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～2年目を迎えて～ 
 
 昨年度からスタートした保育士養成

科も2年目を迎えました。 

 今年度は49名の幅広い年齢層の新入

生を迎えました。 

 授業などで学生が制作した制作物で

4号館の壁面もとっても賑やかになっ

ています。 

 段ボールなどを利用した動物づく

り、月替わりで季節の飾り物（4月：

桜、5月：こいのぼり、6月：あじさ

い、7月：七夕などなど）の制作で賑

やかさに加えて華やかな感じになって

います。 

 

  

 

 

さらに今年度の５月に４号館の前でトマトの苗も植えて、７月には美味しいトマトを収穫することができまし

た。 

 このように、保育士

養成科では、幅広い年

齢層の学生がお互いに

協力し合って4号館の校

舎全体を使い実践的な

授業を展開していま

す。 

 実践的な授業は、学

外でも展開していま

す。 

 今年度より、認定こ

ども園エクレスの年間

行事の支援の一環とし

て学生が参加していま

す。 

 ま た、「オ ル タ ナ

ティブ教育」という授

業の中でも教室で学ん

だ理論を認定こども園

エクレスで実践する活

動を展開しています。 

 これまで以上に連携

を深め、実践力のある保育士の育成にスタッフ一同努めてまいります。併せて、紙面上で恐縮ではありますが、

皆様には今後とも「岩谷学園保育士養成科」へのご支援、何卒よろしくお願い申し上げます。 

テクノビジネス横浜保育専門学校 （保育士養成科）  
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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 

【校内スピーチ大会】 
 

 各クラス代表17名が練習に練習を重ねステージ上で発

表。 

 皆堂々としていて素晴らしかったです。 

 聞いている学生達も真剣に耳を傾けていました。 

【漢字王コンテスト】 

 

 岩谷学園日本語課のKANJI OF KINGを決める熱い戦

い！今年も盛り上がりました！ 

 
 

【異文化交流会】 
 

 今年のテーマは「友達の国の文化を知ろう！」各国の

歌やダンスを披露しました。 

 他国を知り自国文化を再確認するよい機会になりまし

た。 

【日本語弁論大会】 
 

 DENEBALDAN BOLORCHIMEGUさん 

 第15回語学留学生による日本語弁論大会にて「神奈川

県知事賞」受賞。 

 CHULUUNBAATAR BILGUUNさん 

 第27回全国専門学校留学生日本語弁論大会にて「審査

員特別賞」受賞。 
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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 

【お花見】 

 弘明寺へお花見に！天気は曇りでしたが、きれいな桜

並木に学生達は感動。屋台も出ていたので、たこ焼きな

どの食べ物にも初挑戦！来日直後の学生も多く、クラス

や国籍を超えての交流も楽しんでいました。 

【校外学習】 

5月にディズニーシーへ行ってきました。お天気にも

恵まれ混雑していましたが、クラス毎にパーク内の回り

方遊び方の作戦を練り、アトラクションやショーなどを

楽しんでいました。 

そして、何よりの成果は、学生同士が日本語でコミュ

ニケーションをとり、親睦が深められたことでした。 

【日本文化授業‐七夕‐】 

 毎年行う七夕の文化授業。 

 今年も短冊に願いごとを書いて、七夕の歌を歌った

り、折り紙で飾りを作ったりしました。 

「日本語が上手になりたい」「家族が元気であります

ように」いろいろな願いを笹にかざりつけました。 

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 
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【2015年度 ２年生就職研修】 
 

 2015年5月22日、改装して今年度よりさらにきれいになった１号館３階ホールで２年生の就職研修が行われまし

た。 

 卒業後の進路実現・就職するために、就職活動とは何か？どのように始めるのか？の基本を学び、早速入退室

の動作確認・挨拶の実践練習を行いました。 

 学校で行うとはいえ就職研修ですので、この日は皆スーツでの参加です。 

 気持ちもピリリと引き締まり、話を聴く・メモを取る（書く）といった基本動作も普段の授業より緊張感のあ

る研修を行うことができました。 

 前半の全体研修に引き続き、後半は

面接練習です。事前に幾つかの質問に

対する答えを用意して臨みましたが、

いざ実際にやってみるとなかなか準備

した通りには答えられず、苦戦する学

生の姿も･･･逆に言えば、課題を見つ

けることもできましたし、準備の大切

さをより実感することもできたのでは

ないでしょうか？ 

 既に内定をいただいている学生もい

ますが、ほとんどの学生はこれからが

勝負です！ 

 それぞれの目標の実現に向かって力

を尽くして頑張って欲しいものです。 

 もちろん教員一同精一杯応援してい

きます！ 

 
 

【2015年度 １年生春期研修】 

 テクノビジネス横浜専門学校の春の恒例行事、１年生春季研修旅行をご紹介いたします。 

 入学したばかりではありますが、それぞれの進路実現に向けて、２年間という長いようで短い学校生活をより

有意義に目的意識を持って過ごすための準備研修という位置づけです。 

 また、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、また教員たちとの親睦を深める良い機会

にもなっています。 

 今年は１２７名という大勢の学生たちと群馬県水上での研修となりました。 

 中国、ネパール、ベトナム、モンゴルと、グ

ローバルな学生集団です。 

 初日はグループごとに今後の学校生活の目標

を話し合い、模造紙に大きく掲げて発表するな

ど、学生たちは「真剣な」研修に真摯に取り組

みました。 

 色々な国から来ていますから日本語を話す良

い訓練でもあります。 

 2日目は昔ながらの日本の風景を再現した

「たくみの里」散策と、楽しくのんびり？な時

間を皆で楽しみました。 

 研修から戻った学生たちは、早速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！ 

当 校のスタッフも学生と共に頑張って参りま

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 
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 修学旅行は、高校生活で一番の思い出にな

ることが多い行事ですが、昨年度は２年生が

グアムに行ってまいりました。 

 初めての海外ということで緊張していた生

徒も多かったのですが、帰ってくるころには

すっかり現地に慣れ、青い海や輝く太陽との

別れを惜しむ声が多く聞かれました。 
 

岩谷学園高等専修学校では、毎年様々な行事を行っております。学園内外の方々からのご協力のもと、２６年

度も充実した活動を行うことができましたので、そのいくつかをこの機会にご報告させていただきます。 

 

 まず昨年度の学園祭です

が、例年通り多くの方に来

ていただき、大盛況のうち

に終わりました。   

ご来校頂いた方々にあら

ためて御礼申し上げます。 

学年が上がるにつれ、生

徒が自主的に動けるように

なり、逞しくなっていく様

を見るのは教員として大き

な喜びの一つです。 

今年もその成長を見るの

を教員一同楽しみにしてお

ります。 
 

岩谷学園高等専修学校 
たくさんの思い出 

 冬には例年通り、かなっくホールにて合唱コン

クールを開催いたしました。 

 秋から練習に励み、どのクラスも一丸となって

本番に備えていきました。 

 クラスの団結が日々高まっていき、迎えた本番

ではどのクラスも実力を出し切り、さわやかな充

実感とともに終了することができました。 

 

 このような活動は本校のみでできるものではな

く、卒業された方を含めた様々な方々のご協力が

あってのものだと認識しております。 

 

 これからも岩谷学園高等専修学校をよろしくお

願いいたします。  
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 本年度よりトータルビューティー科の２年生は新たな

授業の一環として横浜市西区高島にある「ハートケア

横浜介護老人保健施設」にてボランティア活動を開始

いたしました。 

 活動内容は高齢者向けのハンドトリートメントを

行っております。 

 最初は、高齢者との会話も緊張した学生達でした

が、利用者の方より「どうもありがとう。とても気持

ち良かった。」と感謝の言葉をいただき「やりがい」

と「ホスピタリティ」を志す学生の心にも、何か響

く」ものがあったようです。 

 この経験を学生が運営するサロン「フェリーチェ」

にて活かして欲しいと期待をしています。 

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 

 アーティスティックＢ横浜美容専門学校全学生 

１７１名が新杉田ボウルにて交流会を実施しました。 

 学生の実行委員を中心に「他科との交流と他学年の

交流」深める事をテーマに、チーム制でスコアを競い

合いながら普段できない校外学習として思い出となる

イベントを実施いたしました。 

 平成２６年度より文部科学大臣認定の「職業実践専門課

程」がスタートして神奈川県では現在、美容養成学校では本

校を含めて２校です。 

 企業と密接に連携して、最新の知識・技術・技能を身につ

けられる実践的な職業教育に取り組む学科を文部省から認

定したものです。 

 そこで今回はビューティースタイリスト科の学生がヘアーカ

ラーリングの学習を株式会社アリミノと連携して実施いたしま

した。 

 モデルウイッグを使用して実践的なブリーチの技術的を修

得し、毛髪色相をトーンアップする事の難しさとヘアデザイン

の大切なテクニックに触れることでアーティステックな感性も

一緒に磨くことができた。 

 学生たちもプロの技術を間近に見ることができ、大変満足

した授業になりました。 

 今年で２回目となったスパ研修を藤沢市江ノ島にあ

る「江の島アイランドスパ」でトータルビューティー

科１年生が「楽しい教育の一環」として実施いたしま

した。 

 将来のセラピストとしてホスピタリティ溢れる研修

を重ね「美」に携わるプロの生きた経験となりまし

た。 

（ご参考） 

 通称エノスパは日本のトップスパを選ぶ３年連続 

ＴＯＰ１０を受賞。 
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「粋生倶楽部」がオープンして８年目に入りました。 

 シニア世代の人口がほぼ全体の４分の１になり、テレビや新聞・雑誌などでも話題になっています。 

 定年退職後は、若い時は感じなかった「寂しさ」や「喪失感」も年齢とともに感じることが多くなるといわれ

ています。そこから「認知症」や「うつ病」になることもあるそうです。 

 地域活動に積極的に参加するのがいいようですが、「地域活動に参加するのは、あまりにも近すぎて煩わし

い」という方には、少し離れた場所にある「粋生倶楽部」のようなコミュニケーションの場が良いのかもしれま

せん。 

 皆さん遠くから電車やバスに乗っていらっしゃいます。 

 

 教室は「そば打ち教室」「横浜ぶらり散策」「バス旅行」「ランチ会」「飲み会」他にも「文人画」「元気な

100歳」「映画鑑賞」「バーンゴルフ」など、さまざまなことを開催しております。 

 お知り合いの方で、参加してみたいという方がいらっしゃいましたら、是非ご案内ください！心よりお待ちし

ております。 

『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～ 

「青春はたった一度だけではない！」を目指して粋生倶楽部は活動してまいりますので 

今後も皆様の温かい応援をよろしくお願い致します。 

 

【お問合せ】 

事務所：横浜市西区平沼１－３８－１９ 岩谷学園５号館８階 

Tel・fax：045-314-373 

http/www.ikiiki-club.jp 

【営業時間】 

火・水・金 10:00～17:00 

 

 昨年末の「クリスマス・パーティ」は2年目の仮装

パーティでしたが、悪代官役でお馴染みの原口剛さん

が参加して会を盛り上げてくれました。 

 本当に楽しいひとときでした。 

バス旅行 

「モモ＆サクランボ狩り ２つの果実食べ放題」 

 お腹いっぱい食べて大満足！ 

  

月１回の「そば打ち教室」 

打ち立てのそば＆かき揚げは最高です！  
横浜ぶらり散策 プロの案内  



シーブリーズ ２０１５          － 岩谷学園 校友会 ２０１５年 8 月発行 －         （ 8 ） 

 

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20１５ ２０1５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 

 

“ココロ オドル ミライへ” 

２０１５年９月１９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１９

日（土）午前１０時より、盛大に開催いたしますので、ＯＢ・ＯＧの皆様には、旧交を温

める場にしていただければ幸いに存じます。 

 「東濱祭」も岩谷学園テクノビジネス横浜保育専門学校、岩谷学園アーティスティック

Ｂ横浜美容専門学校、岩谷学園高等専修学校、粋生倶楽部、平沼昭和親交会が、それぞれ

の特色を生かし、また他部署とコラボしながら地域の風物詩の一つに数えられるように

なって参りました。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。 

今年のテーマは「ココロ オドル ミライへ」。 

多様な価値観が交錯し激しく変動する社会の中にあって、洪水のように押し寄せる情報に我々は油断をすれば翻弄さ

れてしまいそうです。若者が夢を抱きにくいと言われる時代にあって、当学園の生徒や学生は、敢えて未来に希望を

持って、情報に踊らされるのではなく、未来という舞台に躍り出て一人一人が主体的にヒーロー、ヒロインを演じるべ

く、今は一剣を磨く時だとの決意の現われが、このテーマに込められた意味だと思います。 

十年磨一剣 （十年一剣を磨く） 

霜刃未曽試 （霜刃
そうじん

 未だ曽
か

つて試みず） 

今日把似君 （今日把
と

りて君に似
あた

う） 

誰為不平事 （誰か不平の事を為さん）・・・（賈島「剣客」） 

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１９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。  

「東濱祭 ～２０１５～」  
201５年9月１９日（土）開催！！ 

＜主なイベント・模擬店等＞ 

・アーティスティックＢ横浜美容専門学校（７号館） 

  ビューティーカフェ、ビューティーキッズ、エステサロン（フット・ハンドトリートメント）、 

  ビューティーショップ、ネイルサロン、 

  ヘアアレンジサロン、ヘッドスパサロン、ヘアショー 

・テクノビジネス横浜保育専門学校（３号館・６号館） 

  作品展示及び販売、ポップコーン、アジアンフーズ（ネパール・中国・ベトナム）、 

 

・テクノビジネス横浜保育専門学校 日本語科（１号館） 

  International Live（留学生による多国籍ライブ） 

 

・テクノビジネス横浜保育専門学校 保育士養成科（１号館） 

  輪投げ、わたがし販売、バルーンアート 

 

・岩谷学園高等専修学校（５号館） 

  タピオカ、ワッフル、クレープ、焼きそば、お好み焼き、ホットドック、焼き鳥、たい焼き、わたあめ、 

  保護者会バザー、ハンドメイドゼミ展示、イラスト・書道・鉄道研究ゼミ展示 

・平沼昭和親交会 

  豚汁 

 

なお、内容に多少変更がある場合もございます。 

どうぞ、一日学園に帰って来ていただいて若者を励まして頂ければ幸いです。 

差し替え 


