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変革する
神戸山手

2013年度（平成25年度）
より
大学の現代社会学部は『総合社会学科』
（設置届出予定）の１学科として、

短期大学は、魅力を増した生活学科とキャリア・コミュニケーション学科の

2学科体制で、新たなスタートを切ることになります。

資格や仕事〈ミライ〉につなげる
認定心理士 / ツアーの企画・ガイド / 福祉住環境コーディネーター
旅行代理店 / ファイナンシャルプランナー / 二級建築士
インテリアコーディネーター / 企業のマーケティング部門 / ISO14001内部環境監査員
社会調査士 / 環境教育の企画・教材開発 / etc. …

Change of the KOBE YAMATE

大学

６つのフィールドから多様な学びを構築する
「総合社会学科」開設へ !!

社会学・メディア
フィールド

大学の価値は、入学した学生の4年間を預かり、どのような社

心理学

会人を育成できるかで評価されます。

フィールド

建築・インテリア
フィールド

現代社会学部

総合社会学科

現代社会学部では、従来の2学科（環境文化学科と都市交流
学科）4コースのカリキュラムを1学科6フィールドに統合改編し
た「総合社会学科」の設置を予定しています。2013年度からの

経済・経営学

環境学

入学生は、その中の2つ以上のフィールドから、自身の望む将来

フィールド

フィールド

像に応じた学びを構築できます。学生がもっとも興味を持つ
フィールドでは、専門性に応じた資格取得を軸に、学生の適性

● 対応する資格とフィールド

社会学・メディア フィールド ： 社会調査士

観光学

心理学 フィールド ： 認定心理士

に応じた将来設計を導き、その他のフィールドの科目を取得す
ることにより、広範な学識を備えた社会人を育成することを教
育目標としています。
また、これからの大学の責務として、18歳以上の社会人に対し
ても広く門戸を開いて進学を促しており、中でも50歳以上の方
を対象とした「シニア50+入試制度」はシニア層に教育機会を

観光学 フィールド ： 国内旅行業務取扱管理者
環境学 フィールド ： ISO14001内部環境監査員
建築・インテリア フィールド ： 二級建築士受験資格

提供するモデルとして学外からも注目されています。

短期大学

美ファッション
コース
おしゃれを楽しむ、
コーディネーター・アドバイザーをめざす

住居インテリア

食デザイン

コース

コース
健康と美容のための食プラニング、
食を通じて美的感性を養う

心理

音楽・舞台

2013年

業界で働く人になる

（平成25年度）

新設

幅広い知識を身につけ、生活のプロとして家庭、地域社会、企
業において活躍する人材を育成します。

舞台コースでは音、音楽、身体表現などを通して、感性や実践

英語・語学力

企画・デザイン

を生かして働く人になる

をこなして働く人になる

キャリア・
コミュニケーション
学科

力の向上をめざします。

コース

コース

心の視点から
生活を深く豊かにする

音と身体の表現力をつけ
感性を育む

情報

New!

ホテル・観光

な「衣」「食」「住」をはじめとし、
「社会」「情報」等に関する

置し、心理コースでは、心の視点から生活を豊かにし、音楽・

この春
スタート

学びを融合し
学科の新たなる進化へ !!

2012年度より心理コース、2013年度より音楽・舞台コースを設

生活学科

（平成24年度）

興味や関心〈イマ〉を
自分の家を設計したい / 旅行の企画を立てるのが好き / 地元の商店街を盛りあげたい
インテリアをデザインしたい / 神戸をあちこち見て歩きたい / 彼女のココロの仕組みが知りたい
ネットが発達すると音楽はどう変わるんだろう？ / 少子高齢化で日本はどうなるの？
温暖化や原発の問題をきちんと知りたい / etc. …

生活学科では、人間生活の多岐にわたる分野について基本的

快適な住空間を創造し
アドバイスできる能力を養う

New!

フィールド

経済・経営学 フィールド ： ファイナンシャルプランナー・
宅地建物取引主任者

従来の生活学科の枠を超える教育活動を通じ、4年制大学へ
の編入や地域への情報発信の強化等の効果も期待されます。

コース

2013年

生活や仕事の場で必要な
情報技術を身につける

（平成25年度）

新設
New!

幅広い知識・教養

ブライダル

を生かして働く人になる

業界で働く人になる

キャリア・コミュニケーション学科では、現代社会の多様な
ニーズに応えることのできる柔軟な思考力、豊かな教養に裏打
ちされたコミュニケーション能力、ビジネス社会に必要な実践

多くの実験・実習を
取り入れたカリキュラム

力を養成し、学生のキャリア形成、向上をめざします。

実践力
英語力アップ

（行動力・表現力）

社会人力アップ

アップ

実質的な国際公用語となっている英語のコミュニケーション

ゆるやかなコース制

能力を併せて身につけることによって、国際社会で活躍できる

「社会人基礎力を身につける」

人材の育成をめざします。また地域社会の一員としての自覚を
教育目標

生活分野を広く学び
生き方をさぐる

生活および仕事のための
基礎力をつける

専門の資格を
少なくとも一つ取得する

もって、その活性化に貢献できる人材の育成を図ります。
2013年度より〈デザイン系〉科目群をプラスし、社会人として
必要なデザインの知識と技術、専門性を充実させていきます。

プラスアルファの支援

編入でさらに
インターンシップ
可能性を高める
実習
児童英語の
資格を
指導者を
身につける
目指す

大学より

短大より

from university

from college

現代社会学部

生活学科

ホタル観察会
＜キャンパス開放

2009年に見られたホタルの飛翔

5/21(月)〜6/6(水)＞

ゲンジボタルが出現するこの時期は、

海外生活文化研修 in イタリア
タリア
2012年2月13日〜20日に実施した
「海
海

レットのデザインは、短期大学表現芸術

外生活文化研修
（イタリア研修）
」
は2003
3

毎年大学・短期大学の学生・教職員をはじ

学科の授業課題で制作されたものから選

年度から9回目を迎えました。
格安旅行並
並

ゴンドラに乗ったりして楽しみました。

めとして、近隣の住民や自治会のみなさ

んでいます。
また、
ホタルをデザインした

の旅費ですが、毎年食事も行程も改善し

ローマではピザ作りを学び、ピザの食べ

まの協力を得て、キャンパス開放を行っ

陶器のアクセサリーも展示します。みな

ており内容も充実してきています。今年
年

比べもしました。フィレンツェ、シエナ、

ております。今年も、季節を感じることが

さまのご来場をお待ちしています。

はベニスでカーニバルを見ることがで

ローマと晴天に恵まれ、イタリアを満喫

き 、仮 装 の 人 た ち と 写 真 を 撮 っ た り 、

できました。

できるイベントとして楽しんでいただけ
るように、準備を進めております。ご来場
大原千尋先生制作の
陶器アクセサリー

いただいた方にお配りしているパンフ

キッズエコ工作

料理クイーンズコンテスト最優秀賞
2月25日
（土）
、
神戸市中央卸売市場料理

4月7日（土） 神戸市水の科学博物館
環境文化学科中野ゼミでは、水の科学

環境に関心を持ってもらうことがねら

博物館でキッズエコ工作を開催します。

いですが、教える難しさを経験すること

今回は「ハンガーでつくる空中ラック」

によって、
学生の成長を促します。

神戸学院大学、

教室にて行われた、
料理クイーンズコンテ

神戸親和女子大学、
兵庫県立大学、
湊川短

ストにて、
生活学科食デザインコースの学

期大学、
流通科学大学の6校が競いました。

生5名が、最優秀賞の栄冠に輝きました。

大学祭でもおなじみのお花寿司をメイン

です。環境教育の一環として、クリーニ
ングなどで出る不用なハンガーを使っ

「大切な人

にして、和食のお弁当に仕上げました。

と一緒に食

朝早い市場見学にも全員で行き、春休み

べたいお花

も練習に励みました。

見弁当」
とい

てプリントなどを収納するラックをつ

うテーマで、

くるものです。工作を通して子供たちに

震災で被災された方々に今年の春は、
花と語らうひと時が戻りますように。

キャリア・コミュニケーション学科

中学・高校より

今年も「ヤングアメリカンズ」が山手にやってくる！

from junior & senior high school

5月25日・26日、
本学にて
『ヤン

選抜高校野球大会歌合唱

グアメリカンズ』
の公演が開催さ
れます。
『ヤングアメリカンズ』
と

本校の生徒たちが毎年この時期に誇り

は、
アメリカの未来のスター達に

に思えるものがあります。
それは、
選抜高
校野球大会の開会式で、大会歌を合唱す

させていただき、
震災への鎮魂の思いも込

ることです。
高校球児たちの憧れの地で、

めた合唱となりました。本年は、3月21日

それを応援することが許される機会を得

（水）、甲子園球場。57回目の出場。生徒た

られることが、生徒たちの誇りを支えて

ちは誇りを持ち、
全国に歌声を届けますの

います。昨年の大会では、閉会式にも参加

で、
期待していただきたいと思います。

よる本格的なパフォーマンスを
体験し、
お互いについて、
そして自分につ

16,000円、
最終日のショー鑑賞は1,000円

いて短期間で
「発見」
する音楽教育プログ

（本学での練習風景の見学は無料）
となり

ラムです。25日・26日のワークショップ会

ます。
プログラムについての詳細は、
NPO

場は本学体育館ですが、
最終日となる27

法人じぶん未来クラブのウェブサイトを

日には神戸文化ホールにてショーが

ご参照下さい。

開催されます。ワークショップの対象は

お知らせ

次の卒業証書授与式、
学位記授与式が各学校で
挙行されました。

● 神戸山手女子高等学校

表現芸術学科

普通科第84回卒業証書授与式

■水の科学博物館 はるかぜコンサート

平成24年2月21日
（火）

2012年4月7日（土） 神戸市 水の科学博物館

音楽科第44回卒業証書授与式
平成24年2月21日
（火）
● 神戸山手短期大学

■相楽園 ハッサム邸ものがたり

第61回学位記授与式

2012年4月28日（土） 神戸市立 相楽園

平成24年3月15日
（木）
● 神戸山手大学

http://www.jibunmirai.com/ya/index.html

■インフィオラータこうべ三宮東

第10回学位記授与式

2012年4月28日（土）〜29日（日）
三宮東あじさい通り

平成24年3月15日
（木）

はるかぜが吹き、ものがたりが綴られ、花が
舞う、表現芸術学科の4月は春爛漫です。
新2年生、
新入生、
さらには卒業生も混じっ
てのイベントが繰り広げられます。彼等、彼
神戸山手女子高等学校

神戸山手短期大学

今後の主な行事予定（平成24年）
地域連携行事

神戸山手大学

女達の発表・成果を、
是非皆様ご覧ください。

＊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

● 3月31日
（土）

生田川さくらまつり
（中学・高校音楽体操部・インターアクトクラブ・生徒会） 神戸市中央区

● 4月 7日
（土）

キッズエコ工作（大学環境文化学科）＆コンサート
（短大表現芸術学科） 神戸市水道局＜水の科学博物館＞

● 4月28日
（土）
〜29日
（日）

インフィオラータこうべ2012三宮東
花絵制作（短大表現芸術学科）、
ダンスパフォーマンス
（大学・短大ダンス部）29日
（日）のみ 神戸市中央区

● 4月28日
（土）

相楽園ハッサム邸ものがたり
（短大表現芸術学科） 神戸市立相楽園

● 4月29日
（日）

相楽園会館茶席（大学・短大茶道部） 神戸市立相楽園

● 5月21日
（月）
〜6月6日
（水）

ホタル観察会 神戸山手大学 宇治川ホタル研究部（大学・短大4号館）

● 5月25日
（金）
〜27日
（日）

T O P

I
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（神戸山手で検索してください）

3月25日
（日）春の学校見学会開催！
神戸山手大学・神戸山手短期大学では3月25日（日）12：00〜16：00
に春の学校見学会を開催します。ひと足早く大学生活を体験してみ
ませんか？
高校生はもちろん保護者の方も歓迎。詳しくはホームページをご
覧ください。

2012年度のオープンキャンパス予定
主催：NPO法人 じぶん未来クラブ

共催：神戸山手短期大学

「ヤングアメリカンズ神戸」<25・26日神戸山手短期大学体育館、27日神戸文化ホール>

学 校 行 事
● 4月 2日
（月）

大学・短大入学式（神戸山手大学・神戸山手短期大学）

● 4月10日
（火）

高校・中学入学式（神戸山手女子高等学校・中学校）

5/13（日）
・5/26（土）
・6/10（日）
・7/15（日） お気軽に
7/29（日）
・8/12（日）
・8/19（日）
・9/9（日） ご参加ください。

