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Beauty Therapy Ai YOKOHAMAオープンのお知らせ 

                      オープンのお知らせ 
 

 ２０１７年６月２４日に女性専用エステティックサロン『Beauty Therapy Ai YOKO-

HAMA』(ビューティセラピーアイヨコハマ)-を、岩谷学園５号館統合事務局隣りにオープンしま

した。 

 お客様のご要望やお悩み、身体・お肌の状態に合わせてCIDESCO国際ライセンス保持者の 

セラピストがお手入れを担当することで、利用者の皆様に安心・安全な技術とサービスを提供

し、エステティックを楽しんでいただける環境になっています。 

 また、トリートメントは、心あたたまるくつろいだ時間と快適さをお届けする 

ために、完全貸切のプライベートスペースで行っています。 

現在、CIDESCO認定サロンも申請しており、神奈川県初の認定サロンを目指し

ています。 

 岩谷学園アーティスティックB横浜美容専門学校プロデュースの、こだわりが 

たくさんつまった癒しの空間へ、ぜひ一度、お立ち寄りください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〒220-0023 横浜市西区平沼1-38-19 営業時間 11:00～21:00 
URL:https://www.i-soin.jp/  TEL/FAX:045-548-6866               

 ♡ご予約・お問い合わせ専用：080-9889-0482 ✉ info@i-soin.jp      

    

CIDESCO International Beauty Therapy Diploma 

2017年9月16日（土） 岩谷学園 校友会 同窓会 
 

時 間：１部：１６時３０分～18時（高等専修学校） 

    ２部：１８時３０分～20時（高等専修学校以外） 

会 場：1部：崎陽軒4階   2部：崎陽軒5階 

その他：参加費無料 

Sachiko Suzuki [鈴木 幸子] 

【予約mail】     【HP URL】 

mailto:info@i-soin.jp
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201４年度 高等専修学校 卒 

星野 孝徳 

 私は現在、津田運輸株式会社の

業務部に勤めさせていただいてい

ます。 

 主な業務内容は、輸出入通関手

続きや税関に対しての書類作成で

す。入社当初は社内で輸出入に関

しての専門用語が飛び交い、社員

同士の話を聞いていても全く意味

が解らなかったので、この先ずっ

と働くことができるのかとても不

安でしたが、社長をはじめ会社の

先輩の方々のご指導のおかげで、 

今は何とか業務を遂行することができるようになりました。 

 学生時代を振り返ると、私は勉強が苦手で朝も弱く、先生方

を困らせている生徒でした。遅刻も多いのにその時は危機感も

全くありませんでした。しかし、就職活動をしている中で時間

を守る大切さと、ビジネスマナーや言葉遣い等の必要性を教え

てもらい、その時から少しずつ気持ちが変わってきました。苦

手だったノート写しや授業中の態度も改め、社会人になるため

の努力をすることができました。それができたのも、当時就職

活動を支えてくださった先生方や、本気で私のことを叱ってく

ださった先生方のおかげだと思っています。 

 今年で社会人3年目ですが、学生時代あれだけ遅刻をしてい

た私も、入社以来一度も遅刻をしていません。ビジネスマナー

や言葉遣い、業務に関してはまだまだ未熟で叱られることもあ

りますが、前向きに毎日充実した日々を送っています。一人前

の社会人になるため、今後も一生懸命頑張りたいと思います。 

 私の業務は主に商品の販売業務

で、お菓子売り場を担当していま

す。商品の販売計画を立て、仕入

れから店頭での陳列等を実行に移

し、今回全国で売り上げ１位を達

成しました。それを目標に日々業

務を行っていたのでとても嬉しい

です。今もさらに成績を上げられ

るよう努力しています。 

 学生時代は、生徒会で様々な行

事の運営や活動に参加していまし

た。初めは動きが分からず苦労して

いましたが、先輩や先生方に教えてもらいながら少しずつ、 

自分の役割をこなしていきました。そのうち人前で話すこと

や、行事の計画を立て運営すること、先生方と一緒に話し合い

自分の意見を伝えるなど、様々なことを身に付け、自信を持っ

て行動することができるようになりました。そういった学校で

の活動が今の自分につながっていると思います。さらに仕事で

は、お客様への対応や、会社の方とのコミュニケーションがと

ても大切です。 

 社会人になって初めて理解することもたくさんありますが、

毎日新鮮で充実した毎日を送っています。もちろん失敗して怒

られることもたくさんありますが、全て自分の糧にできる 

よう、日々努力をしていきたいと思います。 

  201６年度トータルビューティー科 卒 

中山 梨花 

 AB校を卒業後、esNAILというネイルサロンに就職をし、現在も都内でネイリストとして仕事をし

ています。主にお客様への施術を中心とした接客をしています。研修生の頃は初めて知ることや覚え

ることが多くて大変でしたが、丁寧に指導してくださる講師をはじめ、暖かい先輩方に支えてもらい

ながら頑張る事ができました。今も尚、大好きなネイルを仕事としてできることに喜びを感じながら

働いています。 

 学生時代は、負けず嫌いな性格もあり、好きな事にはとことん打ち込んだ学生生活でした。講内 

イベントなどの自分たちの力で作品を作り上げるものは、特に楽しんで取り組むことができました。 

 ネイルの授業では、先生が親身になって教えてくださったおかげで検定取得ができ、自信にも繋が

りました。  

 同級生とは今でも繋がりがあり、みんなで遊ぶこともあります。仕事の話はもちろん、学校生活の

思い出話をたくさんします。 

 最近では、ネイル以外にキャンドル作りや石鹼作りにハマっています。石鹸作りはAB校の授業で

教わったことをきっかけに始めました。学んだ知識を生かして趣味に繋げられることができて、とて

も嬉しく思います。 

 

201４年度 高等専修学校 卒 

向田 浩登 

２０１６年度 経理ビジネス科 卒 

カルキ キソール 

 初めて日本の会社に入り、外国人は私一人。この環境にとても不安を感じましたが、皆がとても優しくて

安心しました。社会人になって分かったことは、アルバイトや社員の方々とのコミュニケーションが大切で

あり、いくら仕事ができてもダメだということです。 

 この会社に入り働くことで自分が成長できている、と感じています。同時に、夢を見ること、そのための

計画を立てながら最後まで諦めないことが大切だと感じています。行動力＋熱意＝成果 だと思います。 

 先月、私が考えたマンスリーカレー（月間特別メニュー）は大人気で、多くのお客様に召し上がっていた

だきお褒めの言葉をいただきました。今、毎日が忙しいですが、とても楽しいです。 

 将来、マネージャーになりチェーン店を、母国をはじめ海外に展開し、日本国内でも

店舗を増やしたいと考えています。社長も私の目標に対してポジティブに考えてくだ

さっています。この9月から店長昇格が決まり、まずは自分の店を盛り上げたいです。 

 先月、シンガポール店がオープンしました。そして、そこのオーナーが札幌に来られ、大きな会議がありま

した。その際、社長が私を同行させてくださり、また色々な会社の社長さんとの相談会にも参加させてくださ

り、名刺交換や話合いがとても良い経験になりました。これからも、社会勉強に励み、経営者になるための準

備を進めていきたいです。 
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私はクラスメイトの中で唯一の既婚者・小学生の子どももおり、担任よりも年上という多少扱いにくい

学生だったかもしれません。 

入学式当日は受付でも当然、保護者だと間違われ、実際、在学中もお母さん的立ち 

位置で、口ばかりで体を動かさず、年齢差が一回り以上ある同期の学生との体力の差を誤魔化しながら過

ごしました。それでもみんな嫌な顔を私に見せず、二年間受け入れ続けてくれました。本当に恵まれた環

境だったと思います。クラスで途中退学者が一人も出ることなく卒業式を迎えられたのは、紛れもなくそ

の証です。私は10年働いたOL職からアイリストになろうと思い、アイリストに必要な美容師免許を取得

するために入学しました。2年次の秋に就職の内定をいただき、まつ毛エクステンション技術の練習を本格

的に始めました。学校から職場までは近く、時間を見つけては多くの練習に時間を割くことができまし

た。最初は施術速度も遅く、時間ばかりかかってしまいました。しかし、その練習の積み重ねのお陰で、

入客までは早かったと思います。今では同期のクラスメイトやアーティスティックBの後輩にもお客様と 

して来店していただき、本当に嬉しい限りです。 

次の夢は施術の技術と知識を増やし、アイリストの講師としてアーティスティックBに通うことです。 

2016年度 情報ビジネス科 卒 

レ ビュト コ ディン 

２０１６年度ビューティースタイリスト科 卒 

最上 千香 

こんにちは、2017年3月に卒業したレ ビュト コ ディンと申します。現在、ネクサート株式会社に勤めて、システム開発の仕事に 

就いています。 

私も昨年の今頃は就職活動の真っ最中でした。在校生のみんなは就職活動どうでしょうか？

スーツを着て合同説明会とか社内説明会に行くことは大変だし、つまらないと思う頃ではないで

しょうか？やはり、就職活動は大変です。一日中、学校に行ったりアルバイトをしたり説明会に出

たりするため、自分の時間がなくなってしまうので、嫌な気持ちになったりします。そのことを私

も思い出します。しかし、説明会に行くたび、色々な会社の応募条件や仕事内容などを聞き、入社

してから研修時間がどのぐらいあるかという情報が得られるので、とても大事なことでした。今の

自分の能力で、どんな仕事ができるのかよく考えました。 

現在、私は入社して3ヶ月が経ちました。Javaプログラムや基本的なアルゴリズム、MySQLな

どの研修を終え、いよいよ7月3日から本格的に業務に参加しています。仕事の内容は、お客様向けに、サーバ管理のためのWebアプリ

ケーションの開発をすることです。Webアプリケーションの開発とは、JavaやJavaScript、MySQLなどを使ってサーバ管理のための

仕組みを作ることです。学校の授業で学んだ、JavaプログラミングやMySQLがとても役に立っています。私は現在の社会人生活をとて

も楽しく思っています。これからも自分の能力を高めるために益々勉強し成長したいと考えています。 

201５年度 日本語科 卒 

銭 代成 

201６年度 日本語科 卒 

ディン チャン ヴィエト 

 岩谷学園の先生の授業は面白くて、私は日本語に対する熱情が 

高かったです。一番思い出に残っている行事は漢字王コンテスト

で、私は優勝しました。その後、

よく「漢字王」と呼ばれました。

また、クラスメイトとは日本語を

勉強するというみんな同じ目的が

あったので、すぐ友達になれまし

た。一緒にいろいろな遊びをしま

した。よく行っていたところは

Round1とカラオケでした。私は

ボウリングとカラオケが好きで、

とても楽しかったです。 

 岩谷学園を卒業して、去年、駿河台大学に入りました。大学で

は、授業を自分で選べ、授業の時間を少なくすることができます。

土日以外の休みの日も作れます。その時間は好きなことができま

す。また、大学には様々な部活やサークがあります。サークルの 

ほうが自由なので、サークルに入ることをお勧めします。私は、 

英会話サークルに入っています。 

 日本語科の時は外国人のクラスメイトに囲まれていましたが、 

今は自分以外のクラスメイトは全員日本人という時があります。 

残念ながら、今はまだ学校に日本人の友達はまだできていません。

でも顔なじみが多いです。よく挨拶をしてくれる人もいます。バイ

ト先では家に遊びに行くくらい仲の良い友達ができました。よく 

冗談を言って面白いです。彼がいてくれてよかったと思います。 

 卒業後、日本の会社に入りたいです。私にとって、日本は住みや

すい、いい所なので、永住権が取れるまで頑張るつもりです。 

その時、日本人の恋人がいたら最高です。だれか、紹介してくれま

せんか。 

 

私はディン チャン ヴィエトと申します。今福井工業大学の

経営情報学科の１年生です。岩谷学園で２年間日本語を勉強しま

した。この２年間は本当にとても価値

のあるものでした。 

 日本に来たときから朝日新聞の 

奨学生として、学校に通いながら、 

新聞配達をやっていました。仕事は 

本当に大変でしたが、いろいろなこと

を勉強できました。日本での生活は 

本当に厳しく、困難なことに遭った時

は自分の目標を何回も諦めようとしま

した。でも、私は何のために日本に来

たのか？最初の目的は何だろうか？と

思いました。私は目標を諦めず、努力

すれば、絶対に乗り越えられるはずだと思います。そして、その

時のおかげで、忍耐力が強くなりました。 

 日本に来て、すぐに留学の目標をしっかり決めて、その目標の

ために早めに準備をしたほうがいいと思います。１年半２年とい

う時間は、思ったよりそんなに長くないからです。特に、日本で

進学を考えるなら、最も大切な時期でもあります。また、進学や

就職など、日本で何をするにも日本語は一番大切です。就職や進

学などをしてから、日本語を勉強することはとても厳しいことで

す。日本語学校での時間を無駄にしないで、日本語を勉強しま

しょう。 

 皆さんはどんな時があっても、目標を忘れずに、選んだ道は前

を向いて、進んでください。最後に、忙しい日本の生活の中で、

皆さんも私と同じ成功と喜びを体験できるよう、祈っています。  
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高等専修学校から 

～学校・学科・部門等の報告 学校行事など～ 

【スポーツ大会】   

 縦割りチーム対抗で、ドッヂボール、バスケットボール、リレーを 

行いました。競技に生き生きと取り組む姿、仲間を応援する姿が大変 

素晴らしかったです。仲間と協力し合う場面も多く見られ、生徒の 

成長を実感した1日でした。 

 また、生徒会の生徒たちはラジオ体操や司会進行、結果発表など、 

たくさん活躍しました。3年生にとって最後の行事であったため、 

高校生活の良い思い出となりました。 

【新入生研修】   

 １年生全員で三浦ふれあいの村に行きました。午前は学園生活の 

決まりをじっくり再確認しました。 

 午後は防災学習に参加し、班ごとの防災ウォークラリーや話し合いな

ど、災害時にどう行動すべきかなど多くのことを学びました。 

 入 学 後、間 も な い 行 事 で し た が、ク ラ ス メ イ ト と 関 わ り 始 め る 

きっかけとなり、良いスタートを切ることができました。 

【進路ガイダンス】 

 大学、専門学校、企業から講師や卒業生を呼び、興味がある分野の 

講座に参加しました。卒業後の進路を考えるうえで大切なことや、働くための 

心構え などを聞くことができました。生徒たちは興味津々で積極的に質問し、 

普段の授業とはひと味違った学びの機会となりました。 

テクノビジネス横浜保育専門学校 

日本語科 

◆春の校外授業（2017年5月） 

 とても良い天気の中、今年はディズニーシーへ行きました。クラスごとに横浜駅に集合し、ラッ

シュの電車に乗り、押し揉まれる体験もしながら到着。どんなアトラクションに乗るか、どのレスト

ランで昼食をとるかなど、リーダーを決めて事前にクラスで話し合いをし、この日を楽しみに 

していました。ディズニーシーの中ではアトラクションの利用、レストランでの注文、友達との相談

など教室で学んだ日本語の実践の場となりました。この校外学習を通して日本文化、日本事情を知る

きっかけにもなり、またクラスの親睦も図ることができました。 

 

◆異文化交流会（2017年2月） 

 今年のテーマは、「学生主体の運営」「2年間の学習成果を見せる場」とすることでした。今年も、

歌、ダンス、劇、クイズ、ゲームなど多種多様な発表がありました。また１年生も参加できるような 

プログラムを考えてくるクラスもあり、大いに盛り上がりました。準備の時間を十分にとり、練習を 

重ねるごとにクラスの友達との交流と理解を深めることができました。協力して一つのものに向かう 

喜び、また、準備をすることの大切さや責任を感じることもでき「学生主体の運営」という目標が達成

できました。発表も出場者すべてが堂々としていて素晴らしく、学習成果も十分に出せました。写真は

卒業前の気持ちを歌で表したクラスの発表の様子です。 

 

◆国別交流授業（2017年1月） 

 今年度初めての試みでした。国別に集まり、２年生が１年生へ学校生活や生活上の指導をし、情報

を伝える授業で、打ち合わせから当日の進行まで全て学生が行いました。目的は①１年生と２年生の

交流 ②先輩から後輩へ体験を通しての助言・指導をする ③学校側の指導内容を母語で確実に伝え

るためです。２年生は各国よく準備され当日も熱の入った集まりになりました。１年生も関心を持っ

て先輩の話を聞いていました。写真は中国学生の交流教室の様子です。 

 

◆日本文化授業（2017年1月） 

 日本舞踊「津軽あいや節」の鑑賞。日本舞踊についての説明と質問の後、NOSSを体験しまし

た。NOSSというのは日本舞踊をもとに考案された体操です。皆、「難しい」と言いながらも一

生懸命取り組んでいました。舞踊や音楽は国によって個性があります。NOSSで使われた音楽の

美しさにも魅了されたようです。各クラスには１名ずつインストラクターが付いたので、日本語

実践の場にもなりました。 
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テクノビジネス横浜保育専門学校 

本科の紹介 

 テクノビジネス専門課程では、「将来日本で元気はつらつ働きたい！」という留学生たちが、元気いっぱい学修に励んでいま

す。卒業後に日本での就職を目指す２年制の課程、経理ビジネス科・情報ビジネス科に187名、卒業後に希望の大学（大学院・専

門学校を含む）への進学を目指す１年制の日本語研究科に41名、合計228名が在籍しています。在籍者全てが留学生であり、中

国、ベトナム、ネパール、モンゴル、スリランカ、ミャンマー、バングラデシュなどから来ていただいています。卒業後の進路実

現に力を入れた指導をしており、「就職するなら岩谷！」と留学生に認識していただけるよう教職員一同、学生たちと共に励んで

おります。2017年5月の留学生新聞によりますと、日本の専門学校の卒業生就職率は約２６％とのことですが、私たち専門課程の

学生たちは約７０％の学生たちが就職内定しています（残り３０％の学生たちの中には、大学で、もっと学習したいという学生も

それなりにおります）。この数字をもっと伸ばし、岩谷ブランドを築いていけるよう引き続き励んで参ります。HP等で専門課程の

今後の動向を見守っていただければ幸いです。 

2017年度 1年生春期研修 

 テクノビジネス横浜保育専門学校の春の恒例行事、１年生春期研修旅

行をご紹介いたします。 

 入学してすぐの4月19日・20日、静岡県伊東市に研修旅行に行って

まいりました（新入生139名が参加）。この研修では、卒業後の進路実

現に向けて、これからの２年間をどのように過ごすのかをグループ単位

で話し合い、模造紙にまとめ、自分たちの決意表明をします。 

 今年も学生たちの立派な、そして固い決意を聞くことができました。

その言葉に違わず一生懸命に横浜キャンパスで頑張っています。また、

この研修は、入学後すぐに行うことで、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。 

 2日目は緊張感溢れる初日とは異なり「お楽しみ」要素満載のプラン

で、より親睦を深めます。熱海海岸でのリラックスのひと時や箱根・芦

ノ湖での海賊船による遊覧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・進学に

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！ 

2017年度 2年生就職研修 

 2017年5月17日、就職活動を本格的に始動2年生の就職研修が行われました。 

 事前に基本的な質問事項に対する回答を個々に準備し、入退室の動作 

確認・挨拶の実践練習と共に面接練習を行いました。学校で行うとはいえ 

就職研修です。この日は皆スーツでの参加です。外部企業からも10社程ご参加くださり、

各面接グループに加わってくださいました。こうした環境もあり、学生たちは気持ちも 

ピリリと引き締まり、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。なかな

か思うように答えられず、苦戦する学生の姿も見られましたが、逆に言えば課題を見つけ

ることができました。そんな学生たちの真摯に向き合う姿、何度もトライする姿を企業の

方にも見ていただき、評価をいただくこともできました。 

 これからが本当の勝負の始まりです！それぞれの目標の実現に向かってあきらめることなく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！ 

◆清掃ボランティア（2017年5月） 

桜木町駅から大通り公園まで地域の企業とともに清掃活動を行いました。一人ひとりがトングと 

ビニール袋を持ち、軍手をはめて清掃。瓶・缶の担当者、ペットボトル担当者など分別袋を持つ 

役割を決めてゴミ拾い。改めて日本のゴミ分別について学ぶことができました。「横浜はゴミが少な

くてきれい！」「木の下にたくさんあるよ」「傘が捨ててあります」などの声があちこちから聞こえ

ます。夢中になって車道に出そうになる学生も。快晴の下、汗を拭き拭きゴミを拾ったあとの水のお

いしいこと。写真はゴミと一緒に爽やかな笑顔で。 

◆パソコン授業 

  日本語科のパソコン授業も今年で３年目になりました。ローマ字入力やカタカナや漢字変換のし方 

などから学び、２年生になると作文の入力や、メール文などの練習もし、最終的には進学志望理由を打ち

出せることを目指します。漢字の正しい読み方がわからなければ漢字に変換することができないため、漢

字の練習にも役立ちます。漢字を書くことが難しい学生も「読むことができる」「変換候補の中から選べ

る」ことを繰り返していくうちに、漢字に親しみを持つようです。パソコン授業は学生がとても楽しみに

しており、「毎週パソコン授業したい！」という声も聞かれます。  

テクノビジネス横浜保育専門学校 

日本語科 
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 2017年1月20日「粋生倶楽部10周年記念・新年 パーティ」を「KKRポートヒル横浜」にて開催致しました。 

港の見える丘公園そばに建つ老舗のホテルで、夜景が大変美しく、パーティを盛り上げてくれました。 

 参加者50名で楽しい充実したひとときを過ごしました。 

 
  なかでも、学校法人岩谷学園  

  日本語科の先生の協力で、モ 

  ンゴルからの留学生２名が演 

  奏してくれた「馬頭琴（モン 

  ゴル楽器）」の演奏。心に染 

  み渡る 演奏は素晴らしかった 

  です。 

  ネパールからの留学生さんも  

  チャーミングなダンスを披露 

  してくれました！ 

  

他にも楽しいイベントの数々、参加者の方々に大変喜んで頂きました。 

（馬頭琴の演奏、ネパールダンスは 「粋生倶楽部 YouTube 馬頭琴」で検索すると観ることができます。） 

心あたたまる仲間とのひととき 

粋生（いきいき）倶楽部 岩谷学園後援 

このような方にお勧めです！ 

★十分働いてきた。 

 これからの人生を 

 思いっきり 

 楽しみたいという方 

★子育ては終わった。 

 これからは自分の 

 人生を楽しみたいと 

 いう方 

★仲間を作って一緒に楽しみたいという方 

10YEAR ANNIVERSARY お陰様で2017年4月 10周年を迎えました！！  

 粋生倶楽部では現在「そば打ち教室」「文人画を描こう」「散策(横浜シティガイド協会案内)」 

 「美術鑑賞」「落語鑑賞」「映画鑑賞」「ボーリング」「ライブ鑑賞」「カラオケ」「ランチ 

 会」など・・・さまざまな企画をご用意してお待ちしております♪♪♪ 

ネパールダンス 

馬頭琴の演奏 

文人画を描こう 

そば打ち教室 

散 策 
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学生のお店             『フェリーチェ』メニュー 

 アーティスティックB横浜美容専門学校では、新入生オリエンテーションの一環で交流会

（バーベキュー）を行っています。今年度も４月２１日に横浜市内にて実施しました。 

本校ではここ数年の恒例行事になりつつあります。 

 この交流会の目的の１つ目は、学校全体の親睦を深める、２つ目は、２年生が新入生を

もてなすことです。入学間もない新入生の緊張を解きほぐし、先輩達が接客接遇のお手本

を見せる日でもあります。 

 最初はお互いに遠慮をしている姿も見られましたが、同じ時間を共有している内に、 

自然と笑顔と会話が生まれてきます。 

 秋には交流会第２弾として、スポーツ大会も計画しています。 

学園の「たのしい教育」テーマのとおり、在学中にたのしみながら学ぶ授業や行事を 

実施しています。また、卒業後には、良い思い出となってくれることと思います。 

 ＭＥＮＵ ≪税込金額≫ 

       ご予約先：０４５－３２１－０７０７ 

    ＜受付時間 １５：３０～１７：３０（月）～（金）＞ 

ESTH E（FACIAL)      

●Ａ．洗浄コース  

（ブラシ OR 吸引＋パターORイオン導入＋皮脂吸着 OR 保湿パック） 

￥2,500（90分） 

●Ｂ．美白コース 

      （パター OR イオン導入＋美白パック OR 保湿パック）                                        

￥2,500（60分） 

●Ｃ．保湿コース 

（酸素ORエレクトロクレンジング＋イオン導入＋ハチミツパック） 

                                 ￥２,500（90分） 

NAIL（ネイルメニュー） 

● GEL HAND 1ｶﾗｰ                  ￥1,000（60分） 

● POL I SH HAND １カラー       ￥500（60分） 

OPT I ON ケア10本 OR ジェルオフ10本         ￥500  

 その他メニューの詳細につきましてはお電話にてお問い合わせください。   

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。 

 「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！ 

                     

フェリーチェネット 
予約システム 

校外授業の一環として毎年『芸術鑑賞会』を行っております。一昨年は宝塚歌劇団の『ガイズ＆ドールズ』、 

昨年度は劇団四季の『リトルマーメイド』を観劇いたしました。今年度は劇団四季がKAAT神奈川芸術劇場での 

公演があるため、『オペラ座の怪人』を観劇いたします。 

学生は、学園祭そして2年間の集大成の作品発表会に 

むけての衣装、ヘア、メイクなどのアイディアや演出力

を養うことが目的です。全校生徒が参加する行事はいく

つかありますが、毎年学生達には人気のある行事のひと

つとなっております。また、この行事の参加時にはスー

ツ着用となっております。校外における行事も、しっか

りとしたビジネスマインドを持って臨んでもらうこと

も、大切なことだと考えております。学生達もピシッと

した服装で参加することで、しっかり背筋が伸びる感じ

があり良い刺激になるようです。 

 先日、学生たちに 案内書を配布いたしましたとこ

ろ、大盛り上がりでした。非日常を体験できることも 

演劇の楽しみのひとつですし、良いものたくさん観ること

で、さらに感性を高めてほしいと思います。 

 １・２年生交流会 バーベキュー   

          アーティスティックB横浜美容専門学校 
             ２０１７年度 芸術鑑賞会 
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東濱祭～２０１７～ 
 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１６日（土）午前１０時より、盛大に

開催いたします。 

 「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、平沼昭和親交会そして校友会

が、それぞれの特色を生かしながら、一体感を醸し出してきました。

これも、ひとえに卒業生の皆様方のご支援の賜物だと感謝いたして 

おります。是非ご来園いただき後輩たちを励まし、同窓の友と旧交を 

温めていただければ幸いです。 

先日、学生時代の先輩と会う機会がありました。卒業して３５年余

り、本当に久しぶりの再会でした。その中で、「母校愛」という言葉

が話題になりました。先輩が卒業するにあたって創立者から贈られた

言葉だそうです。それぞれがそれぞれの道へと旅立っていく、それは

社会という大海に船出していくようなもの。その未踏の航海において

寄港できる場所、帰れる場所、帰るべき場所があるということは心に

確固たる羅針盤を持っていることに通じる。心にゆとりであったり、

時には励ましであったり、安心感で与えてくれる。 

暗中模索の時、五里霧中の時、孤立無援の時、行き詰まった時、 

窮地に立たされた時、八方塞の時、そのような時に自分を見詰め、 

素の自分に戻れる場所、温かく受け入れてくれる場所、それが家庭で

あったり、コミュニティーであったり、将又母校である場合もあると

思います。 

 縁あって時を同じくして同じキャンパスに集い学びあった経験は、若き 

時代にあって秋霜烈日のかけがえのない宝だと思います。 

学園から到来する雁書が、その宝物を触発させ各自の心に、同窓の快い響きを蘇らせていただければ、このＳｅａＢｒｅｅｚｅも 

本望であり、母校愛を醸し出せれば望外の喜びです。 

 

 宋の韓維の詩に 

同榜同僚同里客  同榜同僚同里の客 

班毛素髪入華筵  班毛素髪華筵に入る 

三杯耳熱歌声発  三杯耳熱くして歌声発す 

猶喜歓情似少年  猶を喜ぶ歓情の少年に似たるを（卞仲謀八老会） 

 

 同じ国家試験に通った者、同じ職場で働いた者、同じ郷里の者、ある者はごま塩頭、ある者はまっ白な髪、それらが華やかな 

宴席へ入ってきた。たった三杯の酒で、耳まで赤くなり、歌声がおこる。その喜びようときたら、まるではしゃぐ少年のようでは

ないか。そんな同窓の集いになっていくことを念じつつ。（白至） 

 

 

「東濱祭 ～２０１７～」  
201７年 ９月１６日（土）開催！！ 

シーブリーズ201７ ２０1７年８月２２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 

               学校法人 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.html 
 Facebookﾍﾟｰｼ  https://www.facebook.com/iwatani.koyu 

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。 

 当岩谷学園校友会では、個人情報の取り扱いに関してようやくではありますが、個人情報管理規定を作りました。 

今後は、この規定に基づきシーブリーズ等の発送を行っていく所存です。 

 つきましては、同封のハガキ（岩谷学園校友会 住所変更ハガキ）に氏名、学籍番号および同意書に同意をしてい

ただき、返信をお願いいたします。次回からのシーブリーズは、同意をいただいた方に対して発送を行うこととなり

ます。 

 承諾については、ハガキ以外に下記メールアドレスにメールを送っていただくことも可能です。 

mail：koyu@icb.ac.jp 

ラベルに記載の学籍番号、氏名、「発送を承諾します」と入力をお願い致します。 


