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卒業生のみなさんお元気でお過ごしですか？入社したばかりのあなた、上司、先輩、同輩との人

間関係に悩んでいるかもしれませんね。入社して経験を積まれたあなた、部下育成や自分のやりた

い仕事とのギャップに悩んでいるかもしれませんね。そんな時、もう一度、入学式や卒業式で私が

お話したプラス思考を思い出してください。プラス思考で、自分の知恵を働かせ、自分のもってい

る道具と周りのネットワークを活用し、積極的に問題解決に取り組んでいくことが、自分の能力を

高め、自分の仕事環境を整備していくことに繋がっていくはずです。是非、気持ちを切り替え、問

題解決をバネにして、自分を成長させていくことに取り組まれますようお願いします。 

 さて、学園では、平成２４年４月に幼児教育事業に大きな変化がありました。まず学園の幼稚園と保育園が連携し幼

保連携型の『認定こども園』となりました。こども園となることで、お互いの教育・保育サービスや施設の共同運用が

できるようになり、子育て支援等、お客様の多様なニーズを提供できる体制を整えることができるようになりました。 

また、新しく港北ニュータウンのセンター南駅前に『エクレスすみれ保育室：横浜型保育園』を開園しました。これ

は近くの昭和大学横浜北部病院から依頼があり急遽開設したもので、病院との連携や横浜型の保育の運営を経験できる

ことで、学園の今後の幼児教育事業の発展に寄与してくれるのではと期待している保育園です。今後は、モンテッソー

リ教育で２歳プレ保育を実施しているエクレスフィアとともに、学園の幼稚園・保育園、４園で連携して幼児教育事業

を発展させて参りますので、皆さん応援を宜しくお願いします。 

 一方、専修教育ですが、現在、平沼のキャンパス、５号館の裏に７号館を建設しています。１号館を使用していた

アーティスティックＢ専門学校（美容学校）がここに移転する予定となっています。学園では、この平沼のキャンパス

を徐々に整備し、学生生徒諸君が過ごしやすい環境を整えていきたいと考えています。 

 ところで、今年の２月の上海の第二回岩谷学園校友会では、中国の卒業生の皆さんにお世話になり、とても楽しい時

間を過ごすことができました。この場を借りまして感謝申し上げます。初めて校友会に出席し、卒業生の皆さん方のダ

イナミックな活動にビックリしました。 

まず、忙しい時期にかかわらず、多くの卒業生が参加してくれたこと。中国はとても広いので、上海とその近郊の人

だけの出席だと思っていたら、遠い地域からもこの校友会のために集まってくれていました。また、経済雑誌の情報

で、最近日本人の若い女性が上海、香港、シンガポール等で活躍していると報じていましたが、テクノビジネス専門学

校卒業生の山口さんが中国の卒業生の支援を受けながら上海で日系企業に就職し活躍していました。多分、山口さん

は、日本人の若い女性の最先端を今生きているのだと思います。これからも山口さんに続く人が何人も出てくるのでは

ないでしょうか。 

卒業生の何人かの人と名刺交換をしましたが、多くは著名な日系企業に勤めていて、開発や企画等の仕事に携わって

いるとのことでした。今回は、校友会の中心メンバーで起業している史さんのご厚意で、彼の活躍の場、寧波も見学し

ました。彼は、起業をして今、年商６００万ドルの商をしているそうです。現在は日本の雑誌の付録の仕事をして

いるそうですが、今後、日本との貿易で６倍まで拡大したいと今後の目標を語ってくれました。史さん、とても楽

しかったです。寧波も素敵なところでしたが、何よりも自分の目標を精悍な顔で語ってくれていた史さんの素顔が

とても頼もしく思えました。 

卒業生の皆さんが活き活きと活躍されている姿がとても印象的だったので、平成２４年度の卒業式では、この話を今

年の卒業生への式辞としました。皆さんの今後のご活躍をご期待申し上げます。 

校友会主催 第４回(201２年度)岩谷学園合同同窓会のご案内 
平成2４年11月23日(祝)に実施します 

   校友会主催合同同窓会を行います。 

   皆さんお誘いの上、ご参加下さい。   

   詳細は下記の通りです。 

     日時：平成２４年１１月２３日（祝） 

     場所：１号館(アーティスティックＢ専門学校) ３階 

     時間：15:00～17:00（14:30受付開始）  会費:無料 

     申込方法：同封のはがきにご記入のうえ、ご返送ください     

学園の動向と中国上海同窓会 
岩谷学園 理事長 岩谷伸一 
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卒業して１０年近くが

経ちますが、岩谷での学

生時代を懐かしく思うと

同時に、ネイルの仕事を

始めて、思い返すとこの

１０年近くは、あっとい

う間だったなぁと思いま

す。 

今は、東戸塚のネイルサロンで、ネイリストとしてサロ

ンワークをしています。講師を辞めて、サロンワークに変

わって、約３年経ちますが、日々、お客様と楽しくお話し

ながら、ネイルが出来ているのを嬉しく思います。 

サロンワークを始めた頃は、やっていけるか心配でした

が、慣れてくると接客が、とても楽しめるようになりまし

た。改めて、「岩谷に通ってネイルを始めて良かった

なぁ」と思います。 

仕事以外では、最近は、ヨガにはまっていて仕事後など

に週３回くらいのペースで行って、代謝が上がるように頑

張っています(笑)。あとは、仕事を頑張っているご褒美

に、年に１回は海外旅行に行くのが楽しみの１つです。 

これからも、出来る限りネイリストとして働いていけた

らなぁと思っています。」  

ネイルができるのが嬉しい 
２００３年度 ショップビジネス科卒 伊藤 彩香 

たまにはみんなで集まりましょう！ 
１９８８年度 経理本科卒 米山 晃比呂 

大学に元気に通っています 
２０１１年度 高等専修学校卒 石井 僚一 

 私は今、横浜商科大学商学部商学科に通っています。

入学当初は、不安だらけの毎日でしたが、新入生歓迎会

で友達もたくさんでき、楽しい大学生活を送っていま

す。 

大学では、岩谷学園でも教わった簿記やマーケティン

グなどの商業系の科目を中心に勉強しています。他に

も、少し苦手な英語や興味深い日本史の授業、難しい心

理学の授業など、毎日忙しく過ごしています。 

授業の中でも簿記に関しては、岩谷学園に在籍中から

目標にしていた日商簿記検定１級取得を目指し、４人し

かいない特別クラスで頑張っています。 

岩谷学園に在籍している時の出来事で、一番印象に

残っている事は学園祭です。学

園祭では、会計を任され、実際

のお金のやりとりの中に、簿記

で学んだ知識を活かすことが出

来ました。 

 また、検定の取得にも力をい

れ、在学中に日商簿記検定２級

を取得できたことも、今の大学

生活に活きています。 

 今後も、岩谷学園での経験や

思い出を糧に、大学生活を楽し

んでいきたいと思います。 

 卒業して早２３年、学校は

どうなっているのだろう？ 

この「シーブリーズ」に近

況報告をする事になったの

はそんな懐かしい気持ちで

仕事で横浜に行った際、

久々に母校に寄ったのが

きっかけでした。 

 私は現在、横浜簿記から新卒で入社した三井住友海上と

言う保険会社にて５年間社員でおり、その後独立して現在

も同じ損害保険に携わる仕事をしております。 

 取引先は企業が多いですので、その際にも当時は勉強の

出来た子では無かったと思いますが、要点は案外掴めてい

たらしく、取引先に基本的な税のアドバイスも出来たりと

今でも横浜簿記で学んだことが大いに役に立っておりま

す。 

 当時は「簿記をやっておけばどこの会社でも必ず簿記は

必要なので、就職には役立つだろう」というくらいの気持

ちだったのですが、社会に出て初めて税務と言うのは子供

からお年寄りまですべての人に関わりがあり、かつ関心を

持っているものだと分かりました。 

 おかげで直接は税務関係の仕事をしている訳ではありま

せんが、仕事の取引先の方とも円滑な人間関係を築くのに

これ以上は無いと言うコミュニケーションを取ることが出

来て、自分で言うのも何ですが、横浜簿記をチョイスして

今は本当に良かったと思っています。 

 最後に就職してからは仕事ばかりでしたが、今は少し余

裕も出来たせいか最近は良く当時のみんなと又会いたいな

と思う事が多いです。たまにはみんなで集まりましょう！ 

毎日会社で鍛えられています 
２０１１年度 高等専修学校卒  鈴木 将司 

 私は岩谷学園に在学３年生の２月に、建築関係の仕事

で主にビルの測量、墨だしに携わる「株式会社IS」とい

う会社に内定を頂きました。従業員数が１０名と小さな

会社ですが、すべての社員が経験を持ち、動くことので

きるプロ集団で、今回初めて「一から人材を育てたい」

と、高校卒の求人を出したとのことでした。 

企業見学をするまでは、正直、測量の仕事がどういう

ものか具体的には分かりませんでしたが、面接の際の

「この仕事に必要なことはやる気と体力、仕事は入社し

てから一から学んでいきましょう。」という言葉で、入

社を決めました。 

 入社後は、毎日４時起床で会社へ出社し、新築マン

ションや小学校、病院と毎日様々な現場を飛び回る日々

が続いています。まず覚えたことは、上下関係。見た目

は怖いけれど、気持ちは優しい先輩方がやさしく教えて

くれました。現場の仕事は、「墨だし」の作業です。図

面を見ながら、柱や壁の位置を正確に割り出し、フロア

にポイントを打ち、ポイントとポイントをつなげて、実

際に柱や壁を建てる位置にしるしをつけます。図面が読

めるようになるまで１年以上かかるとのことですが、今

は図面を見て場所がわかるくらいにはなってきました。 

最近は、だんだん

と仕事の動 きがわ

かってきて、日々自

分が成長していると

実感しています。岩

谷での思い 出を胸

に、これからも努力

を重ねて、一人前の

「職人」になるため

に、頑張っていきた

いと思います。 
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テクノビジネス専門学校 
充実した学校生活 

＜１年生研修＞ 

 ２０１２年４月２４日・２５日に今年４月に入学した１年生の研修旅行が西湖で行

われました。出発当日は昨日までの雨が嘘のように晴れ、気持ちのいい日でした。 

観光バスで西湖まで移動しましたが富士山がきれいに見えて感動しました。 

 １日目は大会議室で全体研修や小会議室に分かれてのグループ研修。 

 ２日目は体験学習とバーベキュー。 

 体験学習は、ガラスアート・陶芸・オルゴールの絵

付け・スポーツに分かれて体験しました。 

 皆、真剣に、しかし、とても楽しんで体験学習をしていました。 

 バーベキューでは、率先して先生の手伝いをしたり、料理手腕をふるう学生がいた

り、普段見られない意外な学生の様子が見られました。全体的にとても有意義で楽し

い研修旅行となりました。 

 

 

＜２年生研修＞ 

 ２０１２年５月１７日、１８日葉山にある湘南国際村センターで２年生進路研修が

行われました。２年生が卒業後の進路決定の第一歩とするために、就職・進学・ビザ

更新や昨年の卒業生がどのように進路を決定していったかなどの講義を受け、履歴書

や目標進路実現のための計画シートなどを作成しました。 

 また、卒業生の林珺玲さんに、就職活動の方法や現在の仕事の内容、やりがいなど

お話し頂き、在校生たちは大いに刺激を受けました。 

 

＜卒業作品発表会＞ 

 ２０１２年２月９日、情報文化センター情文ホールにおいて、「卒業制作発表会」が

行われました。 

 この発表会は、クラス予選会を経て選ばれた個人やグループが、２年間の学習成果を

発表するのもので、今年は１０の個人やグループが、シューティングゲーム制作、商品

管理システム制作、ホームページ制作、旅の企画などを、その過程や苦労した点などを

プレゼンテーションして、成果を競い合い、最優秀賞には、経理ビジネス科２年５組李

霞さんの、震災後に宮城県石巻市でボランティア活動した記録の発表が選ばれました。 

 

＜ボウリング大会＞ 

 みんな笑顔の楽しい一日。 

テクノビジネスではもはや恒例となったボウリング大会が２０１１年１１月３０日、戸

塚ボウリングセンターにて開催されました！２学年全クラスと教職員も多数参加、豪華賞

品多数、ボウリング場貸切等々、今年も華やかな大会とな

りました。 

 １球ごとに大きな歓声や笑い？が起こり、どのレーンも

学生たちの素敵な笑顔で溢れていました。 

 和やかで楽しい雰囲気の中、クラス内外を問わず親睦を

深めることができました。今年も学生たちの笑顔がいつも以上に眩しい一日でした。 
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２０１１．５．２７≪校外学習≫ 

 日本語科では前期に全クラスで一緒に校外学習に出かけます。 

 昨年は東京ディズニーシーに行きました。行程はクラスごとに自由に設定し、楽しい時間

を共有することで、互いの親睦が深まりました。校外学習の後は、クラスがまとまって仲

良くなり、良い雰囲気で学習に取り組んでいます。 

 

 

２０１１．７．２０≪校内スピーチコンテスト≫ 

毎年恒例の日本語科の校内スピーチコンテスト。昨年は横浜西公会堂で行われ、中国、

モンゴル、ベトナム、フィリピン出身の学生16人が日ごろの成果を競い合いました。ま

た、余興で歌や踊りなども紹介され、楽しみました。 

 
２０１２．２．１５≪日本文化授業≫ 

 ここ数年、毎年、粋生倶楽部の協力をいただいて、日本文化授業を行っています。今回

は「ソバ打ち」や「飾り巻きずし作り」の料理を通して、日本文化への理解を深めまし

た。粋生倶楽部の皆さんと、いろいろ話しながら楽しく交流できました。 

 
 

２０１２．３．８≪文化交流会≫ 

 学生の出身各国の文化を学生自身の工夫で、紹介する機会を設け

ています。今回は、それぞれ民族衣装の披露や各国の踊りを通して、交流しました。（写真は

ベトナムのバンブーダンス）クラスを越えて各国の学生が協力し、同国人同士の交流も深め

られる会となりました。 

 

≪岩谷学園校友会 第２回中国同窓会≫ 

 ２０１１年から始まった、中国上海での岩谷学園日本語科卒業生の同窓会は、２０

１２年２月１８日に第２回を開催しました。 

 岩谷伸一理事長先生にもご出席いただき、卒業生も感激していました。 

 社会人となった学生たちが次々に挨拶し、国際情勢やビジネスの話で盛り上

がっていました。卒業生の活躍が期待されます。 

テクノビジネス専門学校(日本語科) 
さまざまなイベント 

岩谷学園高等専修学校 
新しい仲間と楽しい思い出 

 【入学式】  

今年度は６３名の新入生が入学しました。学校生活の初日ということで、と

ても緊張した様子でした。しかし、入学式が始まり呼名されると、その返事に

は３年間頑張るぞという強い気持ちを感じました。実り多き３年間になること

を願っております。 

 

【新入生研修】 

 入学して間もなく、金沢区にある上郷森の家

へ新入生研修にいってきました。新入生は陶

芸、スポーツ大会などさまざまな活動を通してクラスメイトと仲良くなり、打ち

解けることができました。とても良い研修になりました。 

 

【サマーキャンプ】 

 ７月１８日から２泊３日で式根島へサマー

キャンプにいってきました。竹芝桟橋から

ジェット船で揺れること２時間半、海が透き通り、一面珊瑚礁が広がる式根島に

到着しました。島では漁船での釣り、海水浴や散策を行ったりと、島内活動を楽

しみました。島民のかたや、学年を超えての交流、普段経験出来ないことをたく

さん経験できた良いサマーキャンプになりました。 
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アーティスティックB専門学校 
学生のお店「フェリーチェ」メニュー  

ESTHETIQUE 

●Ａコース  

 （クレンジング＋マッサージ＋ローションパック）￥2,500（60分） 

●Ｂコース 

 （クレンジング＋マッサージ＋パック)      ￥2,700（60分） 

●Ｃコース 

 （クレンジング＋ディープクレンジング＋マッサージ＋パック)  ￥3,000（90分） 

●ハンドマッサージ（オプションメニューのみ）               ￥  500（20分） 

※ディープクレンジングは吸引orブラシをお選びください。 

※パックは美白、保湿、冷却の３種類からお選びいただけます。 

NAIL                              MAKE 

≪基本メニュー≫                        ●ポイントメイク   ￥400（5～10分） 

●レギュラーコース（ケア＆カラー） ￥1,500（60分）       ●フルメイク     ￥600（40分） 

●ケア               ￥1,000（30分）             ≪化粧品をお持ちになった方≫ 

●カラーリング（１色）       ￥1,000（30分）               ・ポイントメイク  ￥200（5～10分） 

≪ジェルメニュー≫                                                ・フルメイク    ￥400（40分） 

●ワンカラー            ￥2,000（90分） 

●ラメグラデーション        ￥2,000（90分）           

●デザイン（ピーコックなど)     ￥3,000（90分）                                         

●ジェルオフ            ￥ 300（60分）       ☆お時間が前後する場合がございますが、 

≪フットメニュー≫                                        ご了承下さい☆         

●フットフルコース         ￥2,500（90分）      卒業生の皆様のご利用をお待ちしております。 

●フットケア            ￥2,000（60分）      営業時間：１７:１５～１９:００(火～木曜日)           

●フットジェル（ワンカラー・ラメグラデーション）￥2,500（90分）    ご予約先：０４５－３２１－０７０７     

●フットジェルデザイン（ピーコックなど）￥3,000（90分） 

●ジェルオフ            ￥500（60分） 

≪アートメニュー≫                

●ストーン（１粒）  ￥20～          なお、メニューにつきましては、現在行われているものです。 

●エンボス（１本）  ￥50～                       今後、変更する場合があります。 

キャリアセンターより 
職場環境とキャリア形成 

 仕事に就いて５年・１０年と歳を重ねるようになると、現場での仕事からマネジメントに携わるようになるなど、働

き方にも変化が生じるようになってきます。コンピュータが好き→エンジニア、美を探求したい→エステティシャン、

人をサポートする仕事に就きたい→事務職といったように「好きを仕事にする」から選んだ仕事なのに、人間関係のト

ラブルや立場や環境の変化に戸惑う時期に直面している方も多いのではないでしょうか？ そうした時に、あなただっ

たらどんな対応策をとりますか？そこが、キャリア構築で大きな分岐点になるのです。 

①「こんなはずじゃなかった」と新しい環境を選択する  ②「乗り越えられない困難はない」と前向きに取り組む 

③「どう対応したらよいのか？」上司に相談する     ④「人生こんなもんさ」と諦めて、同僚や友人に愚痴る 

 ②のようにプラス思考の回答を得られる人は問題なし。これからも、前向きに捉えピンチをチャンスに変えていって

欲しいものです。そして、周りに立ち止まっている同僚や部下がいたら、プラス思考でいることの大切さを伝え続けて

いって欲しいと思います。さて、①④はどうでしょう？この選択肢は、逃げの行動といえます。回避したかのように見

えるこの行動、でも実は根本的な解決にはなりません。では、③はどうでしょう？人に相談をするということは、自分

の言葉で語ることを整理する必要が生じますので、客観的に自分を見る良い機会といえます。この時に大切なのは、相

手の意見を鵜呑みにしないということ。実は、答えは自分の中にあるものです。話をしているときに湧き出てくる感情

をしっかりと受け止めてみましょう。そして、腹を割って相談できる信頼できる上司がいることに感謝しましょう。 

 ＯＢ・ＯＧの皆さん、今あなたは「働く」ということをどの様に捉えていらっしゃいますか？入社した時からずっと

同じ環境で働ける職場は皆無です。順風満帆と思える時にこそ、いつか押し寄せる環境の変化にも十分耐えうる＜力＞

を身に着けて欲しいと願っています。社会や職場環境の変化に対応する力こそ、

【今を生き抜く力】ではないでしょうか。 

 学園でも【今を生き抜く力】を養うために毎年学園研修等を実施し、教職員

の職務能力ＵＰを行っています。写真は2012年8月1日に実施された「マネジメ

ント研修」の一コマです。講師は理事長先生。学園の方針の共通理解をし、各

部署の目標達成のために何をすべきか？職員の知恵を結集している様子です。 
                     

                     キャリアセンター室長 平野由美子 
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＜粋生（いきいき）倶楽部 お問合せ・お申込み＞ 
横浜市西区平沼1-38-24 岩谷学園1号館1F 

TEL／FAX：０４５－３１４－３７３０（日・月・木・祝日は休館） 

URL：http://www.ikiiki-club.jp/ 

E-mail：info@ikiiki-club.jp 

検索は… 横浜 いきいきくらぶ で 

 

＜マジック教室＞ 

＜茶懐石料理教室＞ 

会員交流会 

＜飾り巻き寿司教室＞ 

代表 岩谷 ゆり子 

＜そば打ち教室＞ 

他 教室・会員交流会等あります。 

お電話、お待ちしています。 

心あたたまる仲間との 

“ひととき” 

粋生（いきいき）倶楽部 

＜主なイベント・模擬店等＞ 

１号館３Ｆ 

 ・ライブ 

 ・ヘア・メイクコンテスト 

１号館２Ｆ 

 ・学生のお店「フェリーチェ」 

  （メイク・ネイル・エステサロン） 

１号館１Ｆ（粋生倶楽部） 

 ・手打ち蕎麦の実演販売 

 ・飾り巻きずしの実演販売 

 ・沖縄ミニ物産展 

３号館２Ｆ（岩谷学園校友会） 

 ・ＯＢ／ＯＧコーナー 

５号館 

３Ｆ／４Ｆ／５Ｆ／エントランス(高等専修学校生徒) 

・フランクフルト、チョコバナナ、かき氷、 

           焼きそば、たこ焼き、クレープ 

 ・写真展示／絵画展示／川柳展示 

モンテベルデ第Ⅱ前 

 ・ＭＯＣＨＩＴＵＫＩ＜餅つき＞ 

（テクノビジネス専門学校・平沼昭和親交会の方々） 

なお、内容に多少変更がある場合もございます。 

どうぞ、一日学園生に戻っていただいて旧交を温めて頂ければ

幸いです。 

東濱祭～２０１２～ 
暑さ厳しき折柄、皆様にはお元気にご活躍のことと思いま

す。 

さて、今年も熱い学園祭の季節がやってまいりました。岩谷

学園『東濱祭』を、９月１５日（土）午前１０時より、賑やか

に開催いたしますので、ＯＢ・ＯＧの先輩の方々、奮ってご参

加いただければとお願い申し上げます。 

昨年の学園祭は、５号館ウラの駐車場をメイン会場にして、

『ＭＯＣＨＩＴＵＫＩ』（もちつき）等の模擬店が立ち並び、

地元自治会の「平沼昭和親交会」のご協力を得て、御神輿も登

場しました。 

テクノビジネス専門学校、テクノビジネス日本語科、アー

ティスティックＢ専門学校、粋生倶楽部、高等専修学校が、そ

れぞれの特色を生かしながら、また他部署とコラボレーション

しながら、地域の風物詩の一つに数えられるようになってまい

りました。これも、ひとえに皆様方のご協力の賜物だと感謝い

たしております。 

今年のテーマ「集まる広がる東濱祭」は、学生・生徒から応

募です。ポスターデザインも学生の応募作品です。少しずつで

すが、学生・生徒主体の学園祭に展開しつつあります。 

今年は、駐車場という広場がなくなり、密度の高い展開を余

儀なくされていますが、生徒・学生・留学生が中心となり教職

員も一丸となって工夫を重ねて、昨年に倍する学園祭にして参

りますので、よろしくお願いします。 

「東濱祭～２０１２～」 2012年9月15日(土)10:00～ 
・・・ぜひ、ご家族・ご友人などお誘いの上、ご来場ください！ 

皆さんの近況をお知らせください 
 皆さんの近況を校友会事務局までお知らせください。クラス会や

ＯＢ会などを開かれたときも、ぜひその情報をお知らせください。 

同封のはがきをご返送ください 
 今回も、卒業生の皆さんの近況報告・同窓会の出欠のはがきを

同封しましたので、ご記入の上ご返送ください。住所や氏名の変

更も、同封のはがき、またはE-mailでお知らせください。 
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