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Kobe Yamate Girls’ High School
The music department 50th anniversary
「戦後教育制度の変革以来、次第に現れてきた人間形成におけるアンバランスを是正し、
教育の正常化に寄与せんとする（中略）新しい時代の新しい意味において礼楽の振興に
聊かなりとも寄与できるならば幸い」（当時の学校案内より引用）
こうして音楽科は昭和41年に創設されました。
第6代理事長
第2代短大学長・第4代中高校長

勝本 鼎一 先生

当時の校長であった勝本鼎一先生はさらに「早期教育

ます。当時全国には20校ほどの音楽高校がありました。

ならびに小・中学校で芽生え、生長した苗木が大学で実

まだまだ専門に音楽を勉強することは特別視される時代

を結ぶまでに高校という空白があること、高校時代に立

でした。本校の当時の資料を見ると、生徒それぞれに練

派に花を咲かせないと後に大きな実を結ぶことを期待で

習表が配られ、専攻実技・副専攻実技・ソルフェージュ

きません。この音楽教育上大切な時期に将来音楽を志

等、それぞれの練習時間、計画、反省を書く欄、そして保

望する生徒達は受験重視の教育課程に追われ普通科目

護者・教師サイン欄、欄外には「毎日保護者のサインを

に必要以上の時間と労力を費やす為実技の練習はもち

もらって毎週レッスン日に担任まで提出すること」と記さ

ろん、聴音、視唱等の基礎教育の時間がなく初志をまげ

れています。また担任から「身体を丈夫に

ざるを得ない生徒も少なくないのです。この時期に適切

こう」などとコメントが書かれており、当時の細やかな指

な音楽指導を行い、生徒の能力を伸ばし、豊かな音楽的

導が目に見えるようです。

ファイトでい

情操を身につけさせるため努力を重ねております。生活

こうして50年、音楽科は音楽の専門の道を歩んできま

指導も音楽表現に要求される『正しさ』が躾の柱となって

した。時代は大きく変わり多種多様な選択肢もある中、

おります（抜粋）」このように開設当時の学校案内に綴ら

50年前と少しも変わらぬことに日々の時間を費やす生徒

れておられます。

達に感服すると共に、正しい基礎、豊かな心を育てるお

本校は全校コーラス、選抜高校野球大会歌合唱など
全国にも類を見ない音楽に溢れた学園で、そういう素地

手伝いを今後も続けていくことを音楽科の初心に帰り教
師全員心に刻む毎日です。

があったからこそ音楽科が設置されたのであろうと思い

演奏会案内
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音楽科の専任および非常勤講師の

記念コンサートの最後は在校生、

50周年記念コンサートのトップを

教員によるソロ、アンサンブルの

卒業生、教員による「メサイア」の

切って卒業生と在校生によるソロ、

コンサート

演奏

アンサンブルのコンサート
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ひょうごのまち歩き

基礎訓練

ひょうごツーリズム協会

生活学科は実験・実習に力を入れてい

主催の「学生ガイドとめぐ

ますが、今回は地道な勉強についての基

る、ひょうごのまち歩き」(ガ

礎訓練も行っていることを紹介します。

イド料無料)、好評につき山

高校まではあまり言われていないこと

自習の出発点ができ、多面的に考える中

崎ゼミ5回目の企画参加で

ですが、
「 質問疑問を無理にでもつくる

で理解がすすみ、課題を生み出す原動力

す。間もなく、近畿圏JRの駅

訓練」を行っています。これにより、自学

になります。

に40万部のパンフが並びま
す。皆さんの参加をお待ち
しています。

※詳細は、本学ホームページをご覧ください。

お待たせしました！
今年もやります
『KOBEパンのまち散歩』
連動企画！！
すっかりお馴染みになりましたこの

11月1日（
日）〜30
日（月）に
神戸市中
央区で開
催。

催し、今年の諏訪山祭でも特別なパンが

観光文化学科

登場します。
「港やパン」という仮想パン

2015年度海外派遣留学に
向けた結団式の開催

屋を見立て、
「 サ・マ ー シ ュ 」の パ ン を
使った、ミシュラン二つ星の日本料理店
「玄斎」、フランス料理の「アノニム」、

8月7日（金）に本年度の海外留学結団
式が行われ、23名の学生が英語や中国

立大学に3名、メリルハースト大学、ポー

ベトナム料理の「コムコカ」と企画した

語、日本語で留学への決意表明を行い教

トランド州立大学、上海外国語大学に

特別なサンドウィッチをドリンクと

職員から激励を受けました。今年はカリ

各1名、ピースボート88回クルーズ留学

セット販売。いずれもこの機会でしか

フォルニア州立大学に7名、オレゴン州

に10名の学生が参加します。

味わえない特別企画によるサンド
ウィッチです。是非お楽しみください！

中学・高校より

地元主催
「第六回すわやま盆踊り」
に
神戸山手大学 吹奏楽部が出演

from junior & senior high school

11月15日
（日）中学生対象

オープンスクール
11月21日
（土）小学生対象 わくわく体験スクール
11月は本校の魅力をお伝えすること
ができるイベントがたくさんあります。
中学生対象のオープンスクールでは、入
試問題の解説を聞いたり、クラブ体験が
可能です。3年生だけではなく、1、2年生

説が行われます。6年生以外の人には、ダ

も参加可能です。小学生対象のわくわく

ンスや音楽の授業やクラブ体験ができ

体験スクールでは、10月24日（土）に行

ます。小学生も中学生も、本校の魅力を

われるプレテスト（6年生のみ対象）の解

この機会にぜひ体験してください。

8月16日
（日）
夕方に行われた「第六回すわ
やま盆踊り」
特設ステージでは、
祭りはっぴを
着た吹奏楽部16名によるフレッシュで楽し
い演奏を、
お楽しみいただけたでしょうか。
残念ながら演奏終盤に突然の雨が降りま
したが、
伝統の盆踊りに花を添えることがで
きたと思います。
当日お越しいただいたこうべ小・山の手小校
区の地元のみなさま、
ありがとうございました。
神戸山手大学 吹奏楽型AO入試で合格した方は、入学金20万円が免除されます。
詳細は、入試課までお問合せ下さい。

T O P

青春ふたたび
青春ふたた

シニアクラス

充実の
奨学金

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
を実施。現在40名近くの方々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。
申込
事前
不要

シニア50 +
2015年

ベトナム料理店での試作模様

第2回 入試説明会

10月17日（土）15：00〜16：00

※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。 お問い合わせ／入試課
（078-341-1615）
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第55回諏訪山祭
（大学祭）

11月7日 土 8日 日

入場
無料

10：00〜16：00

今年度のテーマは「祭deワッショイ
YAMATEだワッショイ」です。楽しいイ
ベントが盛りだくさんです。2日間学科・
クラブ・ゼミなど、学生たちが模擬店や
展示をおこないます。卒業生・地域の皆
さん、
ぜひお越しください。

中央区キャラクター
カモメン
©2012 Kobe City

今後の主な行事予定（平成27年）
地域連携行事

学校行事

● 10月10日
（土） 14：00〜 第32回クラシックスクエア（松井春枝短大名誉教授他）
NHK神戸放送局

● 9月26日
（土） 神戸山手女子中学校・高等学校 文化祭・バザー
神戸山手大学・短期大学 入試相談会

● 10月17日
（土） 秋華祭

神戸市中央区

● 10月 2日
（金） 神戸山手女子中学校・高等学校 体育大会

● 10月25日
（日） 多文化交流フェスティバル 神戸市中央区

● 10月11日
（日） 14：00〜 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

● 10月31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

● 10月17日
（土） 15：00〜16：00 シニア50＋ 入試説明会

● 11月14日
（土）オータムコンサート（短大生活学科） 神戸市水道局＜水の科学博物館＞

● 11月 7日
（土）
・8日
（日） 神戸山手大学・短期大学 第55回諏訪山祭

● 12月 4日
（金）〜13日
（日） 第21回神戸ルミナリエ募金活動

● 11月15日
（日） 高等学校オープンスクール

神戸市中央区

● 11月21日
（土） 中学校わくわく体験スクール
＊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）

● 12月12日
（土） 神戸山手女子高等学校音楽科50周年記念演奏会 神戸文化ホール

