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Opening a new opportunity
for human resource development for tourism

開会挨拶 井内善臣 学長

「 観光立国フォーラム in KOBE 2017 」開催

インバウンド・スクール事業発表
小槻文洋 准教授

2月10日、神戸ハーバーホールで、本年度本学が受託した
「 訪日外国人観光客4000万人時代に備えたインバウンド中核人材養成事業 」
（ 文部科学省平成28年度「成長分野等における中核的専門人材養成等の戦略的推進」事業 ）の
事業報告会を兼ねた「 観光立国フォーラム in KOBE 2017 」が開催され、約150名の来場者がありました。
本年度の事業では、4000万人の訪日外国人を迎える
2020年に向けて、急成長する観光分野を支える人材を
育成するために、多様なインバウンド（訪日外国人観光
客）への適切な対応能力を身につける全120時間の観光
教育カリキュラムを構築し一般向けに提供しました。サテ
ライトキャンパスの開催や授業日程の増加などのご要望
も頂き、今年度の受講者数は想定目標を大幅に上回るの
べ862名、KPI達成率345％を記録しました。来年度は、
「インバウンド業務取扱者（仮称）」を認定する全120時
間の新たな履修証明プログラムとして、e-ラーニング（基
礎）、大学教員や各界の実務家の講義（専門・実務）、イ

サテライトキャンパス連携成果発表
山陰インバウンド振興機構 米村康幸 氏

ンターンシップ（就業体験）をバランスよく組み合わせ、

受講生表彰 学長より修了証を授与

女性の学び直しや就業、社会人のキャリア転換、キャリ
アアップにつながる学習機会を提供する予定です。
ご期待ください。
パネルディスカッション
「 スーパーインバウンド人材にどうすればなれるか？ 」

「
「職業実践力育成プログラム」
職業実践力育成プログラム」認定制度について
文部科学省 生方寛昭 氏

パネリスト 田中伶奈 氏

次年度カリキュラムについて
小野田金司 教授

大学より

短大より

from university

from college

現代社会学部

現代生活学科

ホタル観察の夕べにむけて

結婚を控えたお友達への
クリスマスパーティ企画

ゲンジボタルの棲む宇治川の生き物た
ちは、
護岸の改修や樹木の伐採などの人間

後期の現代生活プロジェクトでは、

活動によって影響を受けています。
ゲンジ

う、
自然で育った幼虫に加えて研究室で育

ボタルの幼虫はカワニナという巻貝だけ

てた幼虫を3月末に放流する予定です。そ

プライズクリスマス会」という設定で、

を出し合い、
当日までに会場の設営や催し

を食べるので、自然に育つゲンジボタル

れらの幼虫も自然の幼虫とともに4月初

パーティを企画しました。メンバーはそ

内容、料理などすべて自分たちで考え、大

の数は餌のカワニナの数に応じて大きく

旬から上陸し土の中で蛹
（サナギ）
になり、

れぞれ「クラブの同級生」や「中学校の友

満足の楽しい会になりました。

変動します。今年もキャンパス開放の時

5月下旬より羽化して成虫となる見込み

達」という役柄になりきり、思いのこもっ

期にホタルの光る姿をみていただるよ

です。

「結婚を前にした友達（架空）のためのサ

たパーティとなりました。
全員がアイデア

キャリア・コミュニケーション学科

南京町春節祭と
大学アクティブラーニング

ブライダルシャワープレゼンテーション
キャリア・コミュニケーション学科土

観光文化学科では、
『観光文化学特別演

井ゼミ生を中心としたワイナリーブライ

習』の授業の一環として、南京町の春節祭

ダルシャワープレゼンテーションが２月

におけるインフォーメーションブースの

５日ハイセンスなインテリア会社「リサ

運営に取り組んでいます。
春節祭に関わる

ブレア」
で実施されました。
ドレスコード

事前学習はもちろん、
参加学生は当日のイ

や設えはもちろん、
フードやドリンクに

ベント内容を観光客にもわかり易く紹介

至るまで全て学生の手作り。質の良い空

したり、パンフレットを配布し、笑顔で話

間演出の体感は様々な企画提案の上でも

しかけるなど、さまざまな工夫を凝らし

光学を学ぶ一回生から四回生まで、一般

積極的に案内させていただきました。そ

学生から留学生とシニア学生まで、みん

の甲斐もあってか、3日間で約3,500人と

なで力と知恵を絞り合わせ、貴重な経験

昨年の倍以上の来場者数となりました。
観

を積むことができました。

大変有意義なものだと企業の方からもお
褒めいただきました。

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。

中学・高校より
from junior & senior high school

神戸山手の春と言えば、
甲子園球場での大会歌合唱

● 神戸山手女子高等学校

神戸山手の春は、
選抜高等学校野球大会

だけが、甲子園球場の舞台の上で、歌うこ

開会式での大会歌合唱の練習とともに

とができます。
本校の生徒であるという誇

普通科第89回卒業証書授与式

やって来ます。本番は、３月１９日（日）９

りをもって、彼女たちは歌ってくれるで

平成29年2月17日
（金）

神戸山手女子高等学校

時。その１か月以上も前から、本番への準

しょう。
みなさんも、
球場へ足を運んで、
あ

音楽科第49回卒業証書授与式

備は始まっています。生徒たちは、この大

るいはテレビの画面で、
彼女たちの雄姿を

平成29年2月17日
（金）

会歌が大好きです。１年に１回、彼女たち

ご覧ください。
● 神戸山手短期大学

平成28年度
度
耐震補強化事業について

第66回学位記授与式
平成29年3月15日
（水）

大学・短期大学1号

神戸山手短期大学

● 神戸山手大学

館 で は 、地 階 に お い

大学・短大 1 号館外壁

て 数 十 か 所 を 、ま た

第15回学位記授与式

中学・高校では、北館

平成29年3月15日
（水）

の耐震補強工事を実
施しました。
中学・高校北館廊下

神戸山手大学

大学・短大第 2 書庫

今後の主な行事予定（平成29年度）

＊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）

T O P

I

C S

平成29年度 オープンキャンパス

地域連携行事
● 4月 1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 他） 神戸市中央区

● 4月 8日
（土）

コンサート
（短大） 神戸市水道局＜水の科学博物館＞

● 4月29日
（土）

相楽園ハッサム邸ものがたり
（短大） 神戸市立相楽園

● 4月30日
（日）

相楽園会館茶席（大学・短大茶道部） 神戸市立相楽園

主催:NPO法人 じぶん未来クラブ 共催：公益財団法人 神戸市民文化振興財団・学校法人神戸山手学園
● 5月19日
（金）
〜21日
（日） 「ヤングアメリカンズ神戸」<神戸文化ホール>

● 5月20日
（土）
ホタル観察会
〜6月2日
（金）

神戸山手大学では、5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します。この他
の日程でも見学会やイベントを実施します。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。

● オープンキャンパス

開催時間／10：00〜13：00

5/28(日)、
7/9(日)、7/23(日)、
10/1(日)
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
（土）

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
（月）

高校・中学入学式（神戸山手女子高等学校・中学校）

● 夏のオープンキャンパス

開催時間／10：00〜14：00

8/5(土)、
8/12(土)、8/13(日)、
9/10(日)

