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 学校法人 岩谷学園は、創業者である岩谷朝吉が戦後の日本復興の願いを込めて生ま

れた学園です。学園は１９４５年に新たな帳簿組織を生み出し販売し、珠算を主とした

実践経理研究協会を創業したのが始まりです。 

 その後、１９５０年に川崎簿記珠算学校を設立し、岩谷朝吉が初代学校長へ就任しま

した。そして、１９７１年に学校法人岩谷学園の設置認可を取得し、１９７６年には専

修学校法制定により専門学校へ移し、川崎簿記専門学校へ名称変更をしました。 

 １９８０年には主体としていた地である川崎から横浜にも進出し、横浜簿記専門

学校（現：１号館）を認可開校し、時代を見据えた珠算・簿記を主体とした経理教育を展開しました。その頃

から、２代目にあたる岩谷伸一(現:学園長)は、先々を見据え、珠算・簿記に加わる新たな展開として『ビジ

ネス教育、パソコン教育、実践実習教育』の３つの普及を打ち出し、新たな風を学園へ吹き込みました。 

また、『楽しい教育』を学園のテーマへ掲げ、『教育の本質は何か？』と学園へ問いかけ、それを実現する

ための岩谷学園教育システムを構築することに取り組みました。それが現在も学園で活用され、学園のベース

となっている『教育のPDCAサイクル活用』、『学習成果のポートフォリオ』、『PA(ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽｱｾｽﾒﾝﾄ)表』

等々になります。 

学校法人 岩谷学園に受け継がれた、素晴らしい教育の流れ、及び精神を後世変わることなく、また時代の

変化を堅実に読み取り、子供たちと共に歩む未来を創出して行きたいと思います。そのためには、建学の精神

である『我が学園は、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』ことを胸に刻み、毎日の教育に具体に一生懸命取り組む必要があると感

じております。 

教育業界は間違いなく転換期を迎えております。あらゆる変化を大切に汲み取る岩谷学園の今後の展開を楽

しみにして頂きたいと思います。  

学校法人 岩谷学園 新理事長 岩谷 大介 

新たな船出、保育士養成科のスタート！ 

岩谷学園テクノビジネス横浜保育専門学校に校名も変更！ 

 本年４月から厚生労働省の認可を受けた保育士養成科を新たに開設し、岩谷学園テクノビジ

ネス横浜保育専門学校に校名を変更しました。これは、本校のこれまでの教育経験と本学園の

保育園・幼稚園の実践経験を基礎に、実践力ある保育士を育成して、幼児教育施設の保育士不

足という社会のニーズに応えようとするものです。本校がこれまで行ってきましたビジネスや

コンピュータの教育および留学生への日本語教育には変更ありませんが、保育士養成科の新設

に伴い、教育内容がわかるように校名も変更いたしました。ちょっと長い校名ですが、これま

での学科同様、新しい保育士養成科にも皆さんのご支援をよろしくお願いいたします。  

エクレスとの連携を深めて 

 子供の力とは不思議なものです。当初は緊張していた学生も、子供たちとの触れ合いを通

して徐々に表情が柔らかくなり、実習後半には、積極的に子供に関わる姿が見られるように

なりました。実習後の感想では、「こんなに子供たちがかわいいとは思わなかった」「保育

士の大変さを実感することができた。ますますやる気が出てきました」という声も聞かれま

した。必修の実習だけではなく、系列園があるからこその岩谷学園の強みだと思っていま

す。エクレスとの連携を深め、実践力のある学生の育成に努めたいと考えています。 

特色ある授業を通して 

 数ある養成校に「追いつけ・追い越せ」を目標に養成の要である授業に様々な特徴を打ち出しています。その筆頭

が、ミュージカルのプロを講師に招いての授業です。声を出して歌う・体を使って表現をする・演技をする・・・・。

これらの授業内容は、学生自らの表現力を高めるだけではなく、実際の保育現場に立った時、大いに役立つ要素を持っ

ています。正に岩谷学園の教育テーマである「楽しい教育」の体現です。学園祭等の折に、皆様に披露する機会があれ

ばと思っています。卒業生の皆様には、社会に出られ、社会人としての喜びと共にその厳しさも感じられていることと

思います。ですが、そのひとつひとつが自身を大きく飛躍させる機会だと捉え、一歩一歩前に進んでいただきたいと思

います。併せて、紙面上で恐縮ではありますが、皆様には「岩谷学園保育士養成科」へのご支援をお願いしたいと思っ

ております。社会人の受け入れも多く行っておりますので、お心当たりの方にご紹介していただけると幸いです。 
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お客様の笑顔で頑張れる！ 
２０１２年度 トータルビューティー科卒  山田 有香  

 私は現在、ネイリストとして働い

ています。今は主任として後輩の指

導にも携わっています。対面で約２

時間つきっきりの仕事は、思った以

上に大変でした。でも、ネイルをし

たあとのお客様の笑顔を見ると、私

も幸せな気持ちになり頑張ってよ

かったなと思います。 

 今では「山田さんにお願いしま

す！」と指名をしていただけること

がとっても嬉しくやりがいを感じます。 

 学校では人数が少なかったので、クラスメイトとの仲が

とても良く毎日楽しかったです。とても毎日が充実してい

ました。 

 学生サロン「フェリーチェ」での接客や、体験入学のお

手伝いは、卒業後とても役に立ちました。 

 今でもクラスメイトとは、食事に行ったりディズニーラ

ンドに行ったり、卒業後も仲良く遊んでいます。６月１９

日に卒業後、初のクラス会を行いました。転職したり、結

婚しママになっていたり、それぞれ別の道を歩んでいます

が、卒業してもこうして集まってワイワイできる楽しい仲

間たちです。 

税金を通して社会を考える授業 
１９８３年度 税理士本科卒業 藤原 裕里子 

 現在、私は、１９８８年の税理士試験で５科目目に合

格した後、翌年３月に税理士登録。現在もずっと岡山県

岡山市で税理士を続けている。 

 現在は「中国税理士会広報部副部長」という肩書で、

主に対外広報（マスコミ向け）の責任者として、「税理

士」を広く知っていただく活動をしている。地元のＡＭ

ラジオでも準レギュラーとして番組に定期的に出演し、

法律家たる「税理士」のＰＲに努めている。 

 ここ１０年来、特に取り組んでいるのが「租税教

育」。児童・生徒・学生はもちろん、社会人にも広く

「税金について」だけでなく、「税金」を通して社会を

考える授業を行っている。目指しているのは「税金」を

通した「道徳教育」。自分のことだけでなく、他者を思

いやることができると、世の中もっとよくなる…みたい

な。そのために必要なのが、「税金」なのだと。 

 できるだけ多くの人が、できるだけ「公平」に思える

社会を作る、このことには正解がないことも。だから、

ずっと考え続けなければならないこと。実に難しい。 

 難しいことだが、たった１時間の授業でも子どもたち

は真剣に考える。斬新なアイデアが生まれる。この一生

懸命さを忘れてほしくないから、「政治に関心を持て!」

とそそのかしてみる。関心を持つことから、すべては始

まる。この国の未来を変えることが出来るのは、未来を

真剣に考えることに関心を持つ

ことのできる君たちなのだと。 

 税理士になっていなければ、

こんなことを考えもしなかった

かもしれない、とふと思う。 

  皆さん、こんにちは！ 

 私は朝日新聞奨学生として岩谷

学園の日本語科に入学して、２０

１４年に卒業しました。 

 卒業後に帰国して来てから、在

モンゴル孔子学園で中国語を勉強

し始めました。今スカイプやフェ

イスブックなどで岩谷学園の中国

人の同級生と友達に中国語で連絡

できるようになって嬉しいです。 

 日本語を勉強したおかげで、中

国語、特に漢字を覚えるのが問題

ないです。最近、韓国語も勉強し

ています。韓国語には「カバン」

などをはじめ、発音と意味が似ている言葉があり、けっこ

うおもしろいです。 

 日本語はメリットになっているから、日本語も忘れずに

頑張っています。私は日本で勉強していた日本書道を今モ

ンゴルから続けて勉強しています。 

 今年７月５日から孔子学園の派遣で、中国の山東省にあ

る山東大学へ２週間の研修に行って来る予定です。 

 戻って来てから、夢に向かって就活活動し始めるつもり

です。就活する前に合間を縫っていろいろなことを勉強し

ながら、経験を積んで、前に進んでいこうと思います。 

 入学から卒業式までの２年間で、本当に良い思い出がで

きて嬉しいです。学校の先生と同級生に離れて寂しいけ

ど、その良い思い出を思い出して、懐かしい気がしていま

す。 

 昨年の夏に岩谷学園日本語科の４人の先生がモンゴル旅

行して訪れて来て、楽しかったです。 

 学校の先生方と全員に改めて感謝を申し上げます。  

 私は現在横浜商科大学商業学部商業学科で学んでいま

す。入学当初は不安でしたが、徐々に大学生活にも慣れ

ていき、また岩谷学園の3年間で得た積極性のおかげで多

くの友人もでき、楽しい大学生活を送っています。授業

を受けるのも楽しく、特に英語の授業は気に入っていま

す。簿記は岩谷でやっていた分ついていけますが、より

ハイレベルな内容になっていて、やりがいがあります。 

 私は岩谷学園でマーケティングを初めて学び、この分

野にとても関心を持つようになりました。やがて将来こ

の分野で働きたいと思うようになり、より高度な内容を

学ぶため、この学校に入学しました。岩谷学園で多くの

人に支えられて成長し、現在は夢に向かって頑張ること

ができています。また、岩谷学園でできた友人たちもか

けがえのない存在です。今でも一緒にご飯を食べに行っ

たり、カラオケに行ったりととても仲がいいです。 

 大学生になって分かったのは、自分

から行かないとダメだということで

す。自分で壁を乗り越えていく力が、

社会では必要だということを実感する

ようになりました。さらに成長した姿

を岩谷学園の皆さんに見せるために

も、頑張っていきたいと思います。 

日本語も忘れずに頑張っています 
２０１3年度 日本語科卒 エルデネビレグ ムンフチメグ 

大学で学んでいます 
２０１３年度 高等専修学校卒 前原 純也 
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 今はアシスタント兼スパリストとし

て、アシスタントと、ヘッドスパの施

術と頭皮カウンセリングをしていま

す。 

 お客様それぞれの頭皮、髪の悩みに

合わせたヘッドスパメニュー提案やア

フターケア商品のご案内をしていま

す。 

 今では指名のお客様も増えて、僕の

ヘッドスパだけをされに来られるお客

様もいるので、１人の美容師として充実した日々を過ごし

ています。 

「美容の道にGOALなし」僕の美容師として働く上でのモッ

トーです。これを強く感じたエピソードがあります。一年

目の最初、シャンプーの練習をひたすら毎日毎日朝早くか

らやり、営業終わってからも終電ギリギリまで練習しまし

た。時にはお店に泊まって私の先輩が夜中通してシャン

プーさせてもらった事もあります。 

 それでも私のお店はどこのお店よりもシャンプーとマッ

サージのチェックが厳しいので、何度も試験に落ちまし

た。その度に練習を繰り返して、合格し、入客させても

らったシャンプー。汗びっしょりになりながら練習通りに

シャンプーして、そのお客様から言われた一言、 

「今まで生きてきたシャンプーでこんな気持ちいいって

思ったこと初めてだよ！ありがとう！」 

 それまでひたすら忙しいお店の中床はき、クロス取り、

洗濯位しかできなかった自分がようやく美容師になれたと

感じました。そして、美容師という仕事の素晴らしさを知

りました。 

お客様からの一言 
２０１３年度 ビューティースタイリスト科卒 松浦 聖 

学生生活を思い出します 
２０１３年度 経理ビジネス科卒 鄭 鈴華   

 今年の３月に卒業し、あっという間に３か月半が過ぎ

ました。新しい仕事に忙しい毎日ですが、岩谷学園で過

ごした日々、充実した学校生活をよく思い出します。 

 岩谷学園では勉強だけでなく、いろいろな活動があり

ました。例えば学園祭（一日だけの店舗運営とはいえ、

経理経営の勉強に役に立ちました）、研修旅行（就職に

役に立ちましたし、クラスメートとも仲良くなれまし

た）、ボウリング大会等（とにかく楽しい！）。 

 今自分が社会人になってみると、学生時代との違いを

痛感します。学生の時は風邪をひいても先生に連絡すれ

ば休めます。電車が遅れても先生に電話すれば何とかな

ります。しかし今、会社員になってからは、そう簡単に

欠勤、遅刻はできません。何事にも責任を持つ必要があ

ります。自己解決力も求められます。お客さんと接する

と、自分の日本語不足を感じます。学生時代に必死に勉

強して試験を受けたりしましたが、まだまだ全然足りま

せん。文法と語彙の勉強だけでなく、日本の文化にも

もっと慣れる必要があると感じます。（日本人独特の遠

回しな言い方にはまだ慣れていません）ただ、仕事自体

は楽しく充実しています。現在貿易関係の会社で働いて

いますが、人件費や光熱費を始め、営業経費の管理に携

わっています。学校で勉強したことが役立つ仕事に携わ

れていることを嬉しく思います。まだまだ実力不足です

が、もっと向上していきたいです。 

 岩谷学園での学校生活の事を思い出すと、懐かしい気

持ちと同時に少し寂しい気持ちにもなります。ですが、

私はもう学校には戻れません。今の職場で頑張っていき

ます。在校生のみなさんにも

それぞれの夢の実現に向けて

頑張って欲しいと思います。 

 最後に先生方、この二年間

いろいろお世話になりまし

た。ありがとうございます。 

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 

思い出がいっぱい 
２０１３年度 日本語科卒 王 茵  

 今は武蔵野美術大学に通って、毎日多忙な日々過ごしい

ます。でも、とても楽しいです。 

 よい環境のキャンパスで、日本人や各国の学生と切磋琢

磨し合えるのが本当に幸せです。 

 今振り返ると、岩谷学園日本語科在学中一番楽しかった

のは学校に行く事でした。なぜかと言うと、一人で生活し

ているため、少し寂しかったからです。 

 だから学校へ行って友だちと会って話し、日本語の勉強

ができることが楽しかったです。  

 学校行事もいろいろありました。 

 春のディズニーランドへの校外学習、秋の三渓園への校

外学習、ステージ発表をした学園祭、校内スピーチ大会な

ど充実していました。クラスでの各国料理パーティー、卒

業文集作成もみんなで協力しながら行って思い出に残って

います。 

 岩谷学園でいい思い出をたくさんもらいました。本当に

感謝しています。 

 日本の建築を学び、将来は台

湾に戻り、父の会社で働く予定

です。これからも日本でしっか

り勉強し、よい大学生活を過ご

したいと思います。日本文化や

日本事情にも、もっと理解を深

めたいです。   
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〔一斉清掃活動ボランティアに参加〕 

 ５月２４日（土）、美しい港町横濱をつくる会主催の

清掃ボランティアに有志の学生３８名が参加。 

 JR桜木町駅前から横浜駅にかけてゴミを拾うボラン

ティアで、横浜の企業を中心に今年は約７００名が参加

しました。 

 日本語科の学生も昨年

から参加するようにな

り、今回は３回目。道に

はあまりゴミがなく横浜

はきれい！と皆驚きまし

た。 

 国の歌を口ずさみなが

ら、さわやかな５月の風

の中、笑顔のボランティ

ア活動でした。 

〔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２１０名が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。 

テクノビジネス横浜保育専門学校(日本語科) 
様々なイベント 

〔文化紹介授業－各国料理〕 

 モンゴル、ベトナム、ネパール、中国の学生達が、それ

ぞれ国の自慢料理を作って紹介。 

 お互いに初めての味に感動！！料理を通じておいしく楽

しい異文化交流ができました。 

 〔漢字王コンテスト開催〕 

 このコンテストはレベル別に漢字能力の高さを競うもの

で、優勝者は漢字王として表彰されます。 

 いろいろな国の学生がコンテストに向けて一生懸命漢字

を勉強し、クラス予選を勝ち抜いた代表者が、１月３１日

の漢字王コンテストに出場しました。 

第１回目の「漢字王」

になったのは、 

ネパール（初級）、 

ベトナム（初中級）、 

中国（中級）、 

中国（上級）の学生達

です。 

みんなとても頑張りま

した！  

〔日本文化授業 寄席〕 

 ２０１４年２月２１日、今年の日本文化授業ではプロの

落語家をお招きして「落

語」を聞きました。 

初めて見る落語。言葉は

少し難しくても、表情や

しぐさから十分に伝わる

ものがありました。 

本物の日本文化に触れた

有意義な時間を過ごすこ

とが出来ました。 

〔書道〕 

 １年に２回行う書道の授業。ほとんどが初めて筆を持

つ学生のクラスでは意外な傑作が生まれます！ 

 今回は自分の好きな日本語を漢字で書きました。 

〔校外学習〕 

 ５月３０日（金）の春の校外学習、今年はディズニー

ランド。ちょうどシンデレラ城のプロジェクトマッピイ

ング初日にあたりラッキー！ 

 クラスの友だちと仲よくなって、みんな夜遅くまで楽

しんだようです。 
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【２０１４年度 春季研修】 

 テクノビジネスの専門教育では、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年生は入学後すぐにこの研修旅行に行くことで、クラスの仲間との親睦を

深めたり、これから始まる２年間の学校生活の心の準備をすることができてい

ます。 

 今年は６４名の学生たちと御殿場泊の研修となりました。中国、ネパール、

ベトナム、フィリピン、そして日本と、グローバルな学生集団です。 

 初日は今後の学校生活の目標を掲げて

発表するなど、「真剣な」研修ではあり

ますが、その過程はグループワーク中心

なので、文化習慣の異なるクラスの仲間たちと知り合い、親睦を深める良い機

会になっています。 

 ２日目は箱根方面へと移動し、ガラスの森美術館を見学、その後芦ノ湖畔を

散策と、楽しくのんびり？な時間を皆で楽しみました。 

 現在これら新入生たちは１年次の「専門」の授業を熱心に学び、将来の就職

や資格取得に向けて着実に歩みを進めています。 

 彼らの今後の活躍に大いに期待が高まります！ 

【２０１３年度 卒業制作発表会】 

 ２０１４年２月１３日(木)、横浜マリンタワーホールにて、 

「第７回卒業制作発表会」が行われました。 

 この発表会は、卒業を迎える学生たちが２年間の学習成果を凝縮して発表

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。 

 情報ビジネス科の学生たちの発表では、絵柄から自分たちで作成した「絵

本」や「イントロクイズ」をIPADのアプリで走らせ、実際に体験コーナーで

体験してもらったり，Webページの紹介、作成したゲームの紹介などがあり

ました。中には、学校のPCの管理システムを作成するなど、かなり本格的な

作品も紹介され、２年間の学習の成果が大いに発揮されていました。 

 経理ビジネス科の学生たちの発表では、２年間の学校生活の思い出を振り

返る、笑いと涙ありの紹介もある一方で、エクセルを活用した漢字ドリルや

会計ソフトの作成といった面白い作品もありました。現在留学生の多いTB本

科ですが、自分たちが会計の授業で学習した漢字をエクセル上でドリル形式

で練習できるソフトは２年生に大いにアピールするものでした。 

 また、仕訳を入力すると自動的に試算表まで作成する会計ソフトも、その

構成や使用した関数を含めて紹介され、「エクセルでここまでできるん

だ！」と、こちらも２年生の学習意欲を高める素晴らしいものでした。 

 年々内容が充実してきています。 学生たちが自信を持って堂々と語る姿

が教師としては何よりの喜びです！  

テクノビジネス横浜保育専門学校 （専門教育） 
 イベントの紹介 

【２０１４年度 第7回スピーチコンテスト】 

 ７月２４日（木）かながわ県民センターにて，第４回スピーチコンテストを開

催いたしました。２年生の司会のもと、クラス予選を勝ち抜いた１年生の代表者

９名がバラエティに富んだスピーチを披露してくれました。 

 日本に来たばかりのとき自分を助けてくれたものの、きちんとお礼の気持ちを

伝えることのできなかった日本人への感謝の気持ちを心を込めて話してくれたス

ピーチ、自分の将来の夢の実現へ決意を語る

力強いスピーチ、ドラマを見るという自分の

趣味をユーモアを交えて話してくれたスピー

チなど、感動や笑いのある素敵なスピーチ大

会となりました。 

 最優秀賞は、「日本人のスミマセン文化」というテーマで、問題を解決するた

めに素直に謝る日本人の特徴を見事に捉え、自分なりの考え方をしっかりと伝え

てくれた１年２組の蔡捷福さんが見事受賞しました。 

 発表者のみならず，学生一人ひとりが日本語力を伸ばしそれぞれの目標に向

かって邁進していって欲しいものです。 
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 【入学式】 

 今年度は６４名の新入生が入学しました。 

 今年度も３クラス編成となり、全体で８クラス体制となりまし

た。また、今年度より５号館の使用が充実し、パソコン室も２つ

になりました。 

 入学式では、新入生にとって初めての登校ということで緊張は

見られましたが、入学式が始まり生徒１人１人呼名をされると元

気な返事とともに、学校生活に対する強い決意を感じることがで

きました。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】 

 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。１泊２日の宿泊研修で、不安な様子

が見られましたが、現地についてからは笑顔が絶えず、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。２日目はあいにくの雨

模様でしたが、その雨を吹き飛ばす勢いで活動を行いました。 

 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、内容の濃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 

 「粋生倶楽部」がオープンして７年目に入りました。 

 早いものであっという間に時が経ち、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。 

 「とにかく気持があたたかく、そこにはいつも笑顔がありま

す。愛すべき粋生倶楽部はとっても心地よい倶楽部です。」は、

ＨＰ掲載「会員さんの声」です。 

 粋生倶楽部では「そば打ち教室」も「ぶらり散策」「ランチ

会」など全ては「笑い会える」仲間とのふれあいが中心です。 

 いつも「笑い」がある粋生倶楽部ですが、「笑い」は「脳の活

性化」「免疫力の強化」「運動能力の向上」という効果があると

いわれています。 

 昨年のＸmasパーティでは、皆さんが仮装で参加。 

 皆さん童心に戻り、思い思いのユニークな仮装で大いに盛り上

がりました！！ 

 粋生倶楽部は高齢化社会の日本において、ひとりでも多くの人が、一日でも長く介護を受けずに元気でいられるよう

に、楽しい時間を仲間と過ごし、様々な刺激を受けることにより、素敵に粋に生きることを目指しています。 

 お気軽に参加してみてください。心よりお待ちしております。 

 

各種講座の検索は⇒ 横浜 いきいきくらぶ 

 

【お問合せ】 

サロン教室・事務所：横浜市西区高島2-11-2 

電 話：０４５－４４４－２１８１ 

ＦＡＸ：０４５－４４４－２１８２ 

http/www.ikiiki-club.jp 

【営業時間】 

 火・水・金 １０時～１７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～ 
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【卒業作品発表会】 

 ２０１３年１１月１６日学校内２階ホールにて、２年生による作品

発表会を開催しました。 

         

テーマは「Resonance－共鳴－」 

 

 トータルビューティー科のコンセプトは花鳥風月をモチーフに、自

然・動物・人間が互いに共鳴し合い成長していく様をストーリー仕立

てに表現しました。 

 ビューティースタイリスト科は現在・過去・未来の異時空間に生き

る３人が出逢い共鳴する姿を表現しました。 

 各科の学生は、２年間で身につけた“技術・知識・おもてなしの

心”を集結させて臨みました。 

 

 

 

【松屋銀座でファッションショーのヘアメイク】   

 ２月２４日（月）松屋銀座１階スペース・オブ・ギンザで行

われた、東京ファッション専門学校のファッションショーのヘ

アメイクを在校生が担当しました。 

 事前にヘアメイクの練習も行いました。 

 当日、モデルのヘアメイクの変更などがあり、大変そうでし

たが、とても充実した時間を過ごしました。 

 学生が担当したヘアメイクをしたモデルがウォーキングをし

ている様子を、まじかで見学する事ができ感動していました。 

 

 

 

 

【新入生オリエンテーション（バーベキュー）】 

                                

 春らしい暖かな陽気に包まれながらの去る４月２６日、お台場に

ある都立潮風公園バーベキュー広場にて、１・２年生合同のオリエ

ンテーションを行いました。 

 前日までにクラス目標発表会を終え、しっかりクラスがまとまっ

た中での今回のイベントは、学生達もお互い協力しながらとても楽

しい雰囲気で終えることができました。 

 ボリュームのあるお肉やそれぞれの班で作った焼きそばは思い出

の味になったようです。 

 
 

アーティスティックB横浜美容専門学校 
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 
 今回も、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201４ ２０1４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 

 

ＨＡＮＤ ＩＮ ＨＡＮＤ 

～つながる手 広がる輪～ 

２０１４年９月２０日（土）

午前１０時～１５時  

 

 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

季節がやって参りました。岩谷

学園『東濱祭』を、９月２０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。 

 今年のテーマは、「ＨＡＮＤ ＩＮ ＨＡＮＤ ～つ

ながる手 広がる輪～」 君と僕、あなたと私、人と

人。人間がいます。思いを伝えたいけど、伝えられない

自分がいます。距離を置いているけど、本当は近づきた

い自分がいます。幸せになりたい自分がいます。でもど

うすればいいのかわからない。平和を望む自分がいま

す。でも現実の中で無力感にさいなまれています。一人

ぼっちじゃない。そばに人がいます。同じように悩んで

いる人がいます。手を差し伸べてくれることを待ってい

ます。ちっぽけな自分でもいいんです。共感してくれる

人が欲しいんです。勇気を出して手を差し出してみま

しょう。まずは右手、手がつながりました。そして左

手、大きな輪になりました。今年の学園祭がさまざまな

出会いと共感の場になればとの思いを託したテーマで

す。 

校友会の部屋も用意してあります。懐かしい友、恩師

との再会の場として、是非、ご活用ください。校友会担

当者及び教育員も皆さまのお越しをお待ちしておりま

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。 

まだまだ暑い日が続きます。皆様にはお体ご自愛いた

だき、９月２０日には、横浜東口岩谷学園まで、足を運

んでいただけますよう重ねてお願い申し上げます。 

 

白鳥はかなしからずや 空の青海のあをにも 染まずた

だよふ（若山牧水） 

私が両手をひろげても、/お空はちっとも飛べないが、 

/飛べる小鳥は私のように、/地面（じべた）を速く走れな

い。 

私が体をゆすっても、/きれいな音はでないけど、/あの鳴

る鈴は私のように、/たくさんな唄は知らないよ。 

鈴と、小鳥と、それから私、/みんなちがって、みんない

い。 

（金子みすず「私と小鳥と鈴と」） 

「東濱祭 ～２０１４～」  
2014年9月２０日（土）開催！！ 

＜主なイベント・展示＞ 

■エステ・メイク・ネイルサロン 

 アーティスティックＢ横浜美容専門学校のトータル

ビューティー科２年生によるお店です。 

・各施術のスペシャルメニュー・キッズネイルなど 

■ビューティーバー 

 アーティスティックＢ横浜美容専門学校のトータル

ビューティー科１年生によるお店です。 

・健康・美肌効果のあるビューティードリンク、癒し

効果のある香りのアロマキャンドルの販売。 

・楽しいミニファッションショーも行います。 

■ハワイアンな美容サロン 

 アーティスティックＢ横浜美容専門学校ビュー

ティースタイリスト科の２年生によるお店です。 

・ハワイアンな雰囲気での癒しシャンプー、頭のコリ

をほぐすヘッドマッサージなどを行います。 

■International live 

 テクノビジネス横浜保育専門学校日本語科在籍の留

学生による多国籍ライブ。 

 インターナショナルなライブをお楽みください。 

■男装女装コンテスト  

 アーティスティックＢ横浜美容専門学校ビュー

ティースタイリスト科の１年生によるコンテストで

す。男子はキレイに変身、女子はイケメンに変身。 

ビフォアアフターにびっくりのコンテストです。 

■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！ 

■作品展示 

 テクノビジネス横浜保育専門学校の学生による映

像・動画等の作品展示。 

■高等専修学校のゼミ生による出店 

 美術、イラスト、鉄道研究の作品展示、発表です。 

＜主な模擬店＞学園祭といったら模擬店でしょ！ 

●高等専修学校の生徒による出店 

 ホットドック、焼きそば、パンケーキ、わたあめな

ど高校生ならではのアイデア満載のお店が並びます。 

●テクノビジネス横浜保育専門学校の学生による出店 

 保育士養成科では、ワークショップ（おえかきせん

べい）、留学生や日本語科は、小龍包、ごま団子、タ

ピオカドリンク、冷し果物などやアジアンフード、中

華ファーストフードといった本格的なアジアの味が並

びます。 

 元気な声が飛び交うお店にぜひお越しください。 

※当日はイベント・展示・模擬店の内容を変更する場

合もありますので、ご了承ください。 


