
入学者数、収容定員、在学学生数
学科名 コース・専攻名 年限 定員 総定員 入学者数 在籍者数 備考
美容学科 2年 35名 70名 36 69

■カリキュラム、時間割、使用する教材など授業方法及び内容、年間の授業計画
・カリキュラム

一般科目

1年次

社会人基礎講座

2年次

・時間割モデル
月 火 水 木 金

1 運営管理 保健 文化論 パーソナルカラー 衛生管理
2 香粧品化学 メイク サロン実務 着付け/ヘアアレンジ

3
4

・年間計画（学校行事や課外活動・企業連携・インターンシップなど）
4月 入学式(1年次） 始業式（2年次） オリエンテーション 新入生研修（１年次)

5月 実務実習（２年次)

6月
7月 学園祭
8月 夏休み 国内研修
9月 穴吹コンテスト スポーツ大会

10月 サロンワーク実習 1000本巻き
11月
12月
1月
2月 穴吹コンテスト サロンワーク実習 実務実習（１年次) 就職講演会（1年次） 美容師国家試験
3月 卒業式（2年次） 春休み

■進級・卒業の条件
・卒業条件
科目の区分 卒業要件
専門科目 必修 1,986

選択
一般科目 必修 30

選択
合計 2,016

■学習の成果として取得を目指す資格、合格を目指す検定等
■資格取得、検定試験合格等の実績
資格名 実績 合格者数 受験者数
美容師国家試験 100% 30名 30名
ネイリスト技能検定 ３級 75% 24名 32名
山野流着装 中伝 100% 25名 25名
パーソナルカラー検定　モジュール１ 68% 23名 34名

美容実習
専攻 ネイル 美容実習選択

専門科目
衛生管理／保健／香粧品化学／文化論／美容
技術理論／美容実習／サロン実務／メイク／ネ
イル／着付け／ヘアアレンジ／実務実習／パー
ソナルカラー／選択（トップスタイリスト）／選択
（アイデザイナー）

関係法規・制度／衛生管理／保健／香粧品化学
／文化論／運営管理／美容技術理論／美容実
習／サロン実務／実務実習／選択（トップスタイ
リスト）／選択（アイデザイナー）／専攻（ヘアメイ
ク）／専攻（ブライダル）



入学者数、収容定員、在学学生数
学科名 コース・専攻名 年限 定員 総定員 入学者数 在籍者数 備考
ビューティコーディネーター学科 2年 15名 30名 19 37

■カリキュラム、時間割、使用する教材など授業方法及び内容、年間の授業計画
・カリキュラム

一般科目

1年次

社会人基礎講座

2年次

・時間割モデル
月 火 水 木 金

1 皮膚科学
2 化粧品学
3 パーソナルカラー社会人基礎講座 アロマテラピー 着付実習
4

・年間計画（学校行事や課外活動・企業連携・インターンシップなど）
4月 入学式(1年次） 始業式（2年次） オリエンテーション 新入生研修（１年次)

5月 実務実習（２年次)

6月 サロンワーク実習

7月 学園祭
8月 夏休み 国内研修
9月 穴吹コンテスト スポーツ大会

10月
11月
12月
1月
2月 穴吹コンテスト サロンワーク実習 実務実習（１年次) 就職講演会（1年次）

3月 卒業式（2年次） 春休み

■進級・卒業の条件
・卒業条件
科目の区分 卒業要件
専門科目 必修 1,678

選択
一般科目 必修 30

選択
合計 1,708

■学習の成果として取得を目指す資格、合格を目指す検定等
■資格取得、検定試験合格等の実績
資格名 実績 合格者数 受験者数
ネイリスト技能検定 １級 100% 7名 7名
ジェルネイル検定 上級 100% 8名 8名
メイクセラピー検定 ２級 100% 10名 10名
山野流着装 中伝 100% 18名 18名

ネイル実習Ⅱ

エステティック実習

専門科目
メイク実習Ⅰ,Ⅱ／ネイル実習Ⅰ,Ⅱ／着付実習／
エステティック実習／ジェルネイル実習／アロマ
テラピー／パーソナルカラー／皮膚科学/エステ
ティック理論／化粧品学／サロンワーク実習／実
務実習

メイク実習Ⅰ,Ⅱ／ネイル実習Ⅰ,Ⅱ／メイクセラ
ピー／エステティック実習／ジェルネイル実習／
パーソナルカラー／化粧品学／サロンワーク実
習／実務実習

ネイル実習Ⅰメイク実習Ⅰ メイク実習Ⅱ



入学者数、収容定員、在学学生数
学科名 コース・専攻名 年限 定員 総定員 入学者数 在籍者数 備考
トータルエステティック学科 2年 15名 30名 10 19

■カリキュラム、時間割、使用する教材など授業方法及び内容、年間の授業計画
・カリキュラム

一般科目

1年次

社会人基礎講座

2年次

・時間割モデル
月 火 水 木 金

1 アロマテラピー
2 栄養学
3 カウンセリング 社会人基礎講座 大脳解剖生理学 皮膚科学 美容技術理論
4

・年間計画（学校行事や課外活動・企業連携・インターンシップなど）
4月 入学式(1年次） 始業式（2年次） オリエンテーション 新入生研修（１年次)

5月
6月 サロンワーク実習

7月 学園祭
8月 夏休み 国内研修
9月 穴吹コンテスト スポーツ大会

10月
11月
12月
1月
2月 穴吹コンテスト サロンワーク実習 実務実習（１年次) 就職講演会（1年次）

3月 卒業式（2年次） 春休み

■進級・卒業の条件
・卒業条件
科目の区分 卒業要件
専門科目 必修 1,680

選択
一般科目 必修 30

選択
合計 1,710

■学習の成果として取得を目指す資格、合格を目指す検定等
■資格取得、検定試験合格等の実績
資格名 実績 合格者数 受験者数
エステティシャンセンター試験 100% 10 10
認定上級エステティシャン資格 100% 3 3
アロマテラピー検定 １級 66% 2 3
AJESTHE認定衛生管理者 100% 3 3

ダイエットボディ

専門科目
フェイシャルスキンケア／ダイエットボディ／脱毛
／アロマテラピー／カウンセリング／運動・トレー
ニング／ネイル実習／ジェルネイル実習／メイク
実習／皮膚科学／大脳解剖生理学／運動生理
学／化粧品学／栄養学／エステティック理論／
サロン経営学／接客マナー／美容技術理論／サ
ロンワーク実習／実務実習

フェイシャルスキンケア／フェイシャルセラピー／
ダイエットボディ／リラクゼーションボディ／脱毛
／フィトテラピー／アロマテラピー／リフレクソロ
ジー／東洋美容／カウンセリング／運動・トレー
ニング／ネイル実習／ジェルネイル実習／皮膚
科学／大脳解剖生理学／化粧品学／エステ
ティック理論／サロン経営学／接客マナー／美
容技術理論／サロンワーク実習

フェイシャルスキンケア メイク実習ネイル実習 
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