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Until Now and Into The Future

ながきに渡り、多くの卒業生を輩出してきた神戸山手学園は、大きな変革のときを迎えています。
大学学長、短期大学学長、中学高校校長に「いままでと、そしてこれから。」を語っていただきます。
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● 神戸山手女子高等学校

生から留学生とシニア学生まで、
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神戸山手女子高等学校

普通科第90回卒業証書授与式
平成30年2月20日
（火）

中学・高校より

音楽科第50回卒業証書授与式
平成30年2月20日
（火）

from junior & senior high school

独自のキャリアプログラムで、
地元企業とコラボ！

● 神戸山手短期大学

神戸山手短期大学

第67回学位記授与式
平成30年3月15日
（木）

高校進学コースでは、
独自のキャリアプロ
グラムの一環で地元企業とのタイアップ

● 神戸山手大学
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一度召し上がってみて下さい。

今後の主な行事予定（平成30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）

地域連携行事
● 4月 7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 7日
（土）

はるかぜコンサート
（短大＆卒業生グループ） 神戸市水道局＜水の科学博物館＞

● 4月22日
（日）

相楽園浣心亭茶席（大学・短大茶道部） 神戸市立相楽園

● 4月29日
（日）

相楽園ハッサム邸ものがたり
（短大） 神戸市立相楽園

● 5月19日
（土）
ホタル観察会
〜6月1日
（金）

神戸山手大学

平成30年3月15日
（木）

宇治川ホタル研究部（大学・短大4号館）

神戸山手大学
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学園内の平成29年度の
耐震補強工事実施について
神戸山手大学・短期大学
1号館では、昨年の地階
に続き１階等で耐震化
工事を実施しました。
１号館東面外壁耐震補強工事▶

学 校 行 事
● 4月 1日
（日）

大学入学式（神戸山手大学）

● 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）

編集
後記

「神戸山手通信」は学園の広報誌として発行してまいり
ましたが、
第50号をもって最終号とさせていただくこと
となりました。
長年のご愛読ありがとうございました。

