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13 years of the Department of Art Expressions

神戸山手短期大学

表現芸術学科・専攻科（表現芸術専攻）
がこの春に幕を閉じます。

神戸山手女子短期大学芸術科・音楽科の改編統合によって生まれた、
「表現芸術」学科という新しい試みを振り返ってみたいと思います。
1924

山手学習院創立

1950

神戸山手女子短期大学開学

1965

芸術科を設置

1969

音楽科を設置

1971

専攻科（音楽専攻）を設置

1999 学園創立75周年
2000 短大創立50周年
2001 「芸術科」と「音楽科」を「表現芸術学科」に統合
2003 専攻科（表現芸術専攻）を設置、専攻科（音楽専攻）を廃止
2004 男女共学に移行、
「神戸山手短期大学」に名称変更
2010 短大創立60周年
2013 「表現芸術学科」募集停止

表現芸術学科とは

巣立たれた皆さんへ

従前より神戸山手女子短期大学（現神戸山手短期大

芸術科の創設から49年、音楽科の創設から45年、そ

学。共学。）にあった「芸術科」
（美術系）と「音楽科」を

して表現芸術学科としての13年。今後、表現芸術学科の

改編統合して一つの学科とする際に「メディア」
「舞台」と

学びの要素は、規模は小さくなりますが他学科におい

いう要素を加え、
「表現芸術学科」
は誕生いたしました。

て、暮らしを豊かにする分野として継承してまいります。

この4つの学びを融合し、
「自己の芸術による表現」
「融合から生まれる新たなる表現の模索」をする学びを

永きに、この神戸山手において芸術の学びは培われて

目指したのです。自分を表したい欲求、表す方法にとら

きました。それぞれの学科において学び巣立っていかれ

われない欲求を満たすべく、学生は日々、その4つの学び

た卒業生の方々は、芸術家、音楽家としての活躍もあり、

の中を横断的に学習し、様々に工夫を重ね、作品を作り、

また、それら芸術を暮らしの中で心を豊かにするものとし

また発表して来ました。

て続けておられることもあると思われます。その皆さん

音楽を演奏する、歌う、絵画を描く、工芸やデザイン

の芸術に寄り添う喜びと、充実感に心をよせて、表現芸

をする、彫刻や陶芸で直に手から形を造りあげる、舞台

術学科は閉じてまいります。皆さんの充実した学びとそ

やダンスで表情・身体を用いて表す、それらを多様なメ

の発展に寄与できた場であったことを願いつつ。

ディアに組み込む、等々。組み合わせは各自の得手・不得

さらなる発展を、そして表現をしてください。

手を越え、新たな自分の興味や才能、そして組み合わせ
ることによる新しい表現の発見に繋がっていきました。
学科ではそれらの発表の場を拡げ、学内だけでなく、
地域連携活動として学外でのイベント発表も充実し、神
戸市立相楽園、神戸市水の科学博物館や、その他のいろ
いろな場所にてご覧になられた方も多いかと存じます。
イベント発表においては、普段の学びが融合し、在校
生、卒業生集団 Kobe-Yamate CAST（Creative Artists
and Staffs Team）の共同による運営が活発であり、先輩
後輩の絆のつながりはとても強いものとなっています。

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

今年も人気のイタリア研修

ゲンジボタルは幼虫として水中で過ご

工事前

工事後

し、3〜4月にかけて河川敷などの土中に

生活学科の海外生活文化研修（イタリ

神戸山手短期大

ア研修）には今年もたくさんの学生たち

学生活学科ペー

潜って蛹
（サナギ）
となり、
土の中で羽化し

生息域の東岸の護岸が改修され、
幼虫の上

が参加しました。ファッションやインテ

ジで紹介してい

て成虫となります。
昨年までにおこなわれ

陸場所の一部が失われてしまいました。
昨

リア、料理や音楽など学ぶところの多い

ます。
ぜひご覧く

た市道拡幅工事にともなって、ホタルの

年は研究室で飼育した幼虫を放流し、
市民

イタリアで、学生たちは一回り成長して

ださい。

のみなさまに観察いただきましたが、
本年

帰 っ て き ま し た 。研 修 の 様 子 は 神 戸

は自然の繁殖状況を確認するため、
幼虫の

山手短期大学Facebookや、YouTubeの

放流は控えめにして短めの期間で観察し
ていただく予定にしております。
工事前

● 水の科学博物館 はるかぜコンサート
2014年4月12日
（土） 水の科学博物館

工事後

● 相楽園ハッサム邸ものがたり
26日(土)
2014年4月27日
（日） 神戸市立相楽園

キッズエコ工作

春風の中、爽やかで楽しいコンサートと、
昔よき風情の再現をするハッサム邸ものが
たりが開催されます。ぜひご覧ください。

4月12日（土） 神戸市水の科学博物館
環境教育について学んでいる中野ゼミ

の家庭にもあ

では、今年もキッズエコ工作を開催しま

る廃材を使っ

す。
この活動は、
地域の子どもたち、
保護者

て楽しい遊び道

のみなさまに、
リサイクルに関心を持って

具をつくります。学生にとっては、チーム

いただく機会とすることを目的としてい

ワークを組んで社会に役立つ態度を身に

ます。今回は「花トンボとダブルリング飛

つける貴重な場ともなっています。

キャリア・コミュニケーション学科

学科フラッシュニュース！
「マナープロトコール検定３級」
受験者

行機をつくろう！」というタイトルで、ど

全員合格、合格率100％達成！ さらに！
「ホテル産業能力認定講座」
履修者全員が
厚生労働省認可
「ホテル職業能力レベル2」

中学・高校より

を修得！ そして！関西の大学・短大が

from junior & senior high school

テーマに沿ったウエディングのテーブル

Young Americans

コーディネートをプレゼンテーションす

5月2日〜4日、今年も山手に “Young
Americans”がやって来ます。
受講生は小学

りおえたとき、
受講生たちは自分も知らな

生から本校生徒など中・高生の子どもた

かった新しい
「自分」
に気づきます。
そんな

ち。20数曲の歌と踊りをアメリカの若者

達成感と成長とを体験できる魔法のよう

と一緒に学び、
最終日には彼らとともにス

な 3 日 間 。参 加 を 希 望 さ れ る 方 は

テージに上がります。
このプログラムをや

http://jibunmirai.com/yaをチェック！

お知らせ

る産学連携イベント“The Wedding

ものの優秀賞受賞！ 来年度も学科の

Presentation”、
惜しくもV3の栄冠は逃す

活躍には目が離せません！

● インフィオラータこうべ 2014 三宮東
2014年4月26日
（土）
〜27日
（日） 三宮東あじさい通り
恒例の路にあふれるチューリップの花で描かれる
絵たち。いつもの路がとても楽しく美しい世界にか
わります。お散歩がてらぜひお越しください。

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

学校法人神戸山手学園は
創 立 90 周 年 を 迎 え ま し た。

普通科第86回卒業証書授与式
平成26年2月18日
（火）

1924年に創立された神戸山手学園も、おかげさまで今年90年目を迎えること

音楽科第46回卒業証書授与式
● 神戸山手短期大学
● 神戸山手大学

平成26年2月18日
（火）

ができました。山手学習院として開学し、以来建学の精神である「自学自習」
「情操

第63回学位記授与式

陶冶」を教育の原点に、我が学園の学生生徒たちは、国際港都神戸の都心という恵

平成26年3月14日
（金）

まれた環境の下で、勉学、クラブ活動、ボランティア活動など、積極的な活動を

第12回学位記授与式

行ってきました。

平成26年3月14日
（金）

戦後の学制改革により、1947年に神戸山手女子中学校、翌年に神戸山手女子高
等学校が設置され、1950年に神戸山手女子短期大学が設置されました。1999年
には神戸山手大学が開学し、大学・短期大学は男女共学となりました。これからも
本学園は、地域社会をはじめとするみなさまの期待に応えるべくさらなる進化を
目指してまいります。
創立90周年を記念して平成26年5月19日に神戸ポートピアホテルにおきまし

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26年）
地域連携行事
● 4月 5日
（土）
● 4月12日
（土）
● 4月26日
（土）
〜27日
（日）
● 4月27日
（日）
26日(土)
● 4月27日
（日）

神戸山手大学

て、
記念式典・祝賀会を開催いたします。

＊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

（神戸山手で検索してください）

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
キッズエコ工作（大学環境文化学科）＆コンサート
（短大） 神戸市水道局＜水の科学博物館＞
インフィオラータこうべ2014三宮東

花絵制作（短大） 神戸市中央区

相楽園ハッサム邸ものがたり
（短大） 神戸市立相楽園
相楽園会館茶席（大学・短大茶道部） 神戸市立相楽園

● 5月 2日
（金）
主催：NPO法人 じぶん未来クラブ 協力：神戸山手女子高等学校・中学校
〜4日
（祝・日）「ヤングアメリカンズ神戸」<神戸山手大学・短期大学体育館>
● 5月27日
（火）
ホタル観察会
〜6月5日
（木）

神戸山手大学

宇治川ホタル研究部（大学・短大4号館）

学 校 行 事
● 4月 1日
（火）

大学・短大入学式（神戸山手大学・神戸山手短期大学）

● 4月 9日
（水）

高校・中学入学式（神戸山手女子高等学校・中学校）

● 5月19日
（月）

神戸山手学園

創立90周年記念式典（ポートピアホテル）
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平成26年度
キャンパス見学会・オープンキャンパス開催！
神戸山手大学・神戸山手短期大学では、5月よりキャンパス見学会、
7月よりオープンキャンパスを開催いたします。
高校生はもちろん保護者の方も歓迎（事前申込不要）。詳しくは
ホームページをご覧ください。
お気軽にご参加ください。

● キャンパス見学会予定

5/18（日）
・6/1（日）
・6/15（日）
・7/13（日）※5/18・6/1は短大のみ
● オープンキャンパス予定

7/27（日）
・8/10（日）
・8/17（日）
・9/7（日）
◆ 9/28（日）入試相談会

