田コース。

す。詳しい教育内容については生活学科

菊花展に沸く相楽園から弘法大師ゆかり

のホームページをご覧ください。

【イラストレーション】Kobe‐Yamate CAST 多胡 佑美

の大師道への健脚向きハイキングコース
の3コースです。皆さんも参加し、新しい

留学生の皆さんには、

ひょうご、神戸の観光スポットをぜひ歩

中国語、韓国語、英語のゼミ特製ガイド

いてみてください。

マップをプレゼントします。

キャリア・コミュニケーション学科

『えいごであそぼう会』
今年は10月29日
（土）
、12月17日
（土）に開催！
児童英語ゼミでは今年もハロウィンと

中学・高校より
from junior & senior high school

音楽科定期演奏会について
て

ますが、英語初心者のお子さんでもOK。

クリスマスに合わせて、小学生向けの公

参加申し込みは神戸山手短期大学のホー

開講座
『えいごであそぼう会』
を実施しま

ムページ
「生涯学習」
をご覧ください。

す。ハロウィンには広い校内を探検しな

第44回を迎える定期演奏会を、10月9

がら“トリック・オア・トリート”体験。隠

日
（日）
午後2時より、
神戸新聞松方ホール

れている魔女やドラキュラにドキドキし

にて行います。独唱や独奏の素晴らしさ

ながらキャンディをゲット。クリスマス

とともに、音楽科全体としての合唱や演

はみんなが大好きな
「お菓子の家」
を作り

奏の醍醐味も同時に楽しめていただける

ます。サンタさんとのビンゴゲームも大

プログラムです。
今回は、
ブラームス作曲

盛り上がり。活動はすべて英語で行ない

「交響曲第1番終楽章」など3曲の本校管

表現芸術学科

弦楽団の演奏に加えて、オルバーン作曲
「女声合唱とピアノのためのミサ曲第9

第7回 ヤマテノキツネ

番」
を本校合唱団が歌います。
入場は無料

●11月3日（木・祝 文化の日） 神戸市立相楽園

です。どうぞ、この機会をご利用いただ
き、
素敵なひとときをお過ごしください。

音楽科 表現芸術学科

お問い合わせは、本校（☎078-341-2133）まで。

卒業生コンサート
●11月13日（日）午後2時30開演
本学5号館2階 演奏ホール

充実の
奨学金

青春ふたたび シニアクラス

秋の相楽園にて恒例となりました「ヤ
マテノキツネ」も第7回です。諏訪山のキ

神戸山手大学では50歳以上の方
対象の「シニア50+」という入試制

シニア50 +

度を設置。現在40名を超える方々

入試説明会

が正規大学生として学んでいま
す。この入試は書類と面接で合否

ツネたちがご先祖に奉納する神事。神妙
申込
事前
不要

ふれるキツネ達がさまざまに庭園内を跋

17：00〜18：00

学金として年額40万円が4年間給

※上記以外でも、個別説明や学校見学は随時
承っております。

軽に資料請求を。

扈します。是非ご覧ください。また、本学

2012年 1月19日（木）

を判定する方式で、入学者には奨
付されます（返還不要）。まずは気

なものからやんちゃなものまで、個性あ

にて大学祭二日目に、卒業生コンサート
を開催します。学舎に響き渡る声楽やピ
アノ演奏などの妙なる調べをお聴きくだ

お問い合わせ：入試課（078-341-1615）

さい。皆様のご来場を心よりお待ち申し
上げております。

今後の主な行事予定（平成23年度）
地域連携行事への協力

＊行事予定の詳細については神戸山手学園ホームページをご覧下さい。

神戸山手

検索

● 10月15日
（土）

14:00〜 第18回クラシックスクエア（短大表現芸術学科 松井春枝教授他） NHK神戸放送局

● 10月15日
（土）

秋華祭 神戸市中央区

● 10月30日
（日）

多文化交流フェスティバル 神戸市中央区

I

C S

大学祭の
ご案内

● 11月 3日
（木・祝） 相楽園「ヤマテノキツネ」
（短大表現芸術学科＆Kobe-Yamate CAST） 神戸市立相楽園
● 11月19日
（土）

神戸菊花展 茶席（神戸山手大学・短期大学茶道部） 神戸市立相楽園

● 11月20日
（日）

オータムコンサート（短大表現芸術学科）＆ キッズ環境教室（大学環境文化学科） 神戸市水道局＜水の科学博物館＞

● 11月20日
（日）

ビエンナーレコンサート（神戸山手女子高等学校音楽科） 神戸市＜ハーバーランドスペースシアター＞

● 12月 1日
（木）
〜12日
（月）

神戸ルミナリエ募金活動

神戸市

学 校 行 事

T O P

（神戸山手で検索してください）

● 9月30日
（金） 神戸山手女子中学・高等学校 体育大会

● 11月12日
（土） 神戸山手大学・短期大学 第51回諏訪山祭
13日
（日）

● 10月 9日
（日） 神戸山手女子高等学校音楽科定期演奏会神戸新聞松方ホール

● 11月27日
（日） 中学・高校オープンスクール

第51回諏訪山祭（大学祭）

11月12日 土 13日 日
10：00〜16：00

入場無料

気になるイベントが盛りだくさんです。51回目を数える
今年のテーマは
「Stand up!!」 We are Japan です。
2日間、
学科・クラブ・ゼミなど、
学生たちが日頃の活動の成果
を披露します。
卒業生・地域の皆さん、
ぜひお越しください。

