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　卒業生の皆様は、いかがお過ごしでしょうか？

　私たちの母校である穴吹学園福山校は、今年設

立20年目迎え、4月に「穴吹情報デザイン専門学

校」「穴吹医療福祉専門学校」「穴吹ビューティ

専門学校」「穴吹動物専門学校」「穴吹調理製菓

専門学校」の5校として内容をより充実させ生まれ

変わりました。

　おかげさまで、当会は発足から17年が経過し、

現在は会員数6,800名を越える大組織に成長して

います。

　既にご存知の方もいらっしゃると思いますが、

一昨年より「城見会ホームページ」をオープンし

ています。（裏表紙P.17 参照）

 このサイトの目的は二つあります。一つ目は「城

見会の新鮮な情報を会員の皆様に提供する」こと

です。恩師の先生方の近況や当会の活動内容、行

事予定などを順次お知らせします。二つ目は「会

員相互の親睦を活発にする」ことです。この掲示

板を活用して懐かしい仲間と交流していただきた

いと考えています。

　また、当会の活動として「平成11年度より奨学

生制度の導入と運用」「クラブ活動への補助」を

して参りました。奨学生制度は、家庭の事情等に

より学費の支払いが困難な学生に対して、役員と

面接の上、無利子で奨学金を貸し出しています。

そして、クラブ活動への補助は、現在在校生のク

ラブ活動が大変活発で、全国大会出場時には当会

より遠征費等を補助する形で応援させていただいて

います。

このような活動は今後も継続していきたいと考え

ています。

　つきましては、当会が今後ますます発展してい

くよう委員一同努力して参りますので、会員の皆

様にもご協力をお願いいたします。8月には、総会

と懇親会を予定しておりますので、多くの皆様に

参加していただき、貴重なご意見やアドバイスを

頂戴したいと思っております。

最後になりましたが、皆様のますますのご健康と

ご活躍を心よりお祈り致しまして、ご挨拶にかえ

させていただきます。

会員の皆様、いかがお過ごしですか？

穴吹情報デザイン専門学校
穴吹医療福祉専門学校
穴吹動物専門学校

田島 建彦校長

城見会会員の皆様には、ますますご健勝にて

お過ごしのことと拝察いたします。平素よ

り、母校への強い思いをもとに、暖かい声援

をお送りいただいていますことに、心よりお

礼を申しあげます。

　穴吹学園は、平成元年、福山市に開校以

来、２０年を迎えました。この間、数多くの

卒業生を輩出し、皆さんの各方面でのご活躍

により、本学園への高い評価と信頼はゆるぎ

ないものとなっています。誠にありがとうご

ざいます。

　開校２０年という節目の年にあたり、学校

体制を一新いたしました。長年にわたり親し

んできた、穴吹コンピュータ専門学校を「穴

吹情報デザイン専門学校」に、穴吹国際ビジ

ネス専門学校を「穴吹医療福祉専門学校」に

校名変更し、「穴吹動物専門学校」を新たに

開校しました。「穴吹ビューティ専門学校」

と新築された「穴吹調理製菓専門学校」の5

校で、今まで以上に地域社会から信頼され

る、総合的な専門教育を提供する学校として

の使命を果たしていく覚悟にあります。

在校生諸君も、より高いレベルを追求し、

日々努力しているところです。このたび、

「マイクロソフトオフィス世界学生大会２０

０８」において、日本チャンピオンに輝き、

今夏ハワイで開催される世界学生大会に出場

する学生もいます。先輩に追いつき追い越せ

という機運が、ますます高まっています。

　卒業生の皆様には、健康にご留意のうえ、

さらなるご活躍をされるとともに、引き続き

ご指導・ご鞭撻をいただくことをお願いし、

ご挨拶といたします。

成人式を迎えた穴吹学園

穴吹ビューティ専門学校
穴吹調理製菓専門学校

門田 周一郎校長

 「年々歳々、花相似たり。歳々年々、人同

じからず。」…自然は悠久、人の世は無常と

いいますが、穴吹コンピュータ（現「情報デ

ザイン」）専門学校並びに穴吹国際ビジネス

（現「医療福祉」）専門学校が東町に呱々の

声を上げたのが平成元年。爾来、躍進の一途

をたどって参りました。平成１５年４月に穴

吹ビューティ専門学校、平成１８年４月に穴

吹調理師（現「穴吹調理製菓」）専門学校の

開校、平成２０年３月に同校の新校舎落成。

４月には前記3校の校名変更と穴吹動物専門

学校を開校致しました。勢いは益々上昇の機

運にあります。穴吹学園は福山で５校になり

ました。これも卒業生の皆さんのご活躍と

「城見会」のご支援のおかげであると心から

感謝しております。

　「城見会」は、これからも年々歳々会員が

増えていきます。母校とは切り離すことので

きない密接な関係を持つ団体です。卒業生の

皆さんの社会における活躍、業績、努力、貢

献が、そのまま母校の社会的評価につながり

ます。その意味で、穴吹学園の就職率は高い

水準を維持し続けている事に対して、改めて

感謝の意を表します。現在、穴吹学園福山５

校の卒業生総数は6,800名を越え、地域社

会に貢献されている姿に接し、心強く思って

おります。

　家族を慈しむ心、他人を思いやる心、母校

を愛する心を抱いてご活躍の卒業生の皆さん

の更なるご活躍と、「城見会」の益々のご発

展を祈念して、ご挨拶と致します。

卒業生の皆さんの活躍に感謝します
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穴吹調理製菓専門学校
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第１１回 総会＆懇親会 報告

総会＆懇親会の風景を集めました♪

毎年８月に開催されている、総会と懇親会。

昨年は８月１１日（土）に「Ｗグランラセーレ」で開

催されました。様々な世代の卒業生の方々が多数集ま

り、始終賑やかで楽しい雰囲気でした。久しぶりに会

った友人と盛り上がっているテーブル、元担任の先生

とワイワイしているテーブル、同じコースの先輩と後

輩で楽しく話しをしているテーブル…実に様々です。

　卒業してから、多くの時間が経過しています。

この間に、変わったものがあり、変わらないものもあ

りました。「変わらんなぁ！」「変わったなぁ！」

そんな事を感じながら、懇親会の楽しい時間を過ごさ

れたのではないでしょうか？

８月９日（土）１８時～ 福山ニューキャッスルホテル 

先生と卒業生が楽しく会話を弾ませている場面

を色々なテーブルで見ることが出来ました。

成長した姿を先生たちに見てもらいましょう。

いかにも楽しく過ごせているようですね！

学生の頃は、あーだったこーだったと、思い出話

は尽きませんね！

ＣＧコースの卒業生の皆さん。毎回参加してくれ

ています。今では、その卒業生が穴吹でＣＧの

先生をやってるんですね！縁ですね。

卒業して何年経っているのでしょうか？お世話に

なった先生と、卒業後の話で盛り上がったのでし

ょうか？皆さん良い表情してますね！

こちらでも懐かしい話に花が咲いているのでしょ

うか？先生にとって、私たち卒業生は、いつまで

経っても「あの頃」の学生のままなのでしょうか？

城見会の総会・懇親会では、幅広い年齢層の

方々が参加されるのも魅力の一つです。実は得

意先の会社の人だった！なんて事も？

一体、どの方が先生だか分からない例ですね！

学生の頃とは違って、卒業して働き始めると皆さ

ん一人前の表情になるんですね！

先生、変わらないね！君たちも変わらないね！

久しぶりに顔を合わせ、言葉を交わすと、数年前

と変わっていないことに気づきます。

お子様と一緒に参加される方も大勢いらっしゃい

ます。是非、皆さんも先生たちに自分のＪｒを会

わせに行きましょう！

同封のハガキに必要事項を記入して、７月中にポストへ投函して下さい。
多くの方の参加をお待ちしております。友達を誘って来て下さいネ！

Snapshot Library

あの頃に感じたキモチを大切に。
久しぶりに仲間たちと会おう。

次回開催のご案内
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新しい歴史がここから始まる

２００８年４月
新築校舎で授業スタート

調理高度技術経営学科

調理学科

パティシエ・ベーカリー学科

製菓衛生師学科

西洋料理専攻コース

日本料理専攻コース

２年制

２年制

１年制

１年制

平成２１年度　学科編成

１年次に西洋料理・日本料理の各料理の基本、さらには総合調理実習で調
理技術を徹底マスターします。また、特殊調理（給食）など各実習で確実
な基礎技術を学び、年間それぞれ５００時間以上の実習をおこないます。

日本料理・西洋料理・中国料理・特殊調理（給食）を１年を通して、基本
技術から応用技術まで学びます。また栄養学・食品学・調理理論など必要
知識を１年間で学びます。

１年次は製菓衛生師受験科目を中心に学び、２年次ではベーカリー実習、
欧風菓子、ショコラ、アメ細工、さらにカフェ実習・製菓実習により幅広
い知識と技術を学びます。

製菓衛生師受験科目を中心に、実習では洋菓子・和菓子・製パンなど幅広
く学びます。さらにフードビジネスなど実践的な授業にも取り組みます。

フランス料理・イタリア料理をはじめ、バリエーション豊かな各国の料理
を学び、繊細で華やかな伝統ある西洋料理を学びます。

会席料理を中心に調理法や素材別に分けて日本料理を学びます。懐石料
理、精進料理といった伝統的な日本料理へとステップアップし、幅広く日
本料理を学びます。

講義室（３室）
図書室

講義室（２室）

講義室（１室）
第２調理実習室

第１調理実習室
第２製菓実習室

レストラン「ウイングテラス」
集団給食実習室

第１製菓実習室
教員・事務室
医務室

清潔感のある実習室には、最新の施設・設備がいっぱいでスゴイ！！
（カラーでお見せ出来ないのが残念！）
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２００８年４月 新しい学校が誕生しました！

人と動物とのよりよい関係づくりを学ぶ学校です。

変わらず元気いっぱいです！

穴吹コンピュータ専門学校

穴吹国際ビジネス専門学校 穴吹医療福祉専門学校

穴吹情報デザイン専門学校

２００８年４月 校名が変わりました！

●情報システム学科　・ライセンス専攻　・Ｗｅｂシステム専攻　・オフィススペシャリスト専攻●高度情報学科
●情報ビジネス学科●ＯＡインストラクタ学科●グラフィックデザイン学科●マンガ・アニメーション学科●ＣＧデザイン学科　・広告デザイン専攻　・Ｗｅｂデザイン専攻　・映像制作専攻

●インテリアデザイン学科

平成21年度 穴吹情報デザイン専門学校

●福祉医療事務学科●こども学科
●総合ビジネス学科●税務会計学科　・税理士専攻　・会計事務専攻
●公務員ビジネス学科●公務員学科

平成21年度 穴吹医療福祉専門学校

動物看護総合
学科

動物健康管理
学科

　・動物看護
師専攻

　・トリマー専
攻

　・ペットビジ
ネス専攻

平成21年度 
穴吹動物専門

学校
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1

1.

2.

3.

お仕事中の福島先生を直撃！先生がいると職場が明るくなるようです。

穴吹調理製菓専門学校の学生と一緒に。今でも先生は大人気ですね！

この写真は1993年に撮影されたもの。福島先生どこでしょう～？

Photo

2

3

■福島先生の近況を教えてください。

　穴吹ビューティ専門学校と穴吹調理製菓専門学

校に在籍して２年目。毎日自転車で東町と入船町

を行ったり来たり。何が辛いと言って、雨の日は

自転車に乗って傘がさせない（罰金５万円）ので

徒歩なのが辛い（トホホ・・・）。でも、調理校

では学生が実習で作った料理に舌鼓を打ったり、

料理のレシピをもらって家で試したり、結構今ま

でとは違った経験をしています。

　調理校は今年四月から新校舎（昔、葦の湯があ

ったところ）になって製菓や製パンの実習室も完

備しました。１階の製菓実習室はとてもカラフル

で必見の設備だと思います。

　ビューティ校では今年から学校のホームページ

に学生の日々の様子を紹介するために、学生に協

力してもらって写真を撮らせてもらってます。こ

こでは好きな写真が役立ってます。（カメラゼミ

を受講していた卒業生はお分かりだと思いますが。）

　そんなこんなで楽しい日々を送ってます。

何と言っても卒業生が学校に顔を出してくれるの

が、一番嬉しいことなのだ。この会報を読んだ卒

業生の皆さんは、是非一度母校に足を運ぶべし！

■卒業生に向けてメッセージを！

　私が穴吹に来たのが平成３年４月。毎年新入生

を迎え、卒業生を送り出して来ましたが、一度と

して同じ気持ちになったことはありません。毎年

新しいドラマを学生のみんなと一緒に創っていく

感動、興奮、満足、喜び、時には悲しみを味あわ

せてもらうことに感謝しています。

　いつも私は思うのです。人生の多感な時期をみ

んなと共有するなかで、私はみんなに何が伝えら

れるのだろうかと。５０歳を過ぎてもちっとも成

長していない私ですが、少しだけみんなより多く

経験したことがあるのではないか、少しだけみん

なより違った見方ができるのではないだろうか、

なんて考えてみんなに接してきたつもりです。一

緒に過ごした時間は短くても、みんなの中に深く

根を下ろす何かがあるのではないかと信じていま

す。

　校名は変わっていきますが、穴吹がみんなの母

港（母校）であり、灯台であり続けることに変わ

りありません。いつでも立ち寄って下さい。

Stop by anytime. You are always welcome です。

「懐かしの先生を追跡！」シリーズも３回目！
１回目は津守先生、２回目は村上先生に登場してい
ただきました。　そして今回は福島圭吾先生に登場し
ていただきます！
多くの学生たちから親しまれてきた福島先生なので、
皆さんもよーーくご存知なのではないでしょうか？
さぁ、福島先生に登場していただきましょう！！

みんな元気にしてる？
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若島裕子さん(30)

平成11年 福祉医療事務コース卒業

平成12年 食品会社で働きながらネイルの資格取得

平成13年 フリーでネイルの仕事をする

平成14年 穴吹学園入社

現在の仕事内容

●トータルコーディネート学科２年２組 担任

●トータルコーディネート学科２年１組 担任
●トータルビューティ学科１年 担任

平成17年 トータルコーディネート学科卒業

平成17年 穴吹学園入社

穴吹歴　　年

松井久美さん(23)

現在の仕事内容

若島さん 松井さん

若島裕子さん第９期生

松井久美さん第１５期生

今回の紹介は

　穴吹学園卒業生の若島さんと松井さん。お二人

は、私たちの母校「穴吹学園」で活躍されていま

す。そんなお二人に、現在の状況をいくつか質問し

てみました。

■穴吹学園で働くようになったキッカケは？

　　「ネイル検定１級を合格し、その後、結婚式場などでネイルのア
ルバイトをしていたときに、津守先生から『美容学校ができるから、そ
こでネイルを教えてみないか？』と言われ、教えるということ自体に
自信はありませんでしたが、『もっともっと深くネイルの勉強ができ
る！』と思ったことと、人と話をするのが好きだったので、たくさんの人
と関わり合えると思い、”やってみよう！”と思ったことがきっかけで
す。」

　　「学生時代に担任だった若島先生に『学校の採用試験を受けて
みたら？』と声を掛けてもらいました。話を聞いたときはすごくびっくり
しましたが、『学校がこんなに楽しい場所なんだ！』と実感できたの
は、専門学校が初めてでした。好きな事をとことん勉強できる楽しさ
やすばらしさなどをこれから入学してくる学生にも感じてもらい、成長
してもらいたいと思うようになれた事と、自分自身の技術もより高めれ
ると思ったのがキッカケです。」

■母校で働いてみてどうですか？

　　「日々イロイロ勉強させてもらってます。初めの頃は、仕事をする
という事に対して、あまり深く考えていませんでしたが、イロイロと経験
していくにつれ、仕事の大切さと責任をひしひしと感じています。
そしてたくさんの学生と出会い、その分、いろんな性格・考え方の学
生がいるので、『この子はこっちの言い方の方が分かりやすいｶﾅ？』
などを考えながら教えるので、自分的に幅の広い考え方ができるよう
になったと思います。アドリブも結構きくようになりました(^▽^)v」

　　「大変な事もたくさんあるけど、喜びはその数倍あります。始めの
頃は、何もわからなくて…先生方にたくさん迷惑をかけました（◎n`◎）

学生と毎日話をする事で、たくさん勉強になります。学生に何かを伝
えるとき、教えるとき、中途半端な知識は話せないので、とことん勉
強するようになりました。よりわかりやすく楽しい授業の工夫、技術の
向上…と後は、先生という存在を尊敬するようになりました。今まで
色々な先生に関わりましたが、どの先生もすごいと思います。気が付
けば、学生たちの事を母親のような目で見ている自分がいました。ま
だ、４つ５つしか違わないのに…。」

■これからの目標はありますか？

　　「卒業後、学生に『楽しい学校生活だったと思ってもらえるように
する』のは、当たり前ですが、私自身ネイルをやっている以上、どんど
ん上を目指して行きたいので、まずはネイルの認定講師を取りたい
です。 そしてもう３０歳になってしまい、周りの同級生もママさんが多
いので、３年以内には結婚したいかな～(卒業生にも結構先を越さ
れ(；_；)、『先生まだ結婚せんの？』と耳にタコができるほど言われて
ますし・・・笑)」

　　「まずは、学生たちがより成長できるように、社会に出て、困らな
いように技術だけではなく、さまざまな知識、常識を身につけてもらう
ことです。卒業後に『穴吹学園で勉強できて良かった』と思ってもら
えるようにしていきたいです。私自身は、もっといろんな技術の向上
をしたいと思っています。もう一つは、足首の筋肉をもっとつけたいと
思います…(´Ａ｀。)」

■卒業生にひとことお願いします。

　　「皆さん、元気で頑張ってますか？私はいつもの調子で、授業中
も変なことばかり言って、笑ってもらってます(笑)まだ一度も学校に
遊びに来ていない人、学校に来すぎている人、大歓迎です!!
いつでも遊びに来てください!!」

　　「頑張ってますか？学校生活を振り返って楽しかったと感じてもら
えると嬉しく思います。もちろん、私もその一人ですが。。。学校で学
んだこと、仲良くなった友達を大切に！！たまには、学校にも遊びに
来てくださいね。ママさんたちは、ぜひお子様と一緒に！！おばちゃ
んになって一緒に遊びます。」

仕事の大切さと責任を感じる

喜びは、苦労の数倍あります！

若島先生ってどんな先生？Q
Ａさん：けじめの付け方がすごく上手♪サバサバした先生である。

Ｂさん：すごく考え方がしっかりしている。

Ａさん：キャリアウーマン♪

Ｂさん：向上心がある！！

Ａさん：すごく引っ張ってくれるし、包み込んでくれる。

　　　　お母さんじゃなくてオカン！！

Ｂさん：先生が担任で良かった☆先生はまだまだ上に昇っていくと思う。

Ａさん：みんなの事をすごい観察してくれていて、ちょっとの変化にもす

　　　　ぐ気づいてくれるオカン！！

松井先生ってどんな先生？Q
Ｃさん：同級生みたいな先生カナ。

Ｄさん：そう。身近って感じ!!

　　　　いろいろ心配してくれたり、相談に乗ってくれたりする。

　　　　髪型がこんなのがいいとか、ここの美容院がいいとか・・・

Ｃさん：あと、必ずナナちゃん(クラスの学生)の写メを撮ってる(笑)

　　　　そして先生のケータイに私のプリクラが貼ってある♪

　　　　貼ってって言ったら貼ってくれた(≧▽≦人)

卒業生紹介
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私たちが在学していた頃にお世話になった先生や職員の方は見つかりましたか？
現在、６９名のスタッフの方がいらっしゃいます。
担任だった先生、就職の先生、授業でお世話になった先生、話はしたことないけど
いつも挨拶を交わしていた先生…　久しぶりに会いに行きましょうか。

いつでも

学校においで

君の近況

教えて下さい

みなさん

お元気ですか？

スタッフ大図鑑スタッフ大図鑑
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自　平成１９年４月　１日
至　平成２０年３月３１日

（単位：円）

科　目 金　　額 明　　　　細

雑 収 入

同 窓 会 会 費

会 費

奨 学 金 返 済

合 計

3,620,000

48,000

209,230

1,986,000

5,863,230

平成19年度　福山４校　@\10,000 × 362名

懇親会会費　@\1,000 × 48名

同窓生 アルファステイツ紹介手数料（穴吹興産より）

16名分

（単位：円）

科　目 金　　額 明　　　　細

奨 学 金

総 会 費

会 報 費

補 助 金

通 信 費

交 通 費

振 込 手 数 料

広 告 掲 載 費

雑 費

合 計

1,200,000

669,900

28,350

17,850

640,000

282,750

32,400

2,100

80,000

20,000

13,866

2,987,216

平成19年度　@\600,000 × 2名

懇親会飲食代

会報制作、印刷代

城見会サーバー更新料（１年間）

バレー部 全国大会出場費用補助

総会案内状送付代

会長打ち合わせ 東京－福山 航空代

奨学金、総会費用振込手数料

穴吹学園 学園祭、2007BEAUTY FAIR 広告掲載料

総会案内資料作成発送準備 アルバイト代

タックシール、ホームページ作成参考図書

25,149,914 5,863,230 2,987,216 28,025,928

収入の部前期繰越 支出の部 次期繰越

28,025,928 4,800,000 6,855,000 25,970,928

収入の部前期繰越 支出の部 次期繰越（予定）

収入の部

支出の部

自　平成２０年４月　１日
至　平成２１年３月３１日

（単位：円）

科　目 金　　額 明　　　　細

同 窓 会 会 費

会 費

奨 学 金 返 還

合 計

2,800,000

100,000

1,900,000

4,800,000

平成20年度　福山５校　 @\10,000 × 280名

懇親会会費　@\1,000 × 100名

（単位：円）

科　目 金　　額 明　　　　細

奨 学 金

総 会 費

会 議 費

会 報 作 成 費

補 助 金

通 信 費

広 告 掲 載 費

ホームページ運営費

雑 費

合 計

3,000,000

750,000

100,000

1,000,000

1,300,000

455,000

100,000

100,000

50,000

6,855,000

平成20年度　@\600,000 × 5名

懇親会飲食代　@\5,000 × 150名

役員会運営費用　城見会会議費

クラブ活動寄付金

会報作成費・送料　@\200 × 6,500名

切手代　@\70 × 6,500名

イベント 広告掲載料

収入の部

支出の部

第１５期 収支決算書 第１６期 会計予算書（案）
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穴吹学園ホームページのご案内

先生のブログがあるのを知ってる？

総会・懇親会のお知らせ

穴吹情報デザイン専門学校

http://ssl.anabuki.ac.jp/fukuyama/        /

穴吹医療福祉専門学校

穴吹動物専門学校

穴吹ビューティ専門学校

穴吹調理製菓専門学校

私たちの母校は、今どんな事をやってるの？
是非、母校「穴吹学園」のホームページを覗いてみて下さい。
最新のニュースなど、様々な情報が満載です！

お世話になった先生方が、実はヒッソリ（？）とブログを運営しています。
学校のホームページとあわせて、是非見てみよう！
学生の頃には知らなかった、先生の「顔」が見れるカモ！？

学校ホームページからアクセス出来ます！
デザイン博士の百科事典

建築家のたまご

ちからのひとりごと

映画フリークの勝手談義

in the making

a Life style

行列ができる進学相談所 in 福山

穴吹情報デザイン専門学校のaREkoRE

天野先生

田坂先生

村上先生

奥田先生

鶏内先生

山本先生

福田先生

前原先生

こども　ほわんほわん、ぽあんぽあん日記

元医療事務 いい様のひとり言

ユリユリのつぶやき

広島　岡山　公務員　警察　消防

わんにゃん日記

ふわっとビューティヾ(●´∀｀●) 

タマゴ達の日々v(。・ω・。)♪

ＢＥＡＵＴＹ’Ｓ

TC size(＊≧∀≦人≧▽≦＊).:｡+ﾟ

桑田先生・中島先生

飯島先生

大黒先生

大賀先生

穴吹動物専門学校の先生

松井先生

瀧迫先生（旧姓：後藤）

宮谷先生（旧姓：行廣）

若島先生

先生たちも多数参加されますので、
皆さんも同級生を誘って、是非参加してください。

８月９日（土） １８：００スタート

福山ニューキャッスルホテル　ワイワイ ワイワイ
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