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 2017年9月16日（土）、崎陽軒本店で『岩谷学園 校友会同窓会』が 

開催されました。 

 約170名の先生・卒業生・在校生が集まり、盛大に行われました。 

 食事・歓談の後、昨年同様「ビンゴ大会」がありました。 

１等は、「ディズニーランドのペアチケット」です。 

 ビンゴがヒットした後に、くじを引き賞品が決まるので、皆さん一喜一憂 

していました。 

 今年度の同窓会は、ローズホテル横浜で開催します。 

懐かしい人との再会があるかもしれません。皆様の参加をお待ちしています！ 

 

  

 

 

            

2018年度岩谷学園 校友会 同窓会 

日  時：2019年3月9日（土）  17時30分～20時（受付：17時～） 

会  場：ローズホテル横浜 2F ボールルーム イースト（元町・中華街駅2番出口より徒歩1分） 

そ の 他：◆参加費無料  ◆同窓会の案内状は、同窓会通知・同意書で同意した方に送付します。 

    ◆ご案内の届いていない同窓生にもお声かけください。多くの方のご参加をお待ちしております。      

  

Ｉビリーブ（就労移行支援事業所） 

          Ｉ
アイ

ビリーブができました           

 2018年4月5日、岩谷学園5号館から徒歩5分、地下鉄高島町駅近くのマンション 

1階に、就労移行支援事業所「Ｉビリーブ」（利用期限は2年まで）が開所しました。 

＜岩谷学園が、Ｉビリーブを作ったのは…＞ 

 ＊岩谷学園高等専修学校の在校生が手帳就職をめざす時に相談できて、卒業生が 

  自分のペースで就職をめざす時に、本人の特性を理解したきめ細かな支援が受け 

  られるように…という思いで設立しました。 

  もちろん、岩谷新卒者に限らず、中退や再就職希望の人でも大丈夫です。 

  「受けいれて、社会につなぐ」が私たちの合言葉です＊ 

＜開所３か月が経って＞ 

 ＊皆さん、軽作業が手早くなりました。調理や農作業や清掃にも慣れてきました。 

  人前で話せるようになり、ハローワークやスマホで自分に合った求人を見つける 

  人もいます。何より、岩谷生らしい優しさも感じられるようになりました＊ 

 

I ビリーブ所長 甲方 裕之 

キッチン 

 〒220-0021 

 横浜市西区桜木町7-45-2  

 ＹＭ横浜ビル101号 

 ＨＰ：https://i-blv.jp/ 

 Mail：info@i-blv.jp 

   メインスペース       個別支援スペース 
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2017年度 日本語科 卒 

姜 暁婷  

大学に入学してから、もう3ヶ月

がたった。3ヶ月の間大学の先生や 

友達が親切してくれたおかげで、自

分は前より成長できたと感じた。こ

んなに早く大学の生活に慣れたとい

うことに対して、自分でも驚いた。 

最初、まったく新しい環境に接す

る時、すごく緊張して、心配してい

た。なぜなら、私の大学は留学生が

少なく、同じゼミの学生達もほとんど

日本人である。「日本人は私と友達になりたいかな」と心配し

たが、結局余計な心配だった。みんなが優しくて、アクティブ

なので、すぐに良い友達ができた。そして、一緒に授業を受

け、ご飯を食べ、火鍋パーティーもひらいた。友達と一緒に過

ごした時間はとても楽しかった。また、自分はいつでも1人で

はないと感じた。だから、これからの4年間みんなと一緒に

もっと頑張りたいと思う。 

ここでは、みんなにシェアしたいことがあって、大学の授業

の中には発表が多いので、留学生にとって簡単ではない、自分

がやられるかどうか自信がない。発表の原稿はメールで先生に

送り、何回か修正の必要がある。私はすごくイライラした。な

ぜこんなに面倒くさいのか、全然やりたくないという気持ちが

いっぱいあった。ところが、先生は私の原稿にコメントを書い

てくれて、「頑張って」ということを書いてくれて、夜中に返

信してくれた。本当に感動した。ですから、発表は最後の目的

ではなく、準備の過程が自分を鍛えてくれて、大切であると

思った。大学の生活の中で、良い友達と親切な先生がいるから

こそ、やる気いっぱいになる。そして、友達と一緒に努力した

い、また先生の期待に添いたいと思う。 

私は2018年3月に、岩谷学園テク

ノビジネス横浜保育専門学校日本語科

を卒業しました。今、大学に通いなが

ら、和風の小さい居酒屋でアルバイト

しています。 

朝日新聞奨学生として日本に来てか

ら、新聞配達しかしたことがない私に

とって、このアルバイトは大きな経験

になっています。最初は、聞いたこと

もない日本酒などの名前が覚えられなく

て大変でしたが、お店の優しい皆さんのおかげで、だんだんで

きるようになってきました。学校とアルバイト、また大学の留

学生会の役員もしているので、毎日忙しいです。でも大学で、

日本人学生たちと一緒に授業を受けたり、一緒に頑張ったり、

協力しあったりして、学生生活を楽しく送ることができていま

す。大学生になってから、熱中していることがあります。それ

は日本の小説を読むことです。私は難しい本は読めませんが、

日常生活についての簡単な小説が好きです。 

今、振り返ってみると、学園祭の時、皆さんと一緒に楽しん

でいたことや校外学習でディズニーランドへ行ったことなど、

在学中の二年間は自分にとって最高の思い出を作ることができ

たと思います。また、今まで頑張ることができたのは日本語科

の先生方のおかげだと思い、心から感謝しています。私は日本

語科を卒業してから、クラスメートの皆さんとあまり連絡が取

れませんでしたが、もし機会があれば皆さんにもう一度会いた

いです。 

  201７年度 保育士養成科卒 

鈴木 陸公  

2017年度  日本語科 卒 

ツォードル ウネンデルゲル 

2017年度 ビューティースタイリスト科  卒 

堀 幸代  

私は現在、美容師アシスタントを 

しています。私が就職したところは地方

の人が多く、方言が飛び交ったりしてい

て面白いです。同期は10人いて、みんな

仲が良く休みが合った時には一緒にお出

かけをしたりしています。店舗がそれぞ

れ違い、月に数回あるアカデミーで同期

と関われるのでその時間を大事に過ごし

ています。 

最初は覚えることが多くメモが手放せな

い状況で、いっぱいいっぱいになっていましたが、今は3ヶ月

が経ち段々と慣れてきて先を見通して動けるようになってきま

した。まだまだ失敗したり上手くいかなかったりしてしまう事

がありますが、前向きに先輩の動きを見習って頑張っていきた

いと思います。お客様にシャンプーやマッサージで「気持ちよ

かった」や「ありがとう」と言っていただけると、やりがいを

感じますし、励みになります。 

クラスメイトやアーティスティックBの後輩、そして先生も

トリートメントやヘッドスパのモデルとしてお店に来てくださ

り、とても嬉しく思います。クラスメイトとは今でも繋がりが

あり、遊ぶ計画を立てたりご飯を食べに行ったりしています。 

これからも技術を磨いたり知識を増やしていき、お客様満足

につながるよう努力していきます。 

 トータルビューティーができる美容師を目指して頑張って 

いきたいです。 

私は保育士養成科を卒業し、社会福祉法

人いずみ苗場の会、泉地域活動ホームかが

やき内にある泉区基幹相談支援センターと

いう場に就職し、日々勉強をしています。

地域で暮らす障害を抱える方の日常生活や

仕事等に関する悩みなど様々な相談を受け

たり、障害のある人の生活を支える支援者

や関係機関とも連携をし、地域づくりにも

取り組んでいます。悩むこともありますが、趣味のアロマテラ

ピーや居合道をしながら日々のストレスを解消しています。 

 学生時代のクラスの仲間はすごく仲が良く、結束して日々の

授業等に取り組んでいた印象がありました。私のクラスは、年

齢層としては幅広く、様々な経験を通して学校に通う学生もお

り、その経験が他の仲間へのいい刺激になり、積極的に自分の

目標に向けて学びを進めていく姿がありました。 

これは、専門学校の特徴であり、最大の利点であると私は思い

ます。また、年齢層の近い仲間が集まる短期大学や大学にはな

い学びの一つであるとも私は考えています。2年間での、この

学びや経験は私にとって大きな財産になったと心の底から思っ

ています。 
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 AB校を卒業後、ELGC株式会社の 

ボビィブラウンに就職をし、現在新宿 

伊勢丹で美容部員として仕事をしています。

最初の頃はレジやパソコンなどの業務を覚え

るだけで精一杯でしたが、徐々に慣れ、接客

にも入れるようになり、遣り甲斐も感じられ

るようになりました。大好きなメイクを仕事

としてできることに喜びを感じながら働いて

います。 

 在学中は様々な検定を取得しました。就職してから役に立つ

ことが多く、検定や資格を取得して良かったと思っています。

特に、化粧品検定は直接的に役に立っているので、これからも

さらに理解を深め、勉強していきたいと思っています。 

 クラスメイトとは今でもつながりがあり、仕事の悩みや進捗

状況などを話し合ったりしています。 

 美容部員のAB校の卒業生や友達が多いので、理解してくれた

り共感してくれるので、とても心強いです。 

2015年度 高等専修学校 卒 

松岡 悠貴  
2017年度  トータルビューティー科 卒 

小田 華奈  

 私は2016年度に岩谷学園高等専修学

校を卒業し、今は横浜商科大学で学生

生活を送っています。高校生と大学生

の違いは多く、授業形式など戸惑うこ

とは多々ありましたが、環境に慣れた

今は楽しい時間を過ごせています。 

 岩谷学園で学んだことは横浜商科大

学での講義でも役立っていて、特に 

生徒会時代に身に付けたプレゼンテー

ション能力のおかげで、グループを組ん

でのプレゼンテーションで一位を取ることができました。 

また、岩谷学園の先生方に教えてもらった簿記の楽しさを忘れ

ずに、今は日商簿記一級取得を目指して勉強しています。 

 岩谷学園に在籍している時の出来事で一番記憶に残っている

ことは、卒業遠足で行った八景島シーパラダイスです。高校三

年間という長い時間を過ごした友たちと最後に遊び、お互いの

思い出を語りつくしたあの日は間違いなく私の今までの人生で

最も充実した日でした。雪降る帰り道、友たちと一緒に飲んだ 

コーラの味は忘れられません。 

 今後も、岩谷学園で学んだことを忘れず、日々精進していき

ます。 

２０１７年度  情報ビジネス科 卒 

アッチャリア パルデプ プラサッド  
２０１７年度 経理ビジネス科 卒 

バンダリ ラムジ  

 2018年3月に卒業した 

アッチャリア パルデプ プラ

サッドと申します。 

 現在、株式会社アドックイン

ターナショナルに勤めて、ネッ

トワークの仕事に就いていま

す。 

 岩谷学園で過ごした2年間は

人生の中で一番大切な時間でした。自分自身が成長したと感じる 

ことができる2年間を過ごせたのは、先生達のおかげです。いつも

感謝しています。 

 私にとって、就職活動とは、自分の人生の中で多くの時間を過ご

す「働く場所」、「仕事」を探す、大切な活動です。私は、就職活

動を始めた頃は、自分が何をしたいのかわからず、なんとなく就職

活動をしていました。もしかしたら、私と同じように自分の方向性

を見つけられず、焦りを感じている学生さんがいるかもしれませ

ん。そんな方には、とにかく「様々な企業・業界を見る、様々な 

方の話を聞く、いつも先生達と相談する」ということをアドバイス

します。就活スムーズに進まない場合もあると思います。失敗は成

功の元として、将来の夢に向かって、就職活動を”乗り切る”ので

はく、”楽しむ”くらいの気持ちで臨むと良い結果に繋がると思い

ます。 

 株式会社アドックインターナショナルに入社後、普段の生活は大

きく変わりました。技術力、ビジネスマナーについて認識不足が多

いことを痛感しました。伝えたいことを相手に伝えられなくて大変

でした。外見の壁、態度の壁、言葉づかい3の階段に関所あり、こ

れらをクリアできれば伝えたい内容を相手の心に届けることが出来

るようになると思いました。そのためにはビジネスマナーが不可

欠なのです。社会人として恥ずかしくないビジネスマナーやス

キルを身につけて、仕事に活かしていきたいと思います。ま

た、自分の価値を上げ、ネットワーク、サーバー、開発等、幅

広い技術をカバーして、生き残るポジションを確保できるよう

にして、会社にとって重要な存在になって貢献していきたいと

思います。 

 皆さん、こんにちは！ 
2017年3月に卒業したバンダリ 
ラムジと申します。現在、アパ
ホテル＜横浜鶴見＞にて主にフ
ロント業務を行っております。
業務内容としてはお客様対応、
マネジメント、売上計算、宿泊
に関する予約、会計、案内、事
務処理などの対応をしておりま
す。目標としてはお客様に満足
して頂き、売上目標も達成してい
くことです。 
 フロントにはホテルの生命線とも言える機能が集中しており、 
フロントはホテル全体のコントロール・センターのような役割を 
担います。どのお仕事も楽しい所や大変な所があります。お客様か
ら笑顔で『お世話になりました』とのお言葉を頂くと嬉しいです。
接客業の仕事では事細かく気をつけなければならないことがたくさ
んあり大変勉強になっています。お客様に対応するとき、自分の日
本語不足を感じます。学生時代に自分の努力を高める為、いろいろ
な試験を受けましたが、まだまだ足りないと思います。接客の仕事
ということもあり、文法と語彙の勉強だけでなく、最も丁寧な言葉
遣いや敬語の使い方も必要になりますので頑張っていきたいと思い
ます。 
 今振り返ってみると、岩谷学園で勉強してきて、先生方に色々な
事を教わって良い経験をしました。さらに、学校で学んだことが
日々の生活や業務の中で役に立っています。入学から卒業までの 
２年間は本当に楽しかったです。学校の先生や同級生と離れて寂し
いですけれどもその時を思い出して懐かしいです。岩谷学園では 
教科書の勉強だけではなく、就職活動、ボウリング大会、東芝見
学、キリンビール見学、カップラーメン博物館見学、スピーチコン
テスト、群馬県と静岡県の遠足の経験もしました。これらのイベン
トに参加して色々な国から来た友達と仲良くすることができ、現在
の職場の人々と日本語でコミュニケーションしやすくて本当に役に
立ちました。クラスメイトとは今でもお祭りやイベントに一緒に 
参加して楽しんでいます。また日々の中で困ったときに友達と連絡
して相談しています。 

 社会人になったからには楽しいことばかりだけではありません。

そして責任持つことが一番大事です。日本企業で働いているので 

規則や法律を守ることは当たり前ですから、これから就職を考えて

いる皆様さん、一日でも早く夢を実現できるよう前向きに頑張って

ください。私も毎日自分の能力を高める為、益々勉強し成長できる

ように頑張っています。 
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テクノビジネス横浜保育専門学校  

日本語科 

【クラス校外学習】DAS ROBEL CHANDRA （バングラデシュ ）   

 私たちの校外学習では、クラス内のすべての人が幸せな時間を過ごしました。 

 先生が一緒に楽しい時間を過ごしてくれて、校外学習はもっと楽しくなり 

ました。 

  Hakkeijima 「八景島」への私達の旅行。このツアーには多くのアト 

ラクションがありました。楽しいもの、怖いもの、いろいろありました。 

クラスの友達は皆怖いと言いましたが、私にとっては楽しみでした。怖い 

アトラクションをすることに大きな喜びがあります。私はいつも誰もがこの 

喜びを楽しめればいいと思っています。 

 この旅行の前、私たちは日本のいろいろな場所について調べたので、いろんなことが分かりました。勉強になりました。 

   

【漢字王コンテスト】BAYARAA BAYANJARGAL（モンゴル ） 

 2017年2月27日に「漢字王コンテスト」第五回が開催されました。 

 コンテストは二つの部門に分かれて開催され、最初の段階では各クラスより 

漢字を得意とする三名の生徒を選びました。選ばれた生徒は、言葉を聞いて 

漢字で書いたり、漢字の複合、漢字を組み合わせてたくさんの言葉を作る問 

題等に答えて、優勝者を決めました。 

 学生たちの中に、来年も頑張って参加します、漢字検定を受けますという 

気持ちがあふれてきました。今年度のコンテストの上位三位にはモンゴルの 

生徒たちが選ばれ ました。 

 

【岩谷学園校内進学フェア】 LUONG CONG HAI （ベトナム ） 

 説明会を通して、多くの有益な情報を身につけました。詳しい受験書類の 

準備の仕方や、奨学金の条件、さまざまな専門学校でグローバルビジネス 

コース、ITデザインコース、進学コースなどの外国人が多く学んでいるコースも分

かりました。 

 また、岩谷の専門学校に入ったら、設備も便利で近代的な環境で勉強して実習 

できます。また、学生達が関心を持っていることは、卒業後の就職率の高さです。 

 この説明会によって学生は将来の進路を考え、新たなドアを開けました。 

 夢をかなえるために、学生達はもっと勉強するべきだと思いました。 

 岩谷学園校内進学フェアは非常に役に立ちました。 
 

【清掃ボランティア】車 凱彬（中国）  
   今、ボランティアという言葉は時々耳にします。でも、日本に来る前はボラン

ティアをしたことがありませんでした。それで、今回、学校から紹介された 

活動をきっかけにボランティアに触れました。朝、8時半に集合して桜木町から

我々のルートに沿ってゴミを拾い始めました。いたるところできれいな花を 

見ました。日本の街は本当にきれいだと思います。時間が経つのが早く、あまり疲

れませんでした。 

 今回のボランティア活動を通じてたくさんのことを感じました。ボランティアは

自分の経験や知識を発揮しながら社会の役に立つので、精神的な充実感、満足感も

得られます。これからは私ももっと積極的にボランティア活動に参加しようと 

                  思います。  

 

【文化交流会】NGUYEN THE HUNG （ベトナム） 
文化交流会に向けて、いよいよだなという気持ちで私なりに待っていました。 

当日は雪のため、文化交流会は外の施設ではなく岩谷学園１号館３階で行いまし

た。けれども、季節が冬から春に変わるところで、そしてもうすぐ旧正月が近づい

てきているので、皆は楽しみにしていました。今年のテーマは「ファッション

ショー」で、各国の伝統的な服が紹介されました。クラスの友達と国の服が話題に

のぼり、文化や習慣が違う友達との話は尽きることがありません。ファッション

ショーを中心に、２年生クラスが歌、ダンス、劇などをし、凄く盛り上がりまし

た。準備の時間を十分にとりましたから、予定通りにすいすいといきました。 

 最高の一日でした！ 
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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、「日本で、日本人と堂々と働きたい！」という目標を持つ留学生、そして進学目標を明確に持つ

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199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52名、合計251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！」との認識が留学生たちの間

で広がりつつあることを誇りに感じています。現在、大学を含めた留学生の就職率は約３割ですが、2018年3月の卒業生は 

９０％に迫る内定率を出すことができました。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！進学希望の学生たちも日本のセンター試験に相当する日本留学試験を受験し、進路実現に向けて頑張っています！ 

 

2018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135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。入学後間もないタイミングでの研修ですが、 

学生たちがグループワークで仲良くなり、自分たちの目標を熱く語る様子を見ると、毎年の事 

ながら感動です。学生たちも、当初の気持ちを忘れず一生懸命に横浜キャンパスで頑張っていま

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。 

7月のこの時期には先輩たちの「就職内定」のニュースも入ってくるようになり、将来の就職・ 

進学に向けてのモチベーションも高まっています。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！ 

 

2018年度 2年生就職研修 
2018年5月22日、2年生の就職研修が行われました。当校では、就職活動の 

本格的な始まりとなる重要な行事となっています。外部から多くの企業様も参

加してくださり、充実した、意味ある研修を行うことができました。入退室の

面接の基本動作を覚える、基本的な質問事項の準備・回答を通して自分の状

態、気持ちを見つめ直す、がテーマでした。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参加し、ピリリと引き締まった緊張感の中、研修を

行うことができました。本番さながらの緊張感からか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。企業の方から学

生一人ひとりに対してたいへん実際的なアドバイスをいただけましたし、面接とはどういうものか？企業の方

は何を求めているのか？などの情報もいただくことができました。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！ 

【新入生研修】 
 神奈川県三浦市にある三浦ＹＭＣＡグローバル・エコ・ヴィレッジ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

防災ウォークラリーでは、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通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。 

 

【学園祭】 
昨年度の学園祭の様子です。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、たくましく

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。 

【合唱コンクール】 
昨年度は戸塚区民文化センターさくらプラザ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。 

 

高等専修学校 
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「よく笑いしゃべり、ストレス残さず」「みんなでワイワイ物忘れ改善」 

 「中高年よ、元気に頑張ろう」 

 これらは最近新聞に掲載されていたタイトル 

 です。 

 中高年へのきっと応援エールですね！ 
 

 

 すでに定年退職後も働いたり、趣味を楽しんだりする 

元気な高齢者の姿が当たり前になりましたが、粋生倶楽部 

では、そのように前向きに人生を楽しもう！！と、いう

方々の集いです。 

 粋生倶楽部では、様々な企画を作り、皆さんにご参加頂き楽しんでもらいました。 

「そば打ち教室」「散策」「文人画を描こう」「ボーリング」「ＪAＺＺ」「ランチ会」 

「美術館巡り」・・・など。それにプラスして「カラオケ同好会」もできて、歌の好きな 

会員さん同士が集い、楽しんでおられます。大変嬉しいことです！ 

会員さん同士の輪がどんどん広がって、昔の長寿テレビ番組、タモリさんの声かけで始まる       

「笑っていいとも」の「友達の友達はみな友達だ！世界に広げよう友達の輪ぁ！！」的に 

全国に広がることを願っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

みんなで一緒にワイワイと楽しめることを中心に活動しています。 

     Beauty Therapy Ai YOKOHAMA 

１周年 Anniversary! 
  おかげさまで、Beauty Therapy Ai YOKOHAMAは、1周年を迎えることができました。 

 平成29年6月24日にオープンしてから、ご来店いただきました皆様の支えがあったからこそと、深く感謝して 

 おります。ありがとうございます。 

  これからもお客様の「健康維持」と「綺麗」のお手伝いをさせて頂くべく、現状に満足することなく、 

 より一層技術と接客サービスに磨きをかけて参ります。 

  今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願いいたします。 

  

 

 

 

                           

 ◆HPより24時間自動予約できます。 

   URL:http://www.i-soin.jp 

 ◆〒220-0023 神奈川県横浜市西区平沼1-38-19 

 ◆TEL/FAX:045-548-6866 

 ◆セラピスト直通：080-9889-0482 

    ◆Mail：info@i-soin.jp                        このページを来店時にご提示ください。 
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   学生のお店  Felice（フェリーチェ）           

Aesthetic（エステメニュー）      

❤ Face ❤ 

 ◆ホワイトニングコース  . ￥2,500（70分） 

 ◆リフレッシュコース    ￥2,500（70分） 

 ◆アンチエイジングコース   ￥2,500（70分） 

 ◆スペシャルマスク       ￥500 

 

❤ Body ❤ 

 ◆フルボディマッサージ   ￥3,000（90分） 

 ◆ハーフボディマッサージ   ￥2,000（60分） 

 ◆ボディパック（１箇所）   ￥1,000 

  

その他メニューの詳細につきましては、お電話で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、5〜6名の学生が丁寧にお客様をお出迎え

します。 

 初めての方でも、安心して施術を受けて 

いただけます。 

フェリーチェネット 
予約システム 

アーティスティックB横浜美容専門学校 

  2018年度【芸術鑑賞】＆【作品発表会】 

今年度は劇団四季の『ノートルダムの鐘』を観劇いたしました。 

昨年度より劇団四季がKAAT神奈川芸術劇場での公演があるため、地元横浜での実施ができています。 

学生は、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。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、良いものをたくさん観ることでさらに感性を 

高めていってほしいと思います。 

撮影：上原タカシ（C）Disney  2018年度作品発表会『 Beauty×Beautiful 』 

Nail（ネイルメニュー） 
❤ Hand ❤ 

 ◆ジェルワンカラー    ￥1,000（60分） 

 ◆グラデーション（カラー＆ラメ） ￥1,500（70分） 

 ◆フレンチ      ￥2,000（80分） 

 ◆ミラーネイル     ￥1,500（70分） 

 ◆デザイン      ￥2,000（80分） 

 

❤ Opinion ❤ 

 ◆ケア（ウォーター）       ￥500（40分） 

 ◆ジェルオフ（当店）       ￥500（40分） 

      ご予約先：０４５－３２１－０７０７ 

    ＜受付時間 １５：３０～１７：３０（月）～（金） 最終受付：１６：００＞ 

（※学校行事の為不定期で店休有） 

＜Felice（フェリーチェ）＞メニュー 



シーブリーズ ２０１８          － 岩谷学園 校友会 ２０１８年 8 月発行 －         （ 8 ） 

 

 

東濱祭～２０１８～ 
  
 残暑厳しき折柄、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８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 

温める場にしていただければ幸いに存じます。 

 「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に熱い

エールを送っていただきたく存じます。 

関東は６月２９日に梅雨明けが発表されました。小生の記憶では 

一番早い梅雨明けのように思います。今年は暑い夏が長くなりそう

な予感がしました。案の定、７月中旬には猛暑日の連続記録が更新

するなど、予想以上の酷暑でした。一方で、西日本を中心に記録的

豪雨が発生し大きな災害に見舞われました。また関東地方では、 

地震が頻発するなど、年々自然の猛威が度を増しているように感じ

られます。 

校友会の友は、今や５，０００名を超え、全国、全世界で活躍を 

されている昨今、地球のどこかで災害・災難に遭われている方々が

いらっしゃることも想定されます。そのような時にネットワークの

存在と活用が大事になってくると思います。困難な状況に一人立ち

向かうのではなく、助け合い協力し合って、みんなで乗り越えてい

く連帯感の創出が急がれるように思います。「一粒万倍」という言

葉がありますが、このＳｅａ Ｂｒｅｅｚｅもその一粒となれば、光栄です。 

そんな同窓の集いになっていくことを念じつつ。（白至） 

 

国破山河在  国破れて山河在り 

城春草木深  城春にして草木深し 

感時花濺涙  時に感じては花にも涙を濺ぎ 

恨別鳥驚心  別れを恨んでは鳥にも心を驚かす 

烽火連三月  烽火三月に連なり 

家書抵万金  家書万金に抵たる 

白頭掻更短  白頭掻けば更に短く 

渾欲不勝簪  渾べて簪に勝へざらんと欲す 

（杜甫 『春望』） 

「東濱祭 ～２０１８～」  
201８年 ９月８日（土）開催！！ 
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 ＜岩谷学園 校友会 事務局＞  
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            学校法人 岩谷学園５号館内 
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 当岩谷学園校友会では、個人情報の取り扱いに関して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。 

 今回のシーブリーズを発送する対象者は 

昨年『シーブリーズを発送することに同意をして頂いた方』です。 
 同意については、下記メールアドレスにメールを送っていただくことでも可能です。 

mail：koyu@icb.ac.jp 

氏名、卒業学校（学科）名、「発送を承諾します」と入力をお願い致します。 

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。 


