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【KBF会長挨拶】

『KBF会報誌』が
　　　　　生まれ変わりました！
KBF 国際理容美容専門学校校友会では、長らく『アベニュー』という会報誌を通じて、KBF 活動の報告や

学校行事などのイベント報告を行ってまいりました。この度、会報誌を心機一転『KBF NEWS』と名称を

変え、卒業生の皆様への様々な情報の発信を目的に生まれ変わる運びとなりました。

今後も、卒業生と母校を結ぶ架け橋として、様々な企画、イベントなどの活動を行っていく所存ですので

どうぞよろしくお願い申し上げます。

卒業生の皆様、新年を迎え、志も新たな事と思います。

2015 年、国際理容美容専門学校は、創立６０周年を迎えます。KBF としての活動も

28 年目を迎えます。その間、卒業生である役員の方々が、仲間である在校生ならび

に卒業生の皆様に、講習やセミナーなどを通じ、有意義な活動を行ってまいりました。

また、学校運営にも、少なからず、後方支援として役立ったものと思っております。

今後も、更なる学校ならびに業界発展と在校生及び卒業生の皆様の成長のお手伝いの

ために有意義な活動をしてまいります。皆様、ご協力をお願い致します。

尚、KBF が推奨致します『イチゴカラー』の収益の一部は、学校において学生・生徒が使用しますモデル

ウィッグなどの教材費に還元し、学生たちの教育補助になる学生支援につながっております。サロン関係

者の方には、この場をお借り致しまして、導入のご検討をお願い申し上げます。

KBF 会長　代田 道央

イチ・ゴカラーはこんな悩みを解決します！

□明るく染まる白髪染めを探している→8レベル以上で白髪が染まる

□低コストで購入したい→混合時 120g で 361 円の低コスト

□臭いが少ない商品を探している→残留アルカリが少ないから臭いも少ない

□最小限のダメージで施術したい→低アルカリだから、レスダメージ

□簡単で安心の商品を探している→低アルカリだから低刺激

上記に当てはまる場合は導入をご検討ください。

【PR】

国際理美容NEWS

全国理美容甲子園で入賞

2014 年 10 月 28 日 ( 日 ) 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ ( 札幌市 )

第 6回全国理容美容学生技術大会 ( 愛称：理美容甲子園）が開催されました。

各地区で予選を勝ち抜いてきた精鋭たちが、ここに集結。本校からも理容科

から 6名、美容科から 4名、高等科から 1名が全国大会へ駒を進めました。

その中で、チャレンジアート部門で理容科の箕輪涼樹が優秀賞、ヘアデッサ

ン部門で美容科の磯崎翔が銀賞、そしてなんと理容ネイルアート部門で理容

科の伊藤きららが準優勝という輝かしい成績を挙げることができました。学生達のそんな姿を見て、私たち

教職員も心から嬉しいと感じると共に、更なる向上を目指していこうと改めて感じることができました。

美翔祭が開催されました

2014 年 11 月 23 日 ( 日 )・24 日 ( 月 ) に美翔祭を開催いたしました。

今年のテーマは『DiverSity』。

トータルヘアショーのテーマは『DiverSity ～世界×日本～』。

その多様な価値観に着目し、時代の移り変わりを感じることができるような、

また様々な角度から現代を見て楽しめるようなショーの展開していきました。

本番当日まで何度も失敗を繰り返し、時には仲間とぶつかり合い作り上げて

きた 2年間、３年間の集大成。学園生活の中でも最も大きな行事、見ている

人にも感動を与え、又、学生の胸に深く刻まれたのだと思います。

賀詞交歓会が催されました

発行人：代田 道央 (KBF 会長 )
編集人：KBF 役員

2015 年 1 月 13 日 ( 火 ) 東京・四谷のホテルニューオータニを会場にて開催

されました。賀詞交換会は本校後援会サロンを始め、関係各社の皆様にお集

まりいただき、年度の初めに日頃お世話になっている方々へのお礼や学校に

関わる情報交換・交流をさせていただきました。

教職員一同『Re Start』を心に誓い、新たな門出となるすばらしい日に学校

関係者の皆様と過ごせた 1日となりました。

平成 27 年度入学式挙行

2015 年 4月 8日、東京・北区の北とぴあで、平成 27 年度入学式を行いま

した。和田美義校長は、今年、同校が建学 60 周年を迎えることを語り、

「リスタートのテーマを掲げ、守るべきものは守り、改革を進めていく」と

し、守るべきものとして、同校が教育の基本としている「躾け教育」をあ

げました。「目的・目標を明確にし、それに向かって努力することが大切。

入学の目的を再確認して明日から努力してほしい」と式辞を述べました。

今までにない新しい発想のヘアカラー。その名も『イチ・ゴカラー』。

【ご注文・お問い合わせ】

KBF 事務局

TEL：0120-76-6696
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ＫＢＦ活動報告

calliste 社長来日！特別講義を実施しました【2014 年 5月】

KBF で主催した様々な活動をご報告致します！

世界で活躍するアーティスト集団［calliste］の社長 Jean-Francois Raffalli 氏が

来日。本校で特別に講演を行いました。世界で活躍するアーティストになるため

にはどのような勉強をすればよいのか、実際に話を聞き学生たちは感動していま

した。また、国際卒業生が世界に通用するアーティストになれるように、今後

パリ研修などでも［calliste］が全面バックアップしてくれる事を約束してくれま

した。【 calliste の詳細：http://callisteagency.com/ 】

【2014 年 7月】

2014 年最初のセミナーは、日立ソリューションズで人事を担当している久永先

生を講師に招き、企業が求めている人財はどういう人か、これから必要な人財に

なるために必要なことは何かをお話しいただきました。美容業界ではない大手

企業の方の話を聞く事は珍しいこともあり、学生たちは真剣に耳を傾けていま

した。

自分はどんな人間なのか、将来必要とされる人財になるためにはどうしたらいい

のかなどを、グループディスカッションなどを通じて説明していただき、学生た

ちは近い将来の就職活動に向けて、身になるセミナーになりました。

KBF セミナー［ハッピーキャリアで未来の能力を拓こう］開催

【2014 年 10 月】

2014 年 2回目のセミナーは、雑誌などでもご活躍の kayaki 先生をお招きし、

メイクアップテクニックの展示を行っていただきました。

間近で見る kayaki 先生のテクニックはまさに「神業」。丁寧で繊細な技術で、

カワイイ系のメイクからアバンギャルドなメイクまで、リクエストに応えてい

ただきました。受講生を順番にステージ上にあがってもらい、かなり近くで先

生の技術を見せてくれるなど、通常の講習ではなかなかできないことも快く対応

してくださいました。近距離でそのテクニックを見た学生からは「すごっ！」と

自然と声があがっていました。

学生の質問に対して真摯に丁寧に答えてくださる先生が本当に素敵でした。

【 kayaki 先生WEB サイト：http://su-su.jp 】

KBF セミナー［susumu kayaki メイクアップテクニック］開催

KBF セミナーは学生たちだけでなく、卒業生や一般の方もご参加いただけます。

ぜひふるってご参加ください。

ＫＢＦからのお知らせ

「イチ・ゴカラー」、KBF で販売を開始します！

今話題の新しいヘアカラー剤「イチ・ゴカラー」を KBF で販売を開始します。明るくしっかり染まり

低コスト、高品質。最新のテクノロジー（特許取得）で作られた「イチ・ゴカラー」。業界紙マルセル

（2014 年 9・10 月号）にも掲載され、その性能は実証済みです。

購入をご希望の方は KBF のWEB サイトからお問い合わせいただくか、KBF 事務局までお電話にてお問

い合わせ下さい。

【お問い合わせ】KBF 事務局：0120-76-6696

KBF の Facebook ページを開設しました！

この度、新しく KBF のフェイスブックページを開設しました。こちらより、KBF が主催する各種イベン

トの告知や KBF 活動の報告などを行ってまいります。卒業生の皆様にはぜひ「いいね」をしていただけ

れば幸いです。

【 KBF オフィシャル Facebook ページ：https://www.facebook.com/kokusairibiyokbf 】

KBF のWEB サイトをリニューアルしました！

この度、長らく公開していた KBF のWEB サイトをより見やすくリニューアルしました。KBF に関する

情報をこちらのWEB サイトにて公開しております。今後も時代に合わせて、更新を行っていきますので

ぜひご覧ください。

【 KBF オフィシャルWEB サイト：http://kokusairibiyo-kbf.jp 】

母校でもう一度勉強しませんか？ KBF で講習を実施していきます。

卒業生の皆様は卒業して何年経ちましたか？オーナーやスタイリストなどになって、先輩として後輩を指

導する立場になり、様々な質問をぶつけられることもあると思います。そこで今更聞けないことや、自分

たちが勉強してきたことが変わってしまっている場合もあり、戸惑ってしまうことはありませんか？

そこで KBF では、「今更聞けない！忘れてしまった！」毛髪理論などの講習を、学生時代を思い出すよう

に授業形式で行っていきたいと企画しています。その他にも技術講習や、イチ・ゴカラーの講習なども

合わせて開催していきます。日程など詳細は KBF オフィシャルWEB サイト、また KBF オフィシャル

Facebook ページにて告知いたします。ご興味のある卒業生の皆様、ぜひご参加ください。

【PR】アミノサイエンから生まれた、理美容師さんのためのプロ用シャンプー
【イチゴシャンプー 3つの魅力】
イチゴシャンプーは、もっとも低刺激な複数の活性剤を使用、だから低刺激。
イチゴシャンプーは、毎日使う理美容師のためのシャンプー、だから弱酸性。
イチゴシャンプーは、サロン様に長く使ってもらうため、だから低コスト。

2 0 1 5 年 6月発売　詳細・購入方法はKBF事務局まで 0120-76-6696

ICHI-GO SHAMPOO
イチゴシャンプー ( 濃縮 )1000ml

concentrated formula

特許出願中


