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今

短期大学の

短期大学の魅力

̶ 神戸山手短期大学の新たなステージ ̶

Kobe Yamate College NOW

◎ 生活学科

短期大学は2年で卒業できるため、修業年限が短い点で専門学校と似

●「音楽・舞台コース」誕生

ていますが、職業に関わりの深い知識、技能のみならず、社会人として

平成25年度より「音楽・舞台コース」が設置されます。

必要な教養を身につけることができるよう、カリキュラムが2本柱になっ

「音と身体の表現力をつけ、感性を育む」をキーワード
に、多彩な科目を展開します。音楽基礎、ピアノ、ボーカ

ているところが大きな特長であり、また魅力でもあります。

ル、ダンス等の表現力を育成する科目に加え、ミュージ

さらに、短大の個性・特長を明確にするために、平成18年3月の卒業生

カル、舞台演習等、総合的な実践力を磨く科目も充実し

から「短期大学士」の学位も授与されるようになりました。また、短期大

ています。他にも音と生活に関する科目や、ゆるやかな

学で学んだことをより専門的に学びたいという短期大学生のための制

コース制により、他コースの生活関連科目も履修するこ

度が「4年制大学」への編入です。本学も併設の神戸山手大学をはじ
め、多方面への編入学の指定校を抱え、また実績を伸ばしています。

とができ、豊かな感性を育む可能性が広がります。
●「心理コース」開始
平成24年度より「心理コース」がスタートしました。
「心

そして、平成25年4月、神戸山手短期大学は新しく2学科体制として生ま

の視点から生活を深く豊かにする」をキーワードに、人

れ変わります。生活学科に「音楽・舞台コース」が、キャリア・コミュニ

間関係や、心と生活とのかかわりを様々な切り口から考

ケーション学科に「企画・デザイン」分野が新たに設置され、従来の学

えるコースです。心理学の基本的な分野に加えて、衣食

びの幅が大きく広がります。専門性とともに、社会人としての教養をしっ

住等いろいろな生活分野を学びながら、心と生活の調

かり身につけることができる神戸山手短期大学では、コミュニケーショ
ン能力を高め、視野の広い、社会適応力のある学生を育成します。
New!

美ファッション

ホテル・観光

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

業界で働く人になる

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

生活学科
この春
スタート

（平成25年度）

心理

音楽・舞台

コース

コース

心の視点から
生活を深く豊かにする

音と体の表現力をつけ
感性を育む

情報
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）

面では、心理学の知識や人間関係力を生かして一般企
業で幅広く活躍できる他、卒業後さらに専門的な心理学
を志す学生には、神戸山手大学の「心理学フィールド」
等への編入学の道も用意されています。

新設

食デザイン

快適な住空間を創造し
アドバイスできる能力を養う

（平成24年度）

2013年

和を追求できる実践的なカリキュラムが特色です。進路

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

◎ キャリア・コミュニケーション学科
●「企画・デザイン」の学びを
平成25年度より「企画・デザイン」のカリキュラムが始ま

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

ります。これは、キャリアシーンにおいて、職場内・外を
問わず、デザインに対する素養が重要となってきたため

新設

です。各人のセンスを生かし、デザインを動かす、生み出

New!
実践力
英語力アップ

多くの実験・実習を
取り入れたカリキュラム

社会人力アップ

アップ

ゆるやかなコース制

「社会人基礎力を身につける」

教育目標

生活分野を広く学び
生き方をさぐる

（行動力・表現力）

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

す。そのための学びを実践していきます。コミュニケー
ションデザインの基礎から、グラフィックアプリケーショ

プラスアルファの支援

ン操作、写真、タイポグラフィに関すること等を含め、さ

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

らには陶芸、アクセサリーなどクラフトまでを学び、
効果
アクセサ
的なグラフィックコミュニケーションを理解し身につけ
的なグラフィックコミ
ます。

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」

心理コースがスタートしました

ひょうごツーリズム協会主催の「ひょ

ハイキング。
神戸山手大学1号館のすぐ東

本年度スタートした心理コースでは

うごのまち歩き」学生ガイドコースに

にある道ですよ！ 紅葉ハイキングぜひ

「コミュニケーションスキル」
「人間関係

エントリー。
ー。

参加して下さいね！

論」
など、
自分や他人を理解するための科

採用6コースの内3コースを神戸山手大
コースの内3コースを神戸山手大

目に加え、
「恋愛心理学」
や
「ポジティブ心

学が担当。
。
9−11月の間、
兵庫の七福神／

理学」など身近で奥深い心理学の話題を

神戸の歴史と商店街／大師道と修法ヶ原
史と商店街／大師道と修法ヶ原

採り入れた科目も充実しています。心の

を山崎ゼミ内の3チームがガイドします。
ミ内の3チームがガイドします。

視点を生活や仕事に生かすことを目標

パンフレットは10万部作成され近畿
レットは10万部作成され近畿

に、ピアヘルパーなどの資格取得もめざ

圏JR駅にて配布。
て配布。紅葉が美しい11月に
が美しい11月に

します。

の大師道ハイ
2本設定の大師道ハイ
キングコースは、
ースは、大和

キャリア・コミュニケーション学科

田泊から中国長安を
中国長安を

2013年4月より
「デザイン系」
科目群を開設

めざした空海がその
空海がその

グラフィックデザインの基礎知識と
実践的なノウハウを学び、就職活動や
様々なキャリアシーンに活かす

行き帰りにお参りし
にお参りし
た史実を元に名付けら
元に名付けら
れた再度山大龍寺への
山大龍寺への

中学・高校より

見た目で選んでＯK！ルックスやスタ

ミュニケーションの要件に、デザインが

イルの話じゃありません。
「誰のために、

果たしている役割はとても大きいという

何をどうやって伝えるのか」というコ

ことなんです。自分でデザインをおこす
ことができなかったとしても、本学科に

from junior & senior high school

新設される
「デザイン系」
科目群でコミュ

11月10日（土）
中学校・高等学校
第2回オープンスクール

ニケーションにおけるデザインの基礎知
識を学んでおけば、あなたのセンスをプ
ロに形にしてもらうことができます。ど
うです、ちょっとやる気になってきたで

校内ツアーや体験授業、クラブ体験の

しょう？

他に本校の入試問題の解説コーナーでポ
イントをわかりやすく説明します。入試
ミニ説明会や保護者向け講演会など受験

表現芸術学科

に関するお得な情報も盛りだくさん。

第8回 ヤマテノキツネ

ホームページよりお申し込みできます。

●10月28日（日） 神戸市立相楽園

みなさんのご来校をお持ちしております。

音楽科 表現芸術学科

卒業生コンサート
●11月11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

秋の恒例となりましたヤマテノキツネ
を催します。
庭園内を跋扈しつつ、
ご先祖

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
度を設置。現在40名近くの方々が

シニア50 +
入試説明会

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を判
定する方式で、入学者には奨学金
として年額40万円が4年間給付さ
れます（返還不要）。まずは気軽に
資料請求を。

様に神事を奉納する諏訪山のキツネたち
申込
事前
不要

をご覧ください。いろいろなタイプのキ
ツネを捕まえて記念撮影などどうぞ。ま
た、
大学祭二日目となります11月11日に

2012年 10月20日（土）

は、
卒業生コンサートを開催いたします。

14：00〜15：00

卒業後も研鑽をつみ妙なる調べを皆様に

※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。

お聞かせします。
是非ご来場ください。

お問い合わせ：入試課（078-341-1615）

今後の主な行事予定（平成24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13日
（土）

14:00〜 第22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21日
（日）

多文化交流フェスティバル 神戸市中央区

● 10月27日
（土）

秋華祭（神戸山手大学・短期大学ダンス部） 神戸市中央区

● 10月28日
（日）

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18日
（日）

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18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＞

● 12月 6日
（木）〜17日
（月） 神戸ルミナリエ募金活動

神戸市

学 校 行 事
● 9月22日
（土・祝）神戸山手女子中学・高等学校 文化祭・バザー

T O P
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（神戸山手で検索してください）

● 9月28日
（金） 神戸山手女子中学・高等学校 体育大会

● 11月10日
（土） 神戸山手大学・短期大学 第52回諏訪山祭
11日
（日）

● 10月 6日
（土） 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10日
（土） 中学校・高等学校オープンスクール

大学祭の
ご案内

第52回諏訪山祭（大学祭）

11月10日 土 11日 日
10：00〜16：00

入場無料

楽しいイベントが盛りだくさんです。今年度のテーマは
「笑顔大感染 〜 Laughter Pandemic」です。2日間学科・
クラブ・ゼミなど、学生たちが日ごろ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。

