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 アーティステックB専門学校が今年度(4月)より新校舎７号館にて学校名も新たに岩谷学園アー

ティスティックB横浜美容専門校としてスタートすることになりました。また、これまで校長を務

めた岩谷大介先生は学園運営に専念するため副理事長に就任し新たに私、鈴木政信が校長に就任

することになりましたことを卒業生の皆様にお知らせいたします。 

 そこで今回シーブリーズは新しいアーティステックB横浜美容専門学校施設と今後の学校教育に

ついて卒業生の皆様にご挨拶も兼ねて掲載することになりまし

た。 

 初めに新校舎7号館の施設に関する概要を説明いたします。

所在地は５号館の隣地で（西区平沼１丁目３８－１３）地上６

階建（床面積1359㎡）です。１階はフェリーチェ（スチューデ

ントサロン）、職員室・保健室、２階は多目的ホール、３階は

教室・ロッカールーム・４階シャンプールーム・メイクアップ

ルーム、５階エステティックルーム（シャワールーム３・消毒室）、６階：教室と

なっています。特にこれまでの教育環境と大きな違いは何といっても入学式・卒業

式・イベント等ができる２階のホールです。今後の行事では大きく変化することでしょう。 

学生の作品発表や学園祭もいろいろと発想が広がる空間です・・・・・・校舎の概観はスリークなスクールカラーの

赤をアクセントに近代的なデザインにまとめられています。勿論、耐震構造も標準基準以上の１．５倍設計で全フロ

アーはバリアフリー対応となっています。各階の校舎教室は写真と説明だけでは語り

尽くせません、是非お近くにお越しの際は学校にお立寄り下さい。職員がご案内いた

します。 

 新たな教育環境となりこれまで以上に地域社会から愛され必要とされる学校教育を

職員一丸となって目指してまいります。特に時代の変化に適応できる人材（人財）教

育は岩谷学園の建学の精神にあるところです。ご

承知のように岩谷学園は教育を通して「努力心」

「誠実心」「独立心」を養い、平和社会の建設に

貢 献 す る 人 間 を 育 成 す る こ と を 使 命 と す

る・・・・ その中の「３つの心」はビューティー産業で働くに職業人として必要

不可欠な心がけ（要素）としてアーティステックBの教育指針となります。①「努力

心」とは専門的な美容の学びには終わりがありません、常に向上心をもって専門的

な知識・技能追求する人材。（技術者思考）②「誠実心」はお客様の立場になって

常に仕事ができる人材。（顧客思考）③「独立心」ビジネス能力を身につけ専門性

を社会で活かすせる人材（経営者思考）です。職業教育だけでなく職業「人」教育を大切に、美容業界のリーダーとな

る「人財」教育をめざしてまいります。 

岩谷学園のビジネス教育は他校にない校風と実績があります。「B」に込められた代名詞であるスチューデントサロ

ン（フェリーチェ）とビジネス実践は即戦力となる本校独自の教育メソッドであります。今後もこれまで以上に広く社

会から高い評価と賞賛をいただけるビューティー教育機関として努力する所存です。卒業生の皆さんも美容業界で仕事

をされている方から家庭をもって子

育てに励んでいる方とさまざまな時

をお過ごしと存じますが本校の卒業

生として本校の応援をしていただけ

れば幸いです。 

 最後になりますが健康にご留意い

ただき益々のご活躍をご祈念申し上

げて新校舎のご紹介と私の挨拶に代え

させて頂きます。           

アーティスティックB横浜美容専門学校 
新校長が就任、校名を変更、新しく７号館ができました 

多目的ホール 

フェリーチェ 

メイクアップルーム 

シャンプールーム エステティックルーム 
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これからも「夢」を追いかけます  
２０１０年度 日本語科 許 信勇 

 大阪に引っ越して一ヶ月が経ちました。 

 まるで四年前岩谷学園日本語科に入ったのと同じく、一

人で見知らぬ町にやって来てしまって戸惑いましたが、も

う慣れました。 

 今でも岩谷学園にいた頃のことを時々思い出します。 

 あの頃の私は将来への不安を抱えていましたが、目標は

はっきり見えていました。つい最近感ずるのは、予定通り

就職できた私がこれから何を目指して頑張ればいいのかよ

くわからなくなっていることです。 

 あの頃と同じく、もう一年間遊んでもいいかな？いやい

や、もうそろそろ失敗が許されない年になるからと思いな

がら、今日も残業せず早めに退社しました。 

 実は先日まで夜遅くまで会社に残りましたが、最近に

なって定時あがりを要求されました。「時間内に業務を遂

行する能力」を身につけるということだそうです。 

 そういえば、東京の専門学校にいた三年間は結構無茶を

しました。徹夜して作業するなんて日常茶飯事でした。ま

た、ほぼ毎日２０時まで学校に残っていました。家に帰っ

たら、夕飯を食べてまた作業を続けました。大抵２６時前

後まで作業して、その後やっとお風呂入ってから寝まし

た。なぜあの頃は無茶しても翌日

全然問題がなかったのか、最近

は、昼食後コーヒー飲まなければ

絶対眠くなってしまうことがまだ

謎です。 

 きっとそのうち分かるときが来

るでしょう。 

 まだこれからも「夢」を追いか

けると思います。 

夢の実現に向けて第一歩を踏み出しました 
２０１２年度 情報ビジネス科卒 NGUYEN MINH THANH     

              （グエン ミン タン）   

 私は、同級生と一緒に卒業式に出

席出来ませんでした。 

 新聞奨学生として来日した私は、

年間奨励賞をもらうほど職務に一生

懸命でした。月に数回の休みしか無

い状態でも、雨の日も雪の日も、熱

にも負けず１日も休まずに一生懸命

働きました。その反面学校の出席率

はかなり悪く、通常の卒業式の時に

はまだ学校で補習をしていました。   

 猛反省しましたが時すでに遅く、

かなり落ち込んでいました。 

 その時期に、『とにかく就職に向けての武器を持って

学校を無事卒業しなさい。私も出来るだけサポートする

から。』と学科担当の先生に言われました。 

 その言葉を信じて、毎日必死で勉強しました。 

 元々コンピュータ関係は好きだったので、勉強自体は

苦ではありませんでした。FLASHクリエイター能力認定

試験（初級）は授業の時に合格していたので、上級合格

を目指しました。漢字圏ではない私は、技術的な事より

も問題を読んで理解するという事が難しかったです。 

 必死の勉強の甲斐が有って、無事上級試験に合格しま

した。賞状と上級者だけが名刺に貼る事の出来るシール

をもらった時には国の家族に知らせた程です。 

 遅れて卒業する数名と一緒に校長先生から卒業証書を

頂いた時の感激は忘れません。何故『卒業なんて出来な

くてもいい。』などと思っていたのか、不思議に思える

位の感動でした。 

 そのお陰で１つ目に受験したソフト開発会社に合格し

て、７月からインターンシップに行きます。ソフト業界

で働きたいと思っていましたから、その夢の実現の第一

歩を踏み出します。私の別名は、『まこと』です。この

名前の様な人生を歩いて行けたらと思います。 

 私は今、東京ＩＴ会計法律専

門学校に通っています。   

 最初はとても不安で、緊張し

ながらの登校でしたが、今では

クラスの全員と楽しく勉強でき

るようになりました。 

 現在、岩谷で学んだ簿記を生

かし、公認会計士を目標に頑

張っています。専門学校の授業

の中では商業簿記が好きで、テ

ストの時は友人とどちらが速く

正確に答えを出せるか争ってい

ます。 

 また、ビジネスマナー等の授業もあり、毎日忙しく過ご

しています。岩谷を卒業してまだ間もないですが、卒業し

て初めて、自分は素晴らしい学校にいたのだと気づかされ

ました。特に、不登校の時に手厚くサポートしてくださっ

た先生方には本当に感謝しています。 

 また、岩谷の友人たちとも頻繁に連絡を取り合い、お互

いの状況を確認し合っています。岩谷で学び、そして得た

ことを思い出しながら、勉強も遊びも充実させていきたい 

と思います。 

 現在、KENJE’湘南台ANNEXに勤務しています。 

 最初は、常に笑顔でいること、立ちっぱなしでいるの

が大変でしたが、お客様に笑顔になっていただいた時、

「ありがとう」と言っていただき時にこの仕事で良かっ

たと思っています。今は一人でも多くのお客様の悩みを

聞いて、その方に合うスタイルを提案できるように頑

張っています。 

 今は実家を出ているので、お休みの日に家事をまとめ

てやっていますが、ごはん＆お弁当は毎日作ります。 

 クラスのみんなとも、来られる

人が集まって、２～３ヶ月に１回

程度は会っています。それぞれの

お店にも行ったり、来たりしてい

ます。 

 今は料理を頑張っています。少

し流行おくれなのですがグリーン

スムージーにはまっていて、毎日

飲んでいます。 

 報告です。今年の９月に入籍し

て「花田愛美」になります。♡ 

「ありがとう」の言葉で頑張れる 
２００８年度 ビューティースタイリスト科卒 斉藤 愛美 

専門学校に元気に通っています 
２０１２年度 高等専修学校卒 中村 大輝 
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 今、私は日本工学院専門学校ＣＡＤ設計製図科に通っ

ています。 

 元々ものをつくることが好きだったのと、岩谷でＣＡ

Ｄを学び興味を持ったことで、今の学校への進学を決め

ました。入学した当初は不安でしたが、今では友達もで

きましたし、勉強で戸惑うことや、わからない部分が

あっても、設計者になりたいという目標があるので頑張

れています。 

 岩谷にいた時とは、授業の多さ、内容も大きく違うの

で、正直に言うと最初の方は辛かったです。今でもパソ

コンで図面を描いたり、材料について勉強したりする授

業は苦手ですが、岩谷学園で学んだビジネスマナーや設

計の知識があるおかげで、なんとか取り組めています。 

 今でもふと岩谷学園のことを思い出しては、楽しかっ

たな、また遊びに行こうなんて考えたり、辛くてどうし

ようもないときは、岩谷学園で出来た親友や、先生方に

愚痴をこぼしたりし

て、日々過ごしてい

ます。 

 ２年制なので、来

年は就職ですが、３

年間お世話になった

先生方にいい報告が

出来るよう頑張って

いきたいです。 

専門学校で頑張っています 
２０１２年度 高等専修学校卒 後藤 遥  

 こんにちは、経理ビジネス科の

卒業生ボロルです。 

 今年の3月に学校を卒業し、4月

からIT関連会社で働いています。 

 まだまだ仕事に慣れていなく

て、まだわからないことやできな

い事がいっぱいで一から調べてい

るうちに一日が過ぎてしまいま

す。 

 とてもうれしいことに、上司や

先輩がとても優しいのでとても丁

寧に教えてくれます。また同僚のみんなが若い人が多い

ので、休み時間には楽しい話をしているうちに仕事の時

間になってしまいます。 

 今は朝から夕方まで働く会社員生活のリズムに少し慣

れてきましたが、今でも学校のことや学生のころの事や

先生たちのことなどをとても懐かしく思っています。 

 学校で先生たちにお世話になっていたことや、学園祭

のことや、クラスのみんなで一緒に頑張って勉強してい

た事などが学生のころの一番の思い出です。 

 やっぱり学生時代が最高です。(笑) 

 勉強は学生の時だけだと私は思っていません、社会人

になった今でも勉強中だと思っています。 

 今の私は社会の勉強をしています。仕事の進め方、人

とどういう風に接するかをたくさん勉強させていただい

ています。 

 また、仕事の関係で英語の勉強をはじめました。以前

から英語勉強したいと思いつつ、後回しにしていました

が、こんなきっかけではじめられて良かったと思ってい

ます。 

 後悔した事はありませんが、学生のころはもっと勉強

すれば良かったと気持ちは少しあります。 

 最後に学生の皆さんはまず、夢を持ち、目標を決め、

そして夢を叶えるために目標を達成するために一生懸命

勉強し前向きに頑張ってください。 

今でも勉強中 
２０１２年度 経理ビジネス科卒 OTGONBAYAR BOLOR 

                （オトゴンバヤル ボロル）  

 現在私は立正大学経営学部経営学科に通っています。 

 大学では、戦略経営やマーケティング、会計などを学

んでいます。両親が自営業ということもあって、高校２

年生のときに経営学部への進学を決めました。 

 今は楽しいことよりも大変なことが多いですが、頑

張っています。 

 母校である岩谷学園高等専修学校は、商業系の学校

だったので、馴染みのある科目が多いのも頑張れる理由

の一つだと思います。 

 また、連休のある日は、岩谷の友人と集まって近況報

告などもしています。 

 大学に入ったら、勉学以外にも力をいれたいと思って

いたので、岩谷にい

る時から絶対入るぞ

と決めていた学園祭

の実行委員に入りま

した。 

 ５月に１年生で行

う企画の代表になっ

て、最近は企画会議

ばかりでくじけそう

なることもあります

が、周りの友人や岩

谷の親友に愚痴をこぼしたり、岩谷に行って先生たちと

お喋りしたりして、息抜きをしながら頑張っています。 

事務局からのお願い 
住所変更等のご連絡をお願いします 

 毎年、シーブリーズを卒業生に送付しているのですが、住所

が不明で送付できていない方や昨年と住所が変わってしまって

戻ってきてしまうものがあります。このシーブリーズを読んでいた

だいている方は良いのですが、「届いていない」とお叱りの連絡

をいただくことがあります。シーブリーズは卒業した時の住所に

お送りしていますので、ほとんどの方が、実家に届いていると思

います。クラスメイトに実家に届いているか確認するようにご連

絡をお願いします。 

 また、シーブリーズが実家にも届いていない方については、

後日発送させて頂きますので、お手数ですが、校友会事務局

まで、ご一報ただけると助かります。 

 なお、現住所への送付を希望される方も、ご連絡をお願いい

たします。 

 連絡先：岩谷学園 校友会 事務局 
         〒220-0023 横浜市西区平沼１－３８－１９ 

                               岩谷学園５号館内 

         E-mail：koyu@icb.ac.jp 

        Tel：045-321-4414  Fax：045-321-4412 

専門学校に元気に通っています 
２０１２年度 高等専修学校卒 雨澤 星子 
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〔日本文化授業〕 

 粋生倶楽部の岩谷ゆり子先生にお願いして「飾り巻き

ずし」を作りました。 

 楽しかった、おいしかった、きれいなどと大感激でし

た。 

〔日本語科の紹介〕 

日本語科では中国を初め、ベトナム、モンゴル、ネパー

ルなど多国籍の学生が１６０名ほど日本語を学んでいま

す。卒業後は専門学校や大学、大学院に進学、就職を目標

に熱心に授業に取り組んでいます。 

クラスの授業を基本に、季節の行事や日本文化などを取

り入れて楽しい体験授業も行っております。毎月の季節ご

との行事や日本文化、校内・校外スピーチ大会や学園祭、

異文化交流会など様々のいくつかをご紹介します。 

テクノビジネス専門学校(日本語科) 
様々な交流イベント 

〔日本の伝統行事―端午の節句〕 

 授業で兜を作り、端午の節句について学ぶ。子供の成長

を喜ぶ気持ちが理解できたようです。 

〔校内スピーチ大会〕 

 年に１回、初級から上級まで、各クラスの代表が熱心に

主張します。 

〔日本の伝統文化―てるてる坊主作り〕 

 校外学習で雨が

降らないように、

てるてる坊主にお

願いしました。 

〔学園祭-各国の文化紹介〕 

モンゴルやネパールの音楽、伝統舞踊などが披露され、

異文化理解ができました。自国の誇りを感じ、他国文化

を知り相互理解が深まる楽しいイベント。 

 モンゴルの学生による伝統舞踊紹介 

〔校外学習〕 

 全校一緒に今年はディズニーシーへ。てるてる坊主の

願いが叶い、快晴。 

 花火まで楽しんだ学生もいました。コミュニケーショ

ンがとれ、クラス全員仲良しに。 
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【2013年度 春季研修】 

 テクノビジネス専門学校では、毎年春に1泊の研修旅行に出かける恒例

行事があります。 

 1年生は富士五湖の一つである

西湖へ、2年生は湘南国際村セン

ターへ出かけました。 

 1年生はこれからの学校生活の

目標を掲げたり、グループワー

クや体験学習、バーベキューな

ど、お互いの親睦を深めるのが

目的です。初日の研修はなかな

か厳しいものの、「楽しい！」

が前面に出てくる、正に「楽しい！」研修でした。富士山や湖のすぐ近く、

というロケーションも最高です。 

  

一方、2年生は、葉山にある湘南国際村センターでの進路研修です。 

 1年生の「楽しい！」研修とは対照的に、卒業後の進路実現のための「真剣

な」研修です。今年は特に面接練習に特化した研修を企画し、面接に向けての

自己評価や実践的な面接練習を繰り

返し行いました。湘南国際村セン

ターの施設は、いかにも面接室とい

う雰囲気を作り出すので本番さなが

らの緊張感の中、学生たちは熱心な

面接指導を「真剣に」受けました。

既に多くの学生が就職活動に動いて

いますが、是非、この研修の成果を

発揮して就職を勝ち取って欲しいも

のです。 

【卒業制作発表会】 

 2013年2月1日(金)、横浜社会福祉センターにおいて、

「第６回卒業制作発表会」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、今年も

精錬されたプログラムが数多く発表されました。 

 ３DCGや動画を使った発表や、よく調査されたプレゼ

ン、さながら旅行代理店によるプレゼンのような旅行企画

ものもありました。今年の最優秀賞はクラス皆の力を結晶

させた情報ビジネス科２年１組発表の「プロジェクトを組

む」でした。 

 クラスの一人ひとりがFlashなどを使って作成したもの

をパーツとして全

体をくみ上げると

い う、た い へ ん

凝 っ た 作 品 で し

た。企業様からな

ど外部の方もお見

えになり、学生た

ちの２年間の学習

成果を発表するの

に大変良い機会と

なりました。 

 学生たちの成長

に感動です！ 

テクノビジネス専門学校  
 本科の紹介 

【神専各スピーチコンテストで入賞！】 

 2013年1月25日（金）、神奈川県青少年センターにおい

て、神奈川県専修学校各種学校協会横浜支部主催「第24

回外国人留学生による日本語スピーチコンテスト」が開

催されました。 

 今回は、12校から8か国（地域）16名が学校代表として

出場し、テクノビジネス専門学校からは日本語科のダシ

ビレグ・ザンダルマーさん（女性・モンゴル出身）と情

報ビジネス科の劉鈺さん（男性・中国出身）が、共に立

派なスピーチを行い受賞されました。  

 D・ザンダルマーさんは神奈川新聞社賞、劉鈺さんは神

専各横浜支部長賞を受賞しました。 

 日頃の日本語の訓練の成果をいかんなく発揮し、プ

レッシャーの中、堂々と語るその姿に感動です。 
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 この度は、学校法人岩谷学園(岩谷学園テクノビジネス

専門学校)では、地域の多くの人から愛され、信頼される

保育士養成科(厚生労働大臣指定保育士養成施設)設置を

平成２６年４月開設をめざし準備を進めているところで

ございます。本学園の指針である「実践力」を身に付け

た保育士(幼児教育者)の養成をめざしております。 

 就職におきましても、学園系列の幼稚園・保育室など

はもちろんですが、実習などでお世話になった福祉の施

設などの専門職にも、しっかりと就職できるよう幅広く

指導してまいります。 

 ご承知のように現代日本社会は、超少子高齢化社会を

迎えておりますが、子どもや社会福祉職の教育や支援の

人材は、今後ますます社会から求めれていくことが想定

されています。 

 子どもが好きで、将来、保育園・幼稚園・福祉施設な

どの職業を夢見て希望している方がいらっしゃいました

ら、皆さんの入学を心からお待ちしております。 

 

保育士養成科設置準備室 室長 繪面 良一  

 【入学式】 

 今年度は68名の新入生が入学しました。 

 今年は昨年から1クラス増え、1年生は3クラス体制となりました。 

 また、新しく完成した7号館のホールを使ったこともあり、教職員と

もども新鮮な気持ちで入学式を迎えました。 

 新入生たちは、初めての登校ということで緊張は見られましたが、呼

名されると元気よく返事をしていたのが印象的でした。 

 緊張とともに生徒たちの決意が伝わってくる非常に良い入学式でし

た。新入生にとって実り多き3年間になることを願っております。 

  

【新入生研修】 

 新入生たちは、入学後まも

なくして、横浜市栄区にある

上郷森の家へ新入生研修に行ってきました。 

 いきなりの宿泊研修で、出発前までは不安な様子でしたが、現地について

からは積極的な姿勢が見られ、陶芸や自然観察、スポーツ大会など様々な活

動を通してクラスメイトと打ち解け、仲良くなるといった光景がよく見られ

ました。 

 この後、通常のクラスでもとても良い雰囲気で学習に臨めるようになり、

とても良い研修となりました。 

岩谷学園高等専修学校 
新しい仲間と新入生研修 

●認定こども園エクレス 

【エクレス幼稚園】3歳児～5歳児 

 各年齢ごとの成長をやさしく見守りつつ、子どもたちの

個性を大切にするモンテッソリー教育に基づくカリキュラ

ムで、「自ら育つ力」を養います。 

 

【エクレス子どもの家保育園】0歳児(6ヵ月)～5歳児 

 のびのびとした環境も下、アットホームな保育を通じ

て、子どもたちの「生きる力」を育みます。 

  

●認可外保育所  

【エクレスフィア】満2歳児～3歳児 

 モンテッソリー教育に基づいた保育を行う教室です。 

 エクレス幼稚園への入園を希望する方が優先となりま

す。 

 

●横浜保育室 

【エクレスすみれ保育室】0歳児(6ヵ月)～2歳児 

 少人数でアットホームな環境で保育を行います。 

テクノビジネス専門学校 
新学科設立準備中 

岩谷学園の幼児教育 
４園のご紹介  
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学生のお店【フェリーチェ】  

 夏のお勧めメニュー＆学園祭の限定メニューです。 

 この機会にぜひ一度ご利用ください。 

 下記の連絡先にて予約受付中！ 

 

●夏のお勧めメニュー 

  ・フォットジェルネイル ￥２，５００～ 

 

●学園祭限定メニュー 

  ・カラー+アート(3種類から選べます) ￥５００ 

  ・ハンドマッサージ ￥３００ 

  ・リフレクソロジー ￥５００ 

  ・キッズネイル(カラー+シールアート)無料 

    

        お問合せ・ご予約 TEL:045-321-0707 

 シニアを対象とした会員制の「粋生倶楽部」がオープ

ンして６年目に入りました。 

皆様のおかげでこれまでやってこられたことを心より感

謝申し上げます。 

「粋生倶楽部」はシニア世代の皆様が「学び、集い、

交流し、感動する」ことを通して人生の後半を「粋で素

敵」に生き生きと楽しむことを目指しています。 

「元気な１００歳を目指し

て」のウォーキング教室

は、何気なく歩いている

「歩き方」や「姿勢」を見

直すだけで若々しい元気な

自分に出会えるのです。姿

勢を正して歩くことで「認

知予防」「介護予防」につ

ながると、大変好評です。

教室は新築の広い７号館ホールにて行っております。 

また、シニアの方にお得な情報講座「遺言」「相続問

題」「おひとりさまの住まいの問題」などは専門講師が

分かりやすくお話ししております。 

他にも仲間作りの輪が広がるよう、「横浜ぶらり散策」

「ランチ交流会」「いろいろな見学会」など開催し、皆

様に大変楽しんで頂いてます。 

各種講座の検索は⇒横浜 いきいきくらぶ  

 

【お問合せは】 

事務所：横浜駅東口徒歩２分 スカイメナー２階 

住 所：横浜市西区高島２－１１－２ 

電 話：０４５－４４４－２１８１ 

f    a   x：０４５－４４４－２１８２ 

  http/www.ikiiki-club.jp 

【受付時間】火・水・金 10時～17時 土10時～16時  

『粋生いきいき倶楽部』 
～シニアにもやさしい学びと交流のサロン～  

キャリアセンターより 
“変化”への対応 

 【卒業作品発表会】 
 2012年11月9日(金)大

桟橋ホールにて2012年

度卒業作品発表会を行

いました。 

  

 テーマは「Beauty」

みんなで時間をかけて

話し合い、準備をし、日ごろの勉強の成果を発揮して、感

動のステージを作り上げました。   

学園は、（学校法人設立年から数えて）今年で44歳にな

ります。一期生は、還暦を過ぎ、職業人としての完成期を

迎えていることになりますね。皆さんも、仕事や家庭環境

など歳を重ねるごとに、“変化”を感じている日々ではな

いでしょうか。この“変化”、実は、学園にも、そして雇

用の世界にも必須の出来事となっています。 

一例として、横浜簿記専門学校。現在の名称は、岩谷学

園テクノビジネス専門学校。経理学校としてスタートし、

税理士受験合格を目標に資格取得の学習がメインだった時

代から、時代や企業が求める実践力を追及する学校へと変

化を遂げ、外国人留学生の受け入れも積極的に行っていま

す。ここ数年、私どものキャリアセンターが手にする求人

票には、＜国籍を問わず＞＜グローバルな人材＞＜語学力

＞という言葉が頻繁に登場するようになってきました。こ

れまで生産コスト削減が最大目的だった製造業によるアジ

ア圏への進出は、中小企業も海外を巨大な消費マーケット

と捉える時代へと変化しています。 

さて、こうした企業の“変化”の成功は＜人＞にあると

私たちは考えています。日本が世界に誇る＜hospitality 

mind＞－＜おもてなしの心＞がそのキーです。相手を慮る

心と想像を超えた応対力、これこそが企業が【人財】と考

える能力であり、新卒採用においては、その片鱗を持った

人の獲得目指しての採用活動が繰り広げられていると認識

しています。キャリアセンターでは、こうした世の中の変

化と、企業の要望に応えられる人材輩出をすべく、各校の

教職員と一丸となって学生をサポートしている日々です。

この学園を巣立っていった学生たちが全員、その企業の

【人財】と成長することを願いつつ・・・。 

 

キャリアセンター室長 平野由美子 

アーティスティックB横浜美容専門学校 
フェリーチェとイベントの紹介 
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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 
 今回は、卒業生の皆さんの近況報告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。 

シーブリーズ201３ ２０1３年８月１９日 発行  

岩谷学園 校友会 事務局 
〒220-0023 横浜市西区平沼１－３８－１９ 

               岩谷学園５号館内 

E-mail：koyu@icb.ac.jp 

Tel：045-321-4414  Fax：045-321-4412 

校友会HP http://www.iwatani.ac.jp/koyu/index.htm 

東濱祭～２０１３～ 

 

東濱祭今年のテー

マ は、『人・文 化・

未来を結ぶ ～東濱

祭～』に決定！3校の

学生・生徒から提出

された108の応募作品

の中から、アーティ

スティックＢ横浜美

容専門学校の学生の

作品が選出されまし

た。 

そ の テ ー マ を モ

チーフにしたポス

ター図案も、多くの

作品の中から、テク

ノビジネス専門学校

の留学生による作品に決定。 

夏らしい背景に、未来に向かって羽ばたこうとする白

い鳥がモチーフになっています。 

空に向かって伸びる両手は、学生自身の成長を願う気

持ちでもあり、また、学生たちの羽ばたきを支えようと

する友人、地域社会、学校の先生を連想させるもののよ

うに思います。 

まさに、今年のテーマにぴったりの素敵なポスターに

仕上がったと感じています。 

 

今や、横浜駅東口の恒例行事となりつつある「東濱

祭」。 

 

今年の開催日は、2013年9月21日（土）10：00～15：00

です。 

 

3つの専修学校が力を結集して、授業の成果発表や模擬

店などを展開する予定です。 

日頃の学習の成果がポスターやイベントなどに形を変

えて見られることも楽しみの一つですが、岩谷学園なら

ではの異文化交流なども体験できる機会となっています

ので、卒業生の皆さま、ご家族、ご友人をお誘いのう

え、久々に学園に足を運んでみてください。 

 

校友会のブースも用意しております。 

 

懐かしい友との再会の機会に、ぜひ、ご活用くださ

い。 

校友会担当者および教職員も皆さまのお越しをお待ち

しております。 

「人・文化・未来を結ぶ ～東濱祭～」  
201３年9月２１日（土）開催！！ 

＜主なイベント・展示＞ 

 

・MOCHITUKI（もちつき） 

 平沼昭和親交会による実演と販売。 

・フェリーチェ（学生の店） 

 アーティスティックＢ横浜美容専門学校の学生による 

『ネイル・エステ・メイク』のお店です。 

 格安なのに確かな技術がモットーです。 

 ぜひ、お立ち寄りください。 

・International live 

 テクノビジネス専門学校日本語科在籍の留学生と高等 

専修学校の生徒による多国籍ライブ。 

 ベトナム・ネパール・中国等と日本のコラボをお楽み 

に！ 

・ヘアメイクショー 

 アーティスティックＢ横浜美容専門学校の学生による 

華やかでポップなショー。 

 日頃の学習成果をぜひご覧になってください。 

・ヘアメイクネイルコンテスト  

 アーティスティックＢ横浜美容専門学校の１年生によ 

る作品コンテストです。 

・バザー 

 高等専修学校の保護者会によるバザーです。 

 売り切れ必至の人気のバザーに注目です！ 

・学校紹介 

 高等専修学校の生徒会による学校紹介コーナーです。 

・作品展示 

 テクノビジネス専門学校情報ビジネス科の学生による 

ゲームや作品の展示。 

 

＜主な模擬店＞ 学園祭といったら模擬店でしょ！ 
 

・高等専修学校のゼミ 

（ハンドメイド、CAD、キッチン、イラスト、鉄道研究） 

の作品展示と販売です。 

 

・高等専修学校の生徒による出店 

 ホットドック、フランクフルト、焼きそば、やきと 

り、縁日といった高校生ならではのアイデア満載のお 

店が並びます。 

 

・テクノビジネス専門学校の学生による出店 

 かき氷、綿菓子、ポップコーン、フライドポテトと 

いったお祭り必須の出店に、アジアンフード、中華 

フードといった本格的なアジアの味が並びます。 

 留学生の元気な声が飛び交うお店にぜひお越しくだ 

さい。 


