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校友会 新役員紹介 

 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り、

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、ご一報い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 

 

２００９年度に新しい校友会が発足して、７年になりました。 

今年度から専属の事務員によって、Facebook  ページを作成 

しました。 

URLは、https://www.facebook.com/iwatani.koyu  です。 

Facebookアカウントをお持ちでない方も、見ることができます。 

 

また、新しい役員を迎え、４年ぶりに同窓会を実施いたします。 

出席の通知にかかわらずご都合のつく方は、ご連絡の上、 

 ご参加ください。 

同窓会日時：平成２８年９月１７日(土) １６：００～ 

 

新しい役員も各校の校長先生にお願いをすることにしました。 

各学校の協力を経て、さらに校友会との距離を縮め、在校生も含め発展させていきます。 

新役員は、下記の通りです。 

 

会  長 前田 亘 

副 会 長 田川 正幸 

専務理事  斉藤(旧姓:酒庭) 弘美 

専務理事 飛田 孝光 

理  事 岩谷 大介(岩谷学園高等専修学校校長) 

理  事 鈴木 政信(岩谷学園アーティスティックＢ横浜美容専門学校校長) 

理  事 佐藤 嘉記(岩谷学園テクノビジネス横浜保育専門学校校長) 

監  事 梅原 健  
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２０１５年度 ビューティースタイリスト科卒 

尾山 歌穂   

 ４月１日から入社して、 

あっという間に約３か月が経ち

ました。 

 ようやく、お店に慣れてきた

のかなと思っています。初め

は、掃除、準備、片付け、電話

対応、フロント、レジが主な仕

事でした。今では、シャンプーマッサージ、ドライ、

トリートメント、つい最近ではカラーに入らせても

らっています。 

縮毛矯正の練習も始まりました。 

どんどん出来ることが増えて、やりがいがあり、楽し

いです。お店の流れや自分がやるべきことも、大分見

えてきました。立ち仕事で足が痛くて辛かったり、練

習でなかなか上手にできなくて悔しかったり、営業中

に失敗をして落ち込んでしまったり、大変なこともた

くさんあります。それでも頑張れるのは、いつも暖か

く見守ってくださるお店の方々や、身近で支えてくれ

る家族のおかげです。他にも、お客様にシャンプーや

マッサージ、笑顔などを褒めてもらえることがとって

も嬉しく、やる気へと繋がっています。早く、先輩方

のようなかっこよく仕事ができるスタイリストになり

たいので、これからも頑張ります。   

 お迎えからお見送りまで 

短い時間の中でお客様と 

どこまで深くなれるか。すご

く難しいことではあります

が、お客様の求めている 

ものを理解し、より分かりや

すく説明し、「また来ます

ね」や「ご丁寧にありがと

う」などと言っていただける

たび、この仕事をしていて良

かったと心から思います。 

何より素晴らしい職場環境に感謝する毎日です。 

 実家から職場まで約２時間かけて、毎日通勤してい

るので、朝は早く、夜は遅くの毎日なので、学生の頃

に比べ、家族と会話する時間や交流は少なくなりまし

たが、時間が出来た時は、仕事の話やプライベートな

話をしています。 

 学生時代はとにかく大好きな友達に囲まれて、毎

日、楽しかったです。自分の時間があり、やりたい事

をやりたい時に出来たり、自由が多い毎日でした。専

門学校に通い、勉強をしながら、友達とワイワイ楽し

く過ごしていました。 

 仲の良かった友達とは今でも連絡を取り合い、遊び

に行ったり近況報告をしたりと交流があります。今は

夏に向けてBBQの計画などを立てています。みんなそ

れぞれ忙しく、なかなか会えませんが専門時代、たく

さん支えてくれた大事な友達なので、これからもずっ

と関わっていきたいと思っています。 

 休みの時は、自分自身のスキルなどを上げるため、

百貨店に足を運び様々なブランドの美容カウンターを

見に行ったりしています。 

 

学生時代を振り返ると、 

月曜日と金曜日のゼミが毎週

楽しみで、いつも心待ちにし

ていたことを思い出します。 

月曜日はｅトレゼミに入っ

ていて、進学に向けての勉強

や面接での受け答えの練習な

どをしていて、友達とも楽し

く関われる時間でした。金曜

日はフットサルゼミに所属し

ていました。小学生からサッカーをしていたので、

金曜日のゼミの時間が私にとって唯一、素になれる

場所でした。担当の先生との交流や、先輩・後輩と

も上下関係なく関われることができたので、とても

良い思い出です。 

卒業後はＳＮＳでクラスメイトと連絡を取ってい

て、今でも仲の良い友達がたくさんいます。あまり

時間が合わないので、なかなか会うことができませ

んが、それだけみんなの仕事や学校が充実している

のだと思うので、良いことでもあると思っていま

２０１５年度 トータルビューティー科卒 

高木 陽菜  

２０１５年度 高等専修学校卒  

白須賀 稜祐 

 今、私は保育士、幼稚園教諭の勉強をしていて、 

自分の夢の実現ができるように日々努力をしていま

す。高校でやっていた勉強より専門的な内容が多く、

戸惑いや不安もありましたが、仲の良い友達もでき、

先生方も優しい方が多く、とても恵まれた環境の中で

勉強できています。 

 今大変なことはピアノの練習です。これまでに一度

も触れたことがなかったので、全然弾けなくてとても

不安です。ですが、ピアノを弾けないと夢の実現がで

きなくなってしまうので、挫けずに練習していきたい

です。  
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皆様、こんにちは！日本語科

卒業生のビルグーンです。早い

ものであっという間に一学期が

終わり、夏休みに入りました。

日本語科の先生方や学生の皆さ

ま、お変わりなくお過ごしで

しょうか。この度、出身校の機

関紙にメッセージ送るという機

会を与えられ、大変うれしく

思っています。 

私は今年の3月に岩谷学園テ

クノビジネス横浜保育専門学校

の日本語科を卒業し、現在、早

稲田大学大学院経営管理研究科のＭＢＡ修士課程の一

年生に在籍しています。大学院に入ってまだ４ヶ月と

いう短い期間ですが、大きな環境変化に伴って、多様

な学生、教授と知り合い、色々なことを学びました。

今学期は財務会計をはじめ、経営戦略、人材組織、

ファイナンス、マーケテイング等の授業を受けまし

た。最初は学校環境もそうですが、授業が分からな

かったり戸惑うときがいっぱいありましたが、時間と

ともに緊張が解け、少しずつ進み方を把握してきまし

た。 

私の所属しているクラスは３４人で、そのうち中国

人５人、韓国人２人、アメリカ人１人、モンゴル人１

人で残り２５人は日本人の学生です。少数の留学生と

日本人と協力しながらグループレポート等を作成した

りします。 

高田馬場の忙しい学生生活に追われながらも、時々

横浜の岩谷学園での学生時代の事をよく思い出してし

まいます（笑）。これから卒業される皆様も私のよう

に、日本での出身地を親しく思われることでしょう。 

夏休み中に旅行会社のＪＴＢにてワークショップに

参加することになりました。以前、モンゴルの旅行会

社でツアーガイドしたいたことがあり、今度は日本の

旅行会社での体験を楽しみにしているところです。 

  

２０１１年度 高等専修学校科卒  

西村 達也  

今回、卒業をした時の 

担任の先生から久しぶりに

連絡を頂き、「校友会紙の

インタビューに協力してく

れないか」と依頼を受け、

何年かぶりに岩谷学園に 

行きました。変わっていな

い所、変わった所、様々 

でしたが、とても懐かしい

気持ちになりました。学生

時代を振り返ると、体育や

スポーツ・フットサルゼミ

で思いっきり体を動かし 

楽しかったことが思い出されます。そのような環境の中

で、気の合う仲間や話の合う仲間と出会い、学校帰りに

遊びに行き、毎日がとても楽しかったことを覚えていま

す。そのとき出会った友達は、今でも仲の良い友達で

す。岩谷学園で一生の友達と巡り合えたことは、何より

の宝物です。 

私は岩谷学園を卒業後、清掃業の会社に入社をして 

５年目になります。具体的な仕事内容は、賃貸物件や新

築物件のハウスクリーニングです。朝が早くて毎日違う

現場に赴く仕事ですが、現場がきれいになった時は、何

とも言えない達成感を感じることができます。また、仕

事を始めてから、休みの日に遊びに行くと、貴重な時間

をより楽しめるようになりました。忙しい日々を過ごし

ていますが、毎日充実した生活を送っています。 

 

日本語学校にいた時に早稲田大学を目指し、入学試験

や書類作成の際に先生方に助けて頂きました。まさにお

母さんが自分の娘を大学に行かせるのと同じ位の事でし

た。そんな暖かい先生方に恵まれ、希望校に入学できた

のでいつも感謝しています。日本語学校を出て間もない

私ですが、自分の出身校や先生方、そこで出会った友達

のことを親しく感じています。 

日本の大学院生活はすることがたくさんで大変です

が、将来の自分への投資の為引き続き頑張りたいと思い

ます。 

２０１５年度 日本語科卒 

チュルンバートル ビルグーン 
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楽しい思い出を作っています 

高等専修学校から 

【入学式】  
 今年度は６３名の新入生が入学しました。今年度の入学式は

リニュアールされた１号館で行われました。 

 新一年生は新たな生活が始まる期待と不安で、とても 

緊張した様子でしたが、呼名を受けて返事をするその姿 

から決意が感じられ、晴れ晴れしくとても立派でした。 

  在校生代表生徒たちからの歓迎の歌は、少人数から想像で

きないほどの声量ときれいなハーモニーに感動しました。 

わが学園で共に学び共に成長し、立派に卒業する日まで、 

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】 

 今回は、神奈川県三浦市にある、三浦ふれあいの村に 

日帰りで新入生研修に行きました。 

 海が目の前で、緑も多く自然豊かな環境の中、活動を 

行いました。活動の一つの防災ウオークラリーでは、各ポ

イントを回って、防災に関する問題を解き楽しみながら、

防災について学びました。そして何よりも、話したことの

ない生徒同士がほとんどの中、グループワークなどの活動

をとお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。 

  

  

 

 岩谷学園テクノビジネス横浜保育専門学校保育士養成科は

設立から3年目を迎えました。 

 実践力豊かな保育士を養成するために、学科名の中に 

「養成」という文字を入れました。その実践力を鍛える場

としてグループ園であるエクレスとの連携授業を進めてい

ます。保育士に必要な保育実習以外に、オルタナティブ教

育などの授業においては、教室で学んだことをエクレスの

実践の場で確かめ学びを深めています。また、運動会を 

はじめとするエクレスの様々な行事に参加することで幼児

教育の現場について園児に接しながら学生たちも肌で感じ

取っています。 

 今後もエクレスとの連携を深めながら実践力豊かな保育

士を養成できるよう養成科の教員が一丸となって頑張りま

す。皆様の、ご支援もよろしくお願いいたします。  

岩谷学園テクノビジネス横浜保育専門学校（保育士養成科） 

グループ園エクレスとの連携を深めながら   
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テクノビジネス横浜保育専門学校 （日本語科） 

イベント紹介 

西公会堂において１６名の学生が日頃の
学習の成果を披露しました。モンゴル・ベ

トナム・中国・スリランカ・ネパール・

フィリピンの学生が、『一万時間』『かわ

い さ』『留 学 生』な ど 各 々 の テ ー マ で 

スピーチ。客席の学生たちは、真剣に耳を

傾けていました。 

【校内スピーチ大会】 

 日本語科の漢字王コンテストも 

今回で第三回を迎えることになりま

した。King of Kanji目指して予選か

ら真剣に取り組みました。４つの回

に分けて行われたコンテストの優勝

者はベトナム２名、モンゴル、中国

各１名でした。 

【異文化交流】 

【日本語弁論大会】 【漢字王コンテスト】 【お餅つき】 

【校外学習】 

TSERENLKHAGVA  PUREVTSERENさん 

第１６回語学留学生による日本語弁論

大会にて「外務大臣賞」受賞。 

 地域のお餅つきにお誘いいた

だき、お餅つきを体験しまし

た。もち米を蒸す匂い、薪を割

る様子、初めて見る臼と杵に興

味津々の学生たちは、準備段階

からわくわくした様子。 

 寒かったですが、つきたて

のお餅と地域の方の作ってく

ださった豚汁で身も心も温ま

りました。 

【日本文化授業-書道-】 

 今年は学園祭のインターナショナ

ルライブとは違ったものにしよう！

ということでクラスでの参加が中心

となりました。歌や劇やファッショ

ンショーもありました。他国の学生

と協力して企画・準備、当日の発表

までをとおして、有意義な異文化交

流ができました。 

年間行事の中でも学生たちが最も

楽しみにしているのが春の校外学習

です。今年はディズニーランドへ。

各クラスで相談して次のアトラク

ションを決め、またショーなどを楽

しみました。先輩は後輩のために帰

り方を教えてあげたり、ファストパ

スについて説明したりと、クラスや

国を超えての交流も見られました。 

書道が初めての学生がほとん

どでしたが、授業が終わるころ

には筆の扱いにも慣れ、好きな

漢字や言葉をたくさん書いてい

ました。「まだ書きたい！」と

いう学生も多く、楽しみながら

日本文化を学ぶことができまし

た。  
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【今年から体制が変わりました・・・】 
  長い間、会員の皆さまに支えられて岩谷学園の「粋生倶楽部」を運営してまいりましたが、平成28年3月

31日をもって代表の私が「定年退職」することになり、学園で事業の継続の有無を検討した結果、会員の皆

様から長く続けてほしいという要望や、私がライフワークとして続けていきたいという思いがあり、岩谷学園

後援事業として継続していくことになりました。 

 よって、今も粋生倶楽部の活動内容は今までどおりと変わりなく開催しています。 

 

【毎日をイキイキと暮らすには？】 
 新聞やテレビでも、高齢化、認知症、介護・・・・などのワードが毎日報道され、「2025年ショック」と

報道されていますが、ご存じでしょうか？「2025年ショック」とは、医療・介護の現状から、病院や施設の 

 パンクが必須といわれているものです。 

 目を背けてはいられない現状が目の前に迫っているのですが、その回避のひとつが認知症にならないための

処方といわれている「笑い」です。 

 シニアの学びと交流サロンを標榜する粋生倶楽部では、「笑い」のある仲間づくりに積極的に取り組み、 

皆様が「いつまでも健康で輝くこと」を願って活動しています。  

 「そばを打ちながらの楽しいひととき」「ぶら～り散策をしながらの楽しい会話」「美味しい食事を頂きな

がらの笑顔」などなど・・・・ 

「笑い」は「免疫力の強化」「筋肉の向上」「ストレス解消」「認知症予防」など・・・ 

たくさんの効果があります。面白くなくても「笑っている」だけでも効果はあるそうですよ！面白いですね！ 

是非、毎日「笑い」を実践しましょう！ 

『粋生いきいき倶楽部』岩谷学園後援 

～シニアにもやさしい学びと交流のサロン～ 

心あたたまる仲間とのひととき 

粋生（いきいき）倶楽部 岩谷学園後援 

 みなとみらい工場夜景クルーズ                  

そば打ち教室  鎌倉ぶらり散策 

  そば打ち教室                  
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 ２０１６ 岩谷学園アーティスティックＢ横浜美容専門学校 

作品発表会のお知らせ 
 

月日 ２０１６年１１月２５日（金曜日）   

場所 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７号館）２階ホール 

※詳しい開催時間については８月下旬頃になりましたら学校までお問い合わせ下さい。 

       連絡先 ０４５－２９０－７０９０ 

 

（テーマ） 「メモワールmemoir ～記憶～ 」 

美しい一瞬を記憶に残すのが私達の仕事 

 

 

 

アーティスティックB横浜美容専門学校 
作品発表会のお知らせ 

   学生のお店              「フェリーチェ」メニュー  

  Esthe（エステメニュー） ≪税込金額≫   

ご予約先：０４５－３２１－０７０７ 

＜受付時間 15:30～17:30／（月）～（金）＞ 

 ●フェイシャルコース  
（クレンジング＋マッサージ＋フェイシャル機器＋パック＋仕上げ） 

            ￥2,500（90分） 

 ●ボディ（フット）コース 
太もも、ふくらはぎの前面・後面を保湿力の高いマッサージ 

オイルでトリートメント                     ￥２,500（60分） 

 ●フルボディ 
太もも、ふらはぎの前面・背中・腕のマッサージ（アロマ込み） 

                     ￥3,000（90分） 

               

  Nail（ネイルメニュー）  ≪税込金額≫                             

 ≪BASICコース（ジェル）≫              

●ワンカラー                              ￥1,000（50分） 

  ●ラメグラデーション                         ￥1,500（60分）   

  ◆ストーンとシールは指１本につき＋100円    

●フレンチ                        ￥2,000（80分） 

    ≪季節限定メニュー（ジェル）≫ 

●季節に合わせたデザイン                ￥2,200（60分）   

☆お時間が前後する場合がございますが、ご了承下さい☆ 

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。今後、変更する場合があります。 

本校のビューティースタイリス

ト科（BS科）２年生とトータル

ビューティー科（TB科）２年生

が、日頃学んだ授業成果を発表する

「作品発表会」を開催いたします。 

授業成果とアーティスティック

な感性を融合した、トータルな作品 

発表会です。 

お忙しいとは存じますが皆様の

ご来場を心よりお待ちしています。 

 「フェリーチェ」は、岩谷学園アーティス

ティックB横浜美容専門学校の１階に位置する 

清潔感のある、明るい空間が自慢のサロンで

す。毎日3〜4名程の学生が丁寧にお客様をお出

迎え。はじめて施術を受けられる方でも安心し

て、施術を受けていただけます。 

 皆様のご来店をお待ちしています！ 
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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。 

 

 

  

 

 

 

 

東濱祭～２０１６～ 
 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。岩谷学園合同

学園祭『東濱祭』を、９月１７日（土）午前１０時より、盛大に開催 

いたしますので、ＯＢ・ＯＧの先輩の皆様方には、旧交を温める機会に

していただければ幸いに存じます。 

 昨年の学園祭は、改装した１号館をはじめ３号館、５号館、６号館、

７号館そして地元自治会が一体となってショー、ライブ、展示、模擬店

が賑やかに繰り広げられました。 

 「東濱祭」もテクノビジネス横浜保育専門学校、アーティスティック

Ｂ横浜美容専門学校、高等専修学校、粋生倶楽部、平沼昭和親交会そし

て岩谷学園校友会が、それぞれの特色を生かしながら、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。これもひとえに横浜簿記専門学校時からの卒業生の皆様方が営々

と築いてこられた伝統の開花だと感謝しております。 

創立者が川崎に学校を創立して６６星霜、学園で培われた建学の精神

を体して、厳しい社会のなかで、ともすれば安逸に流されそうな生活の中で、懸命に平和社会の建設に努力されている 

皆様の益々のご健勝とご活躍をお祈りいたします。 

 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１７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。 

 なお、当日は岩谷学園１号館３階ホールで、１６時から「岩谷学園同窓会」が開催されます。その４階に校友会の部屋を

用意しておりますので、お待ち合わせご休憩にご利用いただければ幸いです。 

 展示コーナー、アルバムなどを準備しております。時の流れに身を任せ、学園の移り変わりを楽しんでいただければと思

います。 

 

幾度天涯望白雲 今朝帰省見雙親 

春秋雖富朱顔在 歳月無憑白髪新 

美味調羹呈玉筍 佳肴饌入鱠冰鱗 

人生百行無如孝 此志眷眷慕古人 （歸省  狄仁傑） 

 

幾度か天涯 白雲を望む  今朝歸省して 雙親に見ゆ 

春秋富みて 朱顔在りと雖も  歳月憑る無くして 白髪新たなり 

美味羹を調して 玉筍を呈し  佳肴饌に入って 冰鱗を鱠にす 

人生百行 孝に如くは無し  此の志眷眷として 古人を慕う 

 

遠く親元を離れて暮らし、ふと見上げる空に浮かぶ白雲。そこに親の顔を思い浮かべた日々。久方ぶりに帰省して間近に

見る父母の顔。顔色もよく元気そうである。しかしながら白髪は増えている。やはり歳月だけは避けることができないもの

である。さっそく美味しい食事を作ってさしあげた。人にはいろいろ道があるが、この歳になってみると、親に孝養を尽く

すということが一番だと今更ながら思う。この志に思いを寄せるとき昔から孝養を尽くしたと云われる人を慕い、見習って

みたいものである。 

情報や映像の技術がこれだけ発達した現代においても、やはり温もりの感じられるほどの距離にあって、灯りの下で笑い

あえるひと時を作れることが、何気ない日常の中での一番の孝養であり、幸せであろう。 

「東濱祭 ～２０１６～」  
201６年 9月１７日（土）開催！！ 
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