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   2019年3月9日（土）、ローズホテル横浜で『岩谷学園同窓会』が 開催されました。 

 約130名の先生・卒業生・在校生幹事が集まり、盛大に行われました。食事・歓談の後、恒例の 

 「ビンゴ大会」がありました。久しぶりの再会に、話も弾んでいました。 

今年度の同窓会は、後日『Facebookページ』でお知らせします。 

（https://www.facebook.com/iwatani.koyu） 

◆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◆ 

2021年４月に北海道標津郡中標津町内に日本語学校「岩谷学園ひがし北海道 

日本語学校」を開設する予定で準備が始まりました。 

令和元年６月27日に、学園と中標津町（西村穣町長）、地元の中標津青年会議所 

関係者らでつくる 

「中標津町岩谷学園誘致の会」（長谷川 周栄会長） 

「中標津商工会」（上原芳昭会長）の4者で、 

 連携協定を締結しました。 

 地元３者による土地や建物の無償譲渡や留学生と 

 地域との交流促進、アルバイト先の確保などのサポートを受けながら、 

 学園初の県外展開を進めていきます。 

 僕は、岩谷学園高等専修学校を2015年に卒業 

して、それから色々あって、2018年4月に、地 

元のメンタルクリニックで発達障害の診断を受け 

ました。そこからそういう自分を踏まえて仕事を 

探していて、学卒ハローワークでお世話になった 

職員さんから、就職の手伝いをしてくれる所があ 

ると紹介されたのが 事務系の就労移行事業所で 

した。 

 そこで体験実習をやって他の就労移行も見たいなと思っていた 

ら、2018年9月にシーブリーズが届いて（今でもとってありま 

す）そこで4月にＩビリーブができことを知って、ホームページ 

から問合せをして、9月25日に見学に行きました。 

 前の事業所とは全然違ってこじんまりして農作業もやっている 

し、岩谷学園なので知っている先生（2014年2月の球技大会で 

初めて話した）もいたし、安心感がありました。 

 Ｉビリーブにはいろんな作業があって、本人を尊重してのんび

りしていて、自分のためにすぐに動いてくれたので、ココの方が

自分に合っていると思いました。 

 それで年内は実習で週1回来ることにして、6ヵ月続いていた 

市場のバイトを12月27日でやめて、1月7日から正式にＩビリー 

ブを利用することにしました。 

 1月7日は皆で買い出しに行って皆で調理をする日でした。 

メニューは肉じゃがでした。体力作りではウォークラリーや神奈 

スポに行って、就職の準備ではビジネスマナーみたいなことも 

やって、作業で絶対勝てない人やみんなで毎日頑張ったこと、眠 

くなったこと、冗談がおもしろい人、いつも決まった場所で自分 

の好きなことをやっている人もいて個性のある人が一杯で、僕は 

「それはそれでいいなぁ」と思いました。 

Ｉビリーブ（就労移行支援事業所）高等専修学校Ｈ26年度卒業 紺野 凌介 

 Iビリーブの職員さんと1月28日に今の職場（岬工房）を見学 

に行くと、寒い中キャベツ畑で運び出しをやっていて、ハウスの 

中では何百個もあるポットにトマトの種を入れていました。2月 

15日雪の日に、パーソルサンクス株式会社「よこすか・みうら岬 

工房」の面接を受けて、岬工房に4月から行くことにしました。 

 入社した4月1日は新元号発表の日で研修があり、4月2日から 

は現場作業でした。 

 4～6月でも、暑い日は汗だくで疲れることがありました。6月 

17日は特に暑い日で炎天下にかぼちゃを運んで、カラダが水分を 

欲しがっていることが分かるような日でしたし、冬場はしもやけ 

になりそうで、健康管理に気をつけています。今は腰痛もありま 

せん。 

トマトの下の葉を取る時に蚊にたかられて長袖の上から吸わ 

れ、ムカデは5回見ました。殿様バッタを初めて見つけ、同じ農 

道で主のような蛇を見て「顔がかわいいなぁ」と思ったこともあ 

ります。 

 今の仕事で良いのは、いろんな農家に車で出かけて、『すかな 

ごっそ』でお昼を食べるのがピクニックみたいなこと。農家さん 

や直売所から、規格外の野菜をもらうこと。見た目は悪いけど取 

れたてで味が良いので、母も喜んでいますし、時々Ｉビリーブに 

も持って行って喜ばれています。 

 農家キャリア60年以上のおじいさんが、キャベツ畑まで歩いて 

いて、指導スタッフが運転席から話しかけるのが、笑ってこらえ 

ての「ダーツの旅」のようで笑ってしまいます。 

 志村先生には、困った時に相談に乗ってくれてお世話になりま 

した。あの時はありがとうございました。 
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2018年度 日本語科 卒 

ルオン コン ハイ  

 今、地球人.jp株式会社で働いてい 

ます。アルバイトをしている派遣ス 

タッフの管理として、各食品工場に 

務めています。毎日、クライアント 

の依頼により、アルバイトができる 

人のシフトを作成して、仕事をしな 

がら工場の管理者に状況のことを話 

しています。 

その後、スタッフが仕事ができるよ 

うに提案をあげます。日本語ができない人や初心者には通訳を 

して、仕事を教えています。それに、ビザ更新の手続き、給与 

のこと、仕事で困ることなどスタッフの問題を全部解決してい 

ます。 

会社に入ってからいろいろな経験が勉強になります。社内の 

コミュニケーション、社員の働き方、人事管理、食品の仕事で 

す。大変なことはお客さんの依頼により、配属先が良く変わ 

ることですが、楽しいことのほうが多いです。いろいろなとこ 

ろに行って、多くの人に会えるチャンスがあるので、沢山知ら 

ないことが身につきました。一人でも多くの地球人の笑顔のた 

めにという会社の方針として、アルバイトを探す人を紹介し 

て、できるだけ助けます。特に日本に来たばかりの人々にとっ 

て、いろいろな困難に遭うと思います。クライアント、派遣ス 

タッフが会社のサービスについて満足すること、それは私に 

とって一番楽しいことです。 

在校中は、先生たち、同僚、いろいろなことを助けてもら 

いました。特に佐藤先生という担当の先生にです。 いろいろ 

なことに感謝したいと思います。在校生が就職のこと、困る 

ことがあれば、私に連絡して、相談して、できるだけ、自分の 

経験からアドバイスをあげます。同僚になれば、うれしいで 

す。 

 毎週一回家族に連絡しています。健康のこと、仕事について 

聞かれています。仕事するとき、多くの困ることが発生して、 

家族の大変さが分かるようになりました。  

 会社に入ったら学生時代より忙しいですが、暇なとき、学生 

記念を思い出しました。一番思い出すことはスポーツセンター 

でクラスメイトと一緒に活動したことです。生活、仕事の大変 

さはさておき、いろいろなことを話して、楽しい時間をすごし 

て、忘れられないです。 

クラスメイトとライングループでよく連絡しています。時間 

があれば、横浜に戻って、みなさんに会いたいと思います。 

ずっと連絡を取って、うれしいです。 

 休みのときは名古屋のいろいろな景色を見に行って、同僚と 

一緒に海によく行っています。また、スポーツをしたり、読書 

したりしています。 

◆在校生へメッセージ◆ 

 留学生時代をすごしたので、大変さやいろいろなことが分か 

りました。ですが、あきらめたいとき、もう一回日本に来た理 

由を考えることです。将来のため、前に向かって、頑張ってく 

ださい。先生たちや、私たちがいつも応援しています。成功を 

お祈り申し上げます。 

2018年度  日本語科 卒 

マルディアン  

早いもので、日本語学校を卒業 

してから、もう３ヶ月経ちました。 

専門学校に入り、日本語学校より授 

業時間が長く、今でも時間的余裕が 

ない生活をしています。 

私は現在横浜日建工科専門学校に 

通っています。日本の建築のことを 

勉強していますが、日本の建築歴 

史、建築CAD建築製図作り方など 

も基本から勉強しています。 

専門学校のクラスにはインドネシア人は一人しかいないの 

で、少し残念です。でも、先生から日本語の会話ができれば、 

友達も作れると教えていただいたので、色々な国から来たクラ 

スメイトと楽しく過ごしています。また、専門学校ともなる 

と、専門分野の勉強が中心になるため、日本語を学ぶチャンス 

が非常に少なくなります。日本語に関しては日本語学校でコツ 

コツと勉強するべきだったと思います。 

先月専門学校の中間試験がありました。私はどの教科も良い 

点数をとることができました。専門学校の先生からもほめてい 

ただきました。建築技術の勉強を頑張った努力もさることなが 

ら、日本語学校で日本語を教えて下さった先生方のおかげだと 

改めて感謝しております。 

どんな道に進んだとしても,「日本語力」が一番重要なんだと 

実感する毎日です。これからも日本語はもちろん建築の勉強も 

頑張りたいと思います。 

 

2014年度 トータルビューティー科 卒 

髙津 泉 

 私は新卒で入社し、4年間の 

現場経験を経て、現在は人事の 

採用業務担当をしております。 

現場(店舗)での勤務は楽しさや 

喜びはもちろんありましたが、 

今は、“人事＝会社の要”とい 

うところに現場とは違ったやり 

がいを感じています。 

 仕事は出張などもあり多忙な毎日を送っていますが、休日も 

多く自分に使う時間が増えたため、スキルアップも兼ねてエス 

テの上級資格を取得しました。その際には、卒業後にもかかわ 

らず、アーティスティックBの先生より指導をいただき、無事 

に取得することができました。また、学生時代の友人や職場の 

先輩、スタッフとプライベートで会うことも多く、美容につい 

ての情報共有などもできて、今はとても充実した日々を送って 

います。 

 今後も目標を持ち、この業界に貢献できる人財になれるよう 

努力していきます！ 

2018年度 ビューティースタイリスト科 卒    山田 知佳 

 学生時代は、放課後練習で残ることが多く、充実した学生生活でした。友達同士で教え合ったり、先生方 

も練習を見て下さるので、とても楽しかったです。 

 学生時代に残って練習していたので、今、営業後残ることがそんなに苦ではなく、良かったと 思います。 

 仕事では、カット以外の施術は、入客させていただいています。かなり早いペースで色々入客させて 

いただき、チャンスをいただけるので、とても楽しいです。シャンプーは、お客様に褒めていただくことが 

増えとてもやりがいを感じています。 

 休みの日は、外で遊ぶことが多いです。同期と東京に行ったり、ショッピングしたりなど、充実した休日を 

過ごしています。 

（上司と一緒に） 
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 岩谷学園に入学を決めた理由は、中学

校時代パソコンが苦手で、クラスの中で

１番遅かったことが悔しく、パソコンの

勉強をしたいと思ったからです。中学校

の頃は、同級生の友達がいなくて、図書

館など１人で過ごしている時間が多かっ

たため、入学してから友達ができるかと

ても不安でした。また、勉強も全体的に

苦手だったため授業についていけるかも

不安でした。 

 入学してから４月に新入生研修がありました。そこですぐに友達

ができてとても嬉しかったことを覚えています。中学校までは本当 

の自分を出せる友達がいませんでしたが、岩谷学園にはいろいろな 

趣味を持っている人がいて、自分のことを積極的に話すこともでき 

ました。友達のすすめで生徒会活動も経験し「人前に立って話す楽 

しさ、やりがい」を感じることもできました。先生方はみんな優し 

く、近い存在でいてくれるので相談がしやすく安心して学校生活を

送ることができまた。授業もわかりやすく丁寧に教えてくれるの 

で、ついていくことができました。 

 岩谷学園で３年間学んだことをもっと深く学びたいと思い、卒業 

後は大学に進学することを決めました。とくに検定を取得する楽し 

さを知ることができたので、大学でも多くの検定を取得したいと 

思っています。大学は少し不安もありましたが授業や試験にも慣れ 

てきて、今はテニス部で活動をしたり、友人と一緒にご飯を食べた 

りすることがとても楽しいです。 

 

２０１8年度 保育士養成科 卒 

吉田 孔明  

２０１8年度 情報ビジネス科 卒 

ギミレ・ビシャル 

 私は、2014年に福岡の日本語 

学校に入学しました。2年間で日本 

語学校を卒業して2016年に横浜 

の岩谷学園テクノビジネス横浜保 

育専門学校に日本語研究科の学生 

として学校に通いました。日本語 

研究科の学習期間は1年あり、充実 

した日々でしたが、進路について 

専門学校に行くか、大学に行くか悩む日々でもありました。 

迷っていたら、先生が今の日本のIT技術について教えていた 

だき、ITについて前向きな気持ちになりました。そこで私は、 

子供の頃からパソコンが好きということもあり、自分に合う進 

路はIT技術ではないかと気づきました。その結果、岩谷学園の 

情報ビジネス科にお世話になることになり、2年間、ITを学ば 

せていただきました。この2年間はITだけではなく社会や人間 

性についても学びました。学校のサポートと先生方のご支援に 

より、ITカンファー株式会社というITの会社に2018年の10月 

に内定をもらいました。内定をいただき、自分を信じてくだ 

さった先生方には心から感謝しております。会社では、入社前 

から勉強会を実施していただき会社の雰囲気に触れることがで 

き、良かったです。今は、研修期間は過ぎて、自分のスキル 

アップは実感できますが、社会人として、人間的に改善できる 

点はまだまだ多いと思います。現在、私は開発課に属していて 

そろそろプロジェクトに入るとことが予想されます。これから 

も様々な知識を習得し、経験を積んで、この会社に貢献したい 

と強く思っています。 

2018年度 高等専修学校 卒 

亀井 樺乃 

2018年度 経理ビジネス科 卒 
カルナセーナ プラバーシ マドランガ  

 2015年4月に日本へ参りました、私は 

カルナセーナ プラバーシ マドランガと 

申します。 

 2019年4月から社会人になって、東江 

運輸株式会社綾瀬営業所での仕事が始まり 

ました。私の会社は、工場で作られたホ 

イールを梱包してお客さまの車メーカーに 

運んでいます。私の仕事の内容は主に次の 

とおりです。 

ラインで作られたホイールを海運するため 

の梱包に必要な在庫の管理、ラインで働く人の一日の労働時間の計

算、毎日の梱包作業実績を計算してパソコンに入力、「Excelシート

を使って社員の労働時間を入力、毎月第1週の間に前月の一般支払

明細書の計算、前月の東江運輸株式会社の物流製造部製造課の売上

実績の計算。岩谷学園での日本語科を含めた4年間の勉強はとても

楽しい時間でした。学校の先生方もいろいろなことを教えてくれ、

良い経験をしました。私はどんなことでも諦めないで、責任感を

もって楽しみながらやりたいと思っております。私は4年間で休ん

だのはたった1日だけで、勉強もアルバイトも頑張りました。在学

中に取れる資格は、全部取りたいと思って勉強に取り組みました。

例えば、MOS、Excelの試験のときは、放課後たくさん練習して試

験に臨みました。他の資格試験のために、授業がない日も学校に行

き勉強しました。 

 参加したすべての試験（全経簿記3級、全経コンピュータ会計能

力検定初級、全経簿記2級 商業簿記・工業簿記、日商簿記3級、 

MOS検定Excel・Word）に合格しました。それは、とても嬉しい 

ことです。 

社会人になってお給料をもらうことに対し、アルバイトとは違う 

責任感を感じています。今年の12月に日本語能力試験N2、日商簿 

記2級と運行管理者試験も受けて合格したいと思っております。 

将来は、簿記の勉強を続けて簿記の仕事をやって日本の永住権を取 

りたいです。一日も休まず、周りの人からも信頼されるよう、まじ 

めに頑張り続けていくつもりです。 

 卒業後、岩谷学園の系列園である

エクレスすみれ保育園に就職し、保

育士として2歳児クラスの担任をし

ています。 

 優しい先輩方と、こども達の笑顔

に囲まれ、日々楽しく仕事に努めて

います。子ども達の成長、発達を間

近で見ることができ、まだ言葉数の

少ない子ども達が「よしあき先生」と自分の名前を呼んでくれるこ

とに、感動とやりがいを感じています。 

学生時代はクラス委員を務めさせて頂きましたが、人をまとめる

難しさを改めて実感しました。ただグループワーク、学園祭、音楽

劇、ミュージカル発表など、みんなで力を合わせて取り組めたこと

がとても楽しく良い思い出です。チームワークの大切さも学ぶこと

ができました。 

 授業も、造形や音楽など実践的な物が多く、現場にでて改めて 

授業で学んだことが活きているなと感じています。 

 2年間の学校生活全てが、保育士としての自分の基盤を作ってく 

れたと思っています。 

 卒業後、一度同窓会を企画し、開催しましたが、多忙な方も多い 

中６名参加頂けました。また、その際に沢山のクラスメイトが連絡 

をして、行きたかったと言ってくれたので、定期的に企画、開催し 

ていきたいと考えています。 

 久しぶりに会うと話すことが沢山ありすぎて時間を忘れてしまう 

くらい楽しいです。 

 趣味は学生時代から続けているバスケットボールです。社会人の 

クラブチームで週末活動しています。仲間と真剣に楽しく取り組ん 

でいます。 

 現在、祖母、母、彼女と暮らしています。最近では、東京藝術大 

学に通う彼女の影響で美術館に行ったり、絵を描いたり、時計など 

物を作ったりもして楽しく過ごしています。 

 これからも岩谷学園保育士養成科の卒業生として恥じぬよう、保 

育士として、頑張っていきたいと思います。 
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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】（八景島シーパラダイス） AU THI BICH THUY（ベトナム） 
私にとって、クラス校外学習は一番幸せな時間だったと思います。八景島シー 

パラダイスで担任の先生とクラスメートとのんびりした楽しい時間を過ごしました。 

 この旅行では、美しい水族館を鑑賞したり、面白いアトラクションに乗ったり 

しました。クラスの皆といっぱい写真を撮って、たくさん笑いました。 

 この旅行で皆と仲良くなり、いろいろ勉強にもなりました。楽しかった思い出を 

忘れることはできません 。 
 

 

【漢字王テスト】SHAKE MD RUBEL（バングラデシュ） 
 2018年3月に第6回漢字王コンテストがありました。漢字王コンテスト初級の部で 

私は一番になりました。その日は私にとって幸せな一日でした。 

 先生達が私たちのクラスで漢字をとても上手に教えてくれました。そのため、私たち 

はよく漢字を覚えることができました。優勝した私は先生たちみんなにほめられ、賞状 

とプレゼントをもらいました。その日から私はもっと漢字の勉強をしています。 
 

 

 

 

 

【校内スピーチ大会】LAMA NORBU（ネパール） 
2018年は私にとってとてもラッキーな年でした。日本に留学するチャンスを 

もらい、岩谷学園日本語科第14回スピーチ大会に出ました。スピーチ大会で、キラ 

リ賞をもらって心は空をとんでいるような感じがしました。日本に来て3か月以内に、 

自分で考えて皆の前で発表するのはチャレンジングなことでしたが、頑張ってみたら 

そんなに大変じゃなかったです。スピーチ大会がきっかけで、何かを実際にやって 

みないで、これは私にできないとすぐ判断しないほうがいいと思うようになりました。 

自分を信じて前向きに頑張れば、世の中に無理なことはないという考えを、経験を通 

して身につけることができました。  

 

【清掃ボランティア】WALPALA HEWAGE SANGEETH SATHSARA SACHIN（スリランカ） 
 この日は土曜日で、朝10時頃から清掃ボランティアがありました。集合場所は広くて、 

参加する人は多かったです。参加する人が多かったので、みんなで手分けして掃除をする 

ことができました。私たちの清掃区域の横浜みなとみらいは、海があってきれいでした。 

ごみは燃えるごみとプラスティックの二つに分けながら、12時までごみを集めて、最初の 

集合場所にもどりました。そして集まったごみを大きな袋に入れました。全部終わった時 

はそこがきれいになりました。スリランカでこのボランティアをやったことがあります 

が、みなとみらいのほうがきれいになりました。私と一緒にやった人と参加した先生に感 

謝します。みんないつもありがうございます。 

 

【学園祭】JASON DONOVAN RESPESSY（インドネシア） 
 私は気持ちや言いたいことを伝えたいときにはいつも歌います。みんなに言いたい 

ことがあるからこの学園祭に出ました。伝えたらいいなと思います。 

また、たくさんの人の前に立つのはメンタルの練習になるからいいと思います。 

 みなさんも是非得意なことを学園祭でみんなに知らせた方がいいと思います。 

いい経験にもなりました。 

 たくさん経験を重ねてから卒業しましょう！！ 
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テクノビジネス横浜保育専門学校 ～本科の紹介～ 

 経理ビジネス科、情報ビジネス科では、「本気で就職を目指す！」をモットーに、1年生と 

2年生合わせて195名の学生が学んでいます。1年制の日本語研究科では64名の学生が、 

それぞれ自分が志望する大学や専門学校、大学院などに合格することを目標に学んでおり、 

3学科全部で259名の留学生が在籍しています。 

 経理ビジネス科と情報ビジネス科では、専門の知識や技術を身につけるのはもちろんの 

こと、履歴書作成や面接練習にも力を入れています。それだけではありません。就職活動や 

社会に出てから必要な漢字の読み書きにも力を入れているので、就職活動では他の留学生た 

ちに比べて一歩先を行っているのが、岩谷での学びの特徴であると言えます。 

 岩谷での勉強はかなり大変ですが、現在、大学を含めた留学生の就職率は3割程度のとこ 

ろ、2018年、2019年の経理・情報の卒業生は90％に迫る就職内定率を出すことができま 

した。そのため、「就職するならイワタニ！」との認識が日本語学校の学生たちの間で広 

がっているようで、岩谷ブランドが築かれつつあることを嬉しく思っております。 

新入生研修（4月11日・12日） 
 新入生は、まだ緊張冷めやらないうちに、新入生研修に参加しなければならないのが、 

我がテクノビジネスの恒例です。一泊二日で、場所は静岡県伊東市にあるホテル。研修で 

は、今まで話したことがなかった人や、名前も国籍も知らない人とも、力を合わせて課題に 

挑戦します。 

「私のグループ外国人ばっかり（←あなたもね）」「私の日本語通じるかな？」初めは 

ギクシャクしながらも、グループのみんなと話し合いながら徐々に緊張が解けてきた…のも 

束の間、最後に新入生全員と先生の前で課題の発表です！348個の目が自分たちに向けられる 

超キンチョーする時間。でもご安心あれ。翌日は研修から離れ、日本の自然や文化を体験 

する時間です。みんなで熱海、箱根をめぐって、ゆっくりと散策をしたり、新しい友達との 

おしゃべりを楽しんだり、大変だったけれど、楽しくもあり充実した時間を過ごしてきまし

た。 

校外学習（7月10日） 

 生まれは中国、ベトナム、ミャンマー、スリランカ、フィリピン、バングラデシュ、 

ネパール、キリギス、そして、出身日本語学校は沖縄、九州、四国、福井、仙台、栃木、 

埼玉、東京、神奈川と、岩谷学園で出会う前はまったく縁もゆかりもなかった留学生たち 

およそ260人が、今日は同じ船に乗って（みんな仲良しなので、呉越同舟ではありませんよ！） 

横浜港をめぐるランチクルーズを楽しみました。 

ランチクルーズの前には、横浜ランドマークタワーの展望台に登って、横浜の景色を空から 

海から楽しみ…じゃなくて学習しました。梅雨前線が停滞していて、天候が危ぶまれていま 

したが、幸いにも曇りで、青空もところどころ見えるほどでした。みんな、いい写真たくさ 

ん撮れたかな？ 

 初めて海で船に乗った人もいたし、横浜ベイブリッジの下をくぐったり、ほかの船とすれ 

違ったり、横浜ならではの体験ができて、横浜の魅力を感じてもらえる1日になったと思いま 

す。 

テクノビジネス横浜保育専門学校 ～保育士養成科の紹介～ 

保育士養成科は平成26年に開設されて、これまでに119名しか世に輩出していないまだまだ駆け出しの指定保育士養成施設です。 

設備はお世辞にも恵まれたものとはいえません。行事といっても他校のようにホームページ上に特出できるようなビックイベントが 

あるわけではありません。しかし、全国684施設（平成30年4月現在）の中でも誇れるものがあります。それは、一度限りの人生の中 

で「保育士になりたい」と夢を抱いて当科を選んで来てくれた幅広い年齢層の学生と、その一人一人の思いに対して「実践力をつけて 

世に輩出する」という気概、そのための機動力です。歴史が浅いからこそ、過去に縛られることなく、絶えず進化し続けています。 

 実践力に繋げるための行事は年々進化しています。実習報告会 

は年を重ねる度に充実してきており、１年生が２年生の先輩の報 

告を参考に希望を持って実習準備に励んでいます。校内就職ガイ 

ダンスや模擬面接会も前年度までの振り返りをしながら、学生が 

就職に臨むにあたって学ぶべきことをしっかりと盛り込むように 

努めています。東濱祭（学園祭）も年々進化しています。今年 

は、いよいよ日頃学んでいる４号館で開催することになりまし 

た。 

 これに関しては、日頃の成果を

よりリアルに発表したいという

思いと、遊びに来てくれる卒業

生達に懐かしんでもらいたいと

いう思いで、今も学生・教員が

それぞれの役割を担って準備を 

進めています。 

最後に、４号館入口で来訪者を迎え入れている金魚を紹介 

します。彼らは、昨年の「こどもと環境」という授業で学生達 

が育て始めた子たちです。稚魚から育て始めて、今では高級金 

魚店の金魚にも引けを取らないほど立派に育っています。当科 

に集った学生達も、華やかな養成校で育った学生に引けを取ら 

ず、子どもの夢を育める逞しい保育者として頑張っていけるよ 

う、当科は今後も進化するように頑張り続けます。卒業生の 

皆さん！相談事や近況報告、 

東濱祭への御来校、当科の

進化の様子見でも結構で 

す。是非とも遊びに来て 

ください。 

お待ちしています。 
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Aesthetic（エステメニュー）      

◆フェイシャル       ￥2,500（90分） 

◆フルボディ           ￥3,000（90分） 

◆ボディ 上半身or下半身        ￥2,500（60分） 

   

Nail（ネイルメニュー） 

❤ Foot ❤ 
◆フットネイル（ジェル）ワンカラー ￥2,000（50分） 

◆フットネイル(ポリッシュ）ワンカラー ￥1,000（60分） 

 「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。 

 学生スタッフが、丁寧に対応いたします。 

 初めての方でも、お気軽にご連絡ください。 

 皆様のご来店を心よりお待ちしています！ 

※緊急事態や災害時などにより、学校が休校となった場合、 

 キャンセルさせて頂く場合がございます。 

 予めご了承ください。 

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   

   学生のお店       （フェリーチェ） 

 キクヤプライマリーセッション2019（研修）を、5月21日にアーティスティックB横浜美容専門学校ビューティー 

スタイリスト科の学生を対象に受講いたしました。 

 この研修は株式会社きくや美粧堂が主催した本校だけの特別 

セミナーです。研修会場は学校から歩いて１５分程度離れたきく 

や美粧堂アネックススタジオを使用し、数年前から毎年開催して 

いただいています。 

 今年も神奈川県内で有名な５サロンが将来美容師となるために 

必要な技術や知識及びキャリア教育に繋がる研修をしてくれ 

ました。 

 技術ではヘアーショーを通して華麗なテクニックを学びます。 

演出も専門の技術者が入りショーは完成度も高く、技術以外の 

演出にも、大きな感動を受けました。 

 今回、何より嬉しかったのは、ステージに出演してくださった 

美容師のひとりがアーティスティックBの卒業生だったことです。 

 彼女は卒業後に、「C-LOOP UNITEDグループ」に入社。歴代最速の約１年半でスタイリストデビューを果たし、 

３年目からはコンテストに出場し、「JAPANCUP２０１８」ではグランプリになっている方です。 

美容業界ではU29次世代美容師とも呼ばれています。 

 受講した学生たちにとっては親近感もあり、リアルな目標にもなったようで「いつか私もこのステージに立ちたい」と 

いう声もあり、良い刺激となりました。 

 

Nail（ネイルメニュー） 

❤ Hand ❤ 
◆ワンカラー          ￥1,000（50分） 
◆フレンチ        ￥2,000（80分） 
◆デザイン              ￥2,000（80分） 
◆ハンドネイル（ポリッシュ）ワンカラー   ￥   500 （50分） 

 
❤ Option ❤ 
◆ジェルオフ（当店）      10本／ ￥500 

◆ジェルオフ（他店）      10本／￥1,000 

     お問合せ・ご予約先：０４５－３２１－０７０７（予約制） 

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

 Fe l ice（フェリーチェ）メニュー  

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。 
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高等専修学校 

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 

 
 おかげさまで、「粋生倶楽部」は12年目に入りました。 

改めて「粋生倶楽部」のコンセプトを明記させていただきます。 

 

【CONCEPT】 
『粋生倶楽部』はシニア世代の皆様が「学び、集い、交流し、 

そしてともに感動すること」を通して、人生の後半を粋で素敵に 

生き生きと楽しむことを目指しています。 

『粋生倶楽部』は、皆様がまず「いつまでも健康で輝くこと」を 

願っています。 

 

年齢を重ねてきますと、どうしても健康面が気になるようです。 

ところが、粋生倶楽部に参加するとなぜかいつの間にか、元気に 

なります！ 

皆さんとよく笑い、よくしゃべり、お仲間と楽しんでいるうちに 

元気になっていくご様子です（笑）また、健康面の情報交換も 

参考になるようです。 

「笑うこと」は、心だけではなく、カラダにもいいことづくめな

んですね!(^^)! 

「笑い」には免疫力アップと言われていますが、今や「笑う」と 

「幸せホルモン」が出ることが最新の医学によって明らかになっ

てきたそうです。 

「笑う門には健康来たる！！」 今年もイキイキと元気に過ごしましょう！ 

 

 

  

【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】 

 昨年度は神奈川区民文化センター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。夏から練習に励み、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。 
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東濱祭～２０１９～ 
 今年の関東地方は、曇りや雨の日が多く、梅雨寒と言われています。 

日照時間も短く夏野菜等に影響がでなければと思っております。（7月 

16日時点）ちなみに昨年は6月29日には梅雨明けが発表されていま 

した。 

このシーブリーズがお手元に届くころには、残暑厳しき折柄になって 

いることと思います。 

 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７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、後輩たちを励ましていただければ幸いです。 

校友会、5,000有余の友の益々のご健勝とご活躍を念じつつ。（白至） 

 

示塾生  （広瀬淡窓）    塾生に示す 

休道他郷多苦辛      道（い）うことを休めよ 他郷苦辛多しと 

同袍有友自相親      同袍友有り 自ずから相親しむ 

柴扉暁出霜如雪      柴扉暁に出ずれば 霜雪の如し 

君汲川流我拾薪      君は川流を汲め 我は薪を拾わん 

 
    塾生たちよ 

遠く他郷にあって勉学に励むのが辛いなどということは 

やめなさい。 

一枚の綿入れをいっしょに着あうような新しい友もでき、 

自然に親しみあっていけるのだ。 

朝早く、粗末な扉を開いて外に出ると、霜が一面に降りて 

まるで雪のようだ。 

さあ、朝食の支度にとりかかろう。 

君は川に行って水を汲んできたまえ、私は薪を拾って 

くるから。  ・・・関西吟詩文化協会「学ぶ」より・・・ 

「東濱祭 ～２０１９～」  
201９年 ９月７日（土）開催‼ 
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 おかげ様で「Beauty Therapy Ai YOKOHAMA」は、今年の6月24日で3周年を迎えました。 

 現在は、在校生や卒業生、保護者様、学校関係者の方だけでなく、近隣にお住まいのお客様 

遠方は関西や四国から再来いただけるお客様、海外からお越しのお客様など幅広く多くのお客 

様にご来店いただいております。 

これからも多くの方に愛されるサロンを目指し、技術と接客サービスの向上に努めてまいり 

ますので、今後ともかわらぬご支援をよろしくお願いいたします。 

 

★ホットペッパービューティー 掲載 https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000419900/ 

  予約は便利なネット予約をご活用ください。 

★こちらをご持参いただきますと20％の割引に 

なります。 

 ぜひ、ご利用ください。 

★ブライダルコースも承っております。 

 お気軽にお問い合わせ 

 ください。 

 

   Beauty Therapy Ai YOKOHAMA 

CIDESCO International Beauty Therapy Diploma 
Sachiko Suzuki 

https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000419900/

