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校長　安藤 宏通

 三島市は品格のある街として注目されています。その三
島駅から徒歩４分。駅から学校までの間には、公園・銀行・
食堂・コンビニ・病院・駐車場など、日常生活に必要なもの
は何でもそろっています。また、大きなホテルも建設予定
です。本校は、そのような恵まれた環境の中で、教育活動
が行われています。
　本校の学生が、豊かで幸せな人生を送ることを目的に
し、教育目標を「豊かな教養、確かな技術、社会への貢献」
としました。そして、時代の変化に合わせた教育内容を取
り入れています。今必要な教養とは何か、将来確かな技術
をつかむために学校で身につける技術は何か、どのような
社会貢献ができるかなど、自問自答しながら教育活動をし
ています。
  そして、学生のことを第１に考え尊重する、学生第１主義
の精神で教育に当たりたいと考えています。学生の視点、
学生の向上心、学生の悩みなどを受け止め、私たちは変わ
っていかなければなりません。本校はスピード感を持って、
新しいことにチャレンジしていきます。まだまだ改善すべき
点は多々ありますが、本校の素晴らしい学生と共に、将来
に向けて発展させていきたいと思います。
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美容師
美容師は国家資格で、自分の腕一つで勝負することができるやりがいのあ
る魅力的な職業です。今求められる美容師は、高度な技術や知識を持つば
かりでなく、豊かな感性、美的センス、信頼される接遇マナーについても習
得している人材です。

「ネイリスト」とは、お客様の爪を美しくすることを仕事にする爪のプロフェッシ
ョナルです。ネイルケア（爪に関する美容と健康のお手入れ）、ネイルアート（爪
の装飾やつけ爪の施術）の２つが主な仕事内容となります。また、ネイリストに
は国家資格が無い為誰でもその気になればなる事ができます。  

ネイリスト

エステティシャン
エステティックサロンにおいて、フェイシャルケア、ボディケアなどの施術
を行い、お客様の肌や体の悩みを解決したり、より美しくする職業です。ハ
ンドマッサージや器具、機材を使用し、お客様のニーズに合わせた施術を
行います。  

雑誌、テレビ、映画などのメディア、ファッションショー、イベント、ブライダル
や、美容室などで、タレント、モデル、または一般の方々に対してメイクを施
す人のことを言います。お客様、あるいは依頼者の意向を聞き、求められる
メイクを、きちんとカタチに出来るだけのスキルが求められます。

メイクアップアーティスト

アイリスト
「アイリスト」とは、まつ毛ケアのプロフェッショナルです。地まつ毛に人工毛を
つけていく、ここ数年で認知度が高まってきた比較的新しいメイク手法です。
また、アイリストとして働くためには美容師国家資格が必要になります。

着付師は、その名の通り、着物を手早く美しく着付けることを主な仕事として
います。着付けの技術が優れているのはもちろん、着付けの場は慶事から弔事
まで多岐にわたるため、お客様の状況に合わせた判断を適宜行いながら支度
をする能力が必要です。

着付師

本校へ通う事により、美容師国家資格の他にたくさんの資格を取得でき、将来の仕事の幅が広がります。

ワインディング オールウェーブセッティング レイヤーカット

JNECネイリスト技能試験検定
日本ネイリスト協会認定校
認定番号163-2

SBS接遇・マナー検定
全日本美容業生活衛生同業組合
連合会評価認定制度

ベーシック修了認定の
ディプロマ取得

J-COLORライフカラー検定
パーソナルカラー検定

SBS着付け検定

MITSUYOSHIメイクアップ研究所

全日本美容業生活衛生同業組合
連合会評価認定制度

SBSエステティック検定
全日本美容業生活衛生同業組合
連合会評価認定制度

［取得可能な資格と検定］

本校合格率

（2018年第37回新卒者）

美容業に必要な色彩活用（カラーハーモニー）を学び
ます。TPOにあわせてお客様にお似合いの色選びを
提案できる知識を学び、ライフスタイル（生活）を豊か
にするための色選びなどを学習し身につける事がで
きます。検定は3級からチャレンジし、希望者には2級・
1級検定合格の学習を支援しています。

基本的学習として、フェイシャルトリートメント、顔を
中心とした肌の手入れを学び、おもてなしの精神を
習得します。

メイクアップの歴史から、今の時代に合わせたメイクアッ
プまで幅広く学習できます。ナチュラルメイク・スチールメ
イク・特殊メイク・和化粧など、理論的学習と実習まで、実
力をつけるための徹底としたカリキュラムです。ブライダ
ルヘアメイクを仕事としている卒業生も多数います。

和装着付けに関する知識と技能を学びます。着付け
3級検定は学科試験と浴衣着付けの実技試験です。
和装を通して日本文化を学び、民族衣装である和装
を次世代に引き継ぐ、美容師に課せられた伝統文化
の継承者としての使命と誇りを学びます。

衛生的で安全、確実なネイル技術を学びます。基礎的技
術の理解と基礎技術の習得によりネイリスト技能試験
検定3級を1年次に受検します。さらに専門的知識を学
びたい学生には爪のリペアテクニック
（修復・補強技術）を学習するネイリス
ト技能試験2級取得のカリキュラムま
でを用意しています。最新のジェルネ
イル技術も修得可能です。

お客様と接する機会の多い美容業従事者は、常にこ
の人間関係を良くする5つの基本を念頭において、
信頼と好感の持たれる応対の仕方を身につけること
が重要だと思われます。一人ひとりの接遇マナーの
善し悪しが美容サロンの評価につながり、業績にも
影響することをお互い認識し、責任ある姿勢で業務
に励むよう努力していくことの重要性を学びます。

本校は厚生労働大臣指定美容養成施設である為、美容師試験受験
資格はもちろん、その他様々な資格を取得できます。「美容師」だ
けにとどまらない、トータルの美しさを提案できる「美容家」の育成
に励んでおります。

［美容師国家資格受験対策］

美容師免許は本人の努力次第で取得できます。
最後まで諦めず、学校、先生が一丸となって、全力でサポートしていきます。

美容業に従事するには国家資格である「美容師免許」を取得する必要があります。
本校では卒業見込みとして、2年生の２月から3月に国家試験を受験します。

実技試験対策筆記試験対策

96.9％
［将来の仕事］

ヘアケアマイスター認定試験
JHCMA 日本ヘアケアマイスター協会
プライマリーコース受験
ヘアケアに関する知識が豊富で、お客様の「なぜ」
に応えられるようになることや、毛髪診断が正しくで
きるようになり、それに対する処置、アドバイスが的
確にできる者が頂ける称号です。
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２年時に取得できる資格

カリキュラム

関係法規・制度
衛生管理
保健
香粧品化学
文化論
美容技術理論
運営管理
美容実習

美術・デッサン
教養基礎
栄養理論
エステティック
総合技術
選択Ｓ
選択Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ

・ＳＢＳ接遇・マナー検定２級（全員）
・ライフカラー検定２級（全員）
・三善メークアップ研究所ディプロマBasic Course（全員）
・ＪＮＥＣネイリスト技能試験検定２級（選択コース）
・ＪＮＡジェルネイル技能検定初級（選択コース）
・三善メークアップ研究所ディプロマTechnical Course（選択コース）
・ＳＢＳ着付け技術２級（希望者）

・パーソナルカラー検定３級・２級
・ＳＢＳエステティック３級
・ＳＢＳ接遇・マナー検定３級
・ヘアケアマイスター　プライマリー
・ＳＢＳ着付け技術３級
・ＪＮＥＣネイリスト技能試験検定３級

必修課目 １年時に取得できる資格(全員) 2年次美容総合実習選択制

1.ヘア アーティストコース
ヘアシャンプーイング、ブロードライスタイリングなどの技術は、お客様の気持ちを考えなが

ら満足して頂ける接客技術ができるよう相モデルで練習を積み重ねます。応用技術としてヘ

アカラーなども相モデルで実践できるよう進めていきます。美容の基礎的技術を一つ一つ正

確に習得できます。1年次の基礎実習の復習、さらに理論や実技の観点から美容技術を深く

学びヘアカッティングやワインディング、アップスタイルのアレンジ等、各種コンテストの上位

入賞を目指します。

本校では、進路に合わせた5つのコースから、
自分に合ったコースを選び学ぶ事ができます。

2年制

［昼間課程］
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2.エステティシャンコース
もっとも基本的となるフェイシャルケアのハンドテクニックを学び、エステサロンへの就職を志望する
人の夢を叶えるコースです。美容機器などの設備も完備し、エステサロンさながらのトレーニングを
行います。

3.ジェルネイルコース
ネイルケアのベーシックマスターと、ジェルネイルを施術するために必要な基礎的知識と、技術の習
得をし、初級合格を目指します。

4.アイリスト・ネイリストコース
● まつ毛エクステンション ● ネイル

5.ブライダルコース

まつ毛エクステンションに関する知識・技術を習得し、美容師資格を取

得後、アイリストとして即戦力となるように学んでいきます。

授業では、ウィッグで練習を行います。

ネイルケアテクニック（チップ＆ラップ）などプロレベルと定められ

ている、2級合格を目指します。

● 着付け
相モデルで和装花嫁に限らず、洋装花嫁やその他留袖、振袖など基本的なこ
とから進めていきます。

● メイクアップ
和装化粧の歴史、基本技術と婚礼化粧を、洋装では、ドレスに合わせたメイク
アップの応用テクニックを学びます。

● 写真撮影
モデルのメイクアップ、ヘアセット、着付け技術が仕上がった時には写真撮影
をします。併せて美容師として必要な言葉遣い、所作なども学びます。

ブライダルに関する知識・技術を習得することを目指します。
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本校の通信課程は、10月入学です。
美容室に勤務しながら美容師免許を取得を目指します。

通信課程の入学資格は義務教育卒業以上で
保健所に開設の届け出をしている、美容室常勤者です。

通信課程（3年間）

スクーリング
（面接・技術指導）

働きながら、通える働きながら、学べる

必修課目 選択必修課目

通信課程教育課程

中学卒業者等に対する講習
講習課目

働きながら、資格をとる

関係法規・制度

衛生管理

保健

香粧品化学

美容文化論

美容技術理論

運営管理

美容実習

外国語

社会福祉

美容カウンセリング

情報技術

生活の科学

ヘアースタイル画による

トータルファッション

現代社会

化学

保健

指導は添削指導とスクーリング（面接・技術指導）。添削指導は郵送された教材を学

習の上、レポートを提出し合格するとその評価で単位を取得できます。

スクーリングは春期と夏期に集中して行われ、3年間で305時間以上（美容室勤務）

授業を受けることになっています。

美容室で勤務しながら、自宅で通信教材学習と学校での面接
授業（スクーリング）を行いながら美容師受験資格を取得する
ことができます。

指定日に登校し、授業を受けます。
通信教育の教材添削業務は理容師美容師教育センターに委
託しています。技術指導は、３月に３日間・７月に５日間・その他
の７日間は月１日、年間で合計１５日間、３年間で４５日間、３０
５時間以上学びます。
卒業見込みで美容師試験を受験することができます。

美容師試験受験指導の経験実績のある本校では、
個々に合わせた指導方法で美容師試験合格を導きます。

※通信教育課程中学校卒業者等に対
する講習課目（現代社会・化学・保健）
の講習については、社団法人日本理
容美容教育センターに委託する。

※通信教育添削指導の係る事務の一
部を社団法人日本理容美容教育セン
ターに委託する。

［通信課程］
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本校では、将来に役立たせるために様 な々大会の
出場機会をつくり、技術向上を志しています。

ミツイヘアードレッシングアワーズ

全国理容美容学生技術大会
日本理容美容教育センター主催・文部科学省後援

Festival de Japon  美容十二章会

その他、校内技術大会も行っています。

美容フェスティバル

BEAUTY FESTIVAL
美容フェスティバルは、学生の企画・運営・プロデュースによる
ヘアメイクショーです。また、ネイル、アップスタイル、ワインデ
ィング、カット、ブロー作品など、たくさん展示もします。一般参
観も可能ですから是非見に来て下さい。 

全国11地区の予選大会によって選出された代表選手（学生）が技術を競う大会です。

日本美容
技術振興センター
フォトコンテスト
優秀賞

全国理容美容
学生技術大会
アップスタイル部門
敢闘賞

［コンクール］

11 12



［卒業生インタビュー］

［就職先一覧］

入学時特待制度有り

※2017年度の特待生です

入学時特待制度有り

指定校推薦入試志願者特待制度
入学金の半額に当たる ５０,０００

ＡＯ等入試志願者支援制度
受験料相当額 15,０００

在校生特待制度

受験料相当額 
本校条件に該当する方

15,０００円を減免

昼間課程 通信課程

特待生 山本 多恵 （静岡県立沼津西高等学校 出身）

特待生 石井 美紅（静岡県立田方農業高等学校 出身）

特待生 長倉 愛侑葉（静岡県立三島南高等学校 出身）

　高校生の時から、勉強は嫌いでしたが、専門学校に入学してみたら自分の好き
な専門教科ばっかりだったので、自然と頭に入りました。
　「やればできる！」を実現できたのも、こちらの専門学校に入ってからで、結果を
出すために、放課後や長期休暇の時間などを使って練習に励みました。
　この専門学校で頑張ったことが、今後の美容師人生の中で生かされていくと
思うので、これからも頑張っていきたいと思います。

　私は、東部総合美容専門学校に入学して、実技が上手くいかず、心が折れるこ
とが何回もありました。でも先生方が分かるまで教えてくれるし、友達同士でも教
え合いをしたので、少しずつでも自分が成長していくのが実感できます。
　練習は、やった分だけ自分の身についてくるので、何事も諦めずに頑張ること
が大事だなと思いました。
　そんな中、特待生に選ばれたのは、とても嬉しかったです。これからも後悔しな
いように、努力し続けたいです。この学校に入って本当に良かったです。

　私は、１年生のうちからパーソナルカラー、ネイル、接遇マナー、ヘアケアマイ
スター、着付け、エステなど様々な検定を受け、今のところ、すべての検定を合
格することができています。それは、これまでに授業内や、放課後残って練習す
るなど、頑張った結果だと思っています。すべて合格、という結果を残すことがで
きて本当に良かったです。
　国家試験まで、残り少ない時間を頑張って努力し続けていきたいです。

昭和30年（1955年）、開校準備のため設置認可を受けた本学園は、平成27年（2015年）に、創立60周年を
迎えました。創立60周年を記念して、建学の精神である業界発展に寄与し、社会に貢献できる優秀な人材育
成のための特待制度を導入しました。詳しくは学生募集要項をご覧下さい。

過去５年間（2013年度～2017年度） 順不同

大廣優里さん額田汐莉さん
平成29年度卒業平成25年度卒業

※毎年求人は500社以上あります。

　美容師は人としての人生をかけるに値するやりがいのある仕事。
私の叔母が美容師だったこともあり、小学生の頃から美容師に憧れ
を持ち、東部総合美容専門学校に入学致しました。学校ではカットや
ワインディング、メイクなどの実習が大好きで一生懸命に取り組んで
おりました。特に印象に残っていることはフェスティバルです。自分達
でテーマから髪型まで決め、皆が楽しみながら創意工夫していた事を
覚えています。自分達が学生でもステージを任せて頂けるという経
験ができたことに感謝しています。美容学校卒業後は、地元を離れ、
富士宮の美容室トップスタイルに就職致しました。アシスタントの時
から高い技術や最先端のことを教えて頂き、あと少しで憧れだったス
タイリストデビューです。また、今年から美容室単独ではあまりない、
海外研修制度ができ、私はその第一期生として一ヶ月間、ニューヨー
クに行かせて頂きました。ニューヨークでは有名な美容師の方々と出
逢い、お食事に連れて行って頂いたり、ニューヨークでもトップクラス
のサロンを見学させて頂きました。私の美容人生を大きく変えた一ヶ
月間でした。そんな中で身につけた事が、「コツコツとなんでもばか
になって一生懸命やり抜くこと！」美容師は、何歳になっても日々勉強
で、その中で自分なりに考え、コツコツ努力を重ねていくことが大切
だと思います。私は今、トップスタイリストを目指し頑張っています。
美容師という、こんなにやりがいのある素敵な仕事は他にないと思い
ます。その最初の一歩を熱意あふれる先生方が集う、この東部総合
美容専門学校から歩み出せたことに感謝しております。

　小さい頃からサロンに行くのがいつも楽しみでした。
高校生の時、美容師になりたい！と思い、静岡県東部総合美容
専門学校に入学しました。1年生の冬にある校内大会では、恥
をかきたくない一心で、冬休みにワインディングにかなり力を
入れ、練習しました。さらに負けず嫌いも開花して、２年生では
美容甲子園のワインディング代表にも選んで頂きました。
 卒業後は全国展開しているEARTHに入社致しました。今はま
だアシスタントという立場ですが、日々経験を積み、オーナー
からたくさんのお言葉を頂きまして、入社2か月目でカラーリス
トデビューすることができました。今もたくさんのお客様と関わ
ることのできるこのお店で、色々な刺激を受けたり、経験をさ
せて頂いております。そのような中で、EARTH全店舗によるコ
ンテストに出させて頂き、３位をとることもできて、とても嬉し
かったです。
 美容師になって感じることは、お客様がより綺麗になってお帰
り頂けて、その綺麗が長持ちするような技術の提供ができるこ
とが、すごく大事だし、すてきなことだと思いました。それを実
現するためには、アシスタントの時からたくさんのお客様と接
し、先輩の技術を盗み、自分の力に変えることが今の私にでき
ることだと思います。これからも毎日成長していけるこの環境
で日々鍛錬していこうと思います。

EARTH新浦安店に勤務

２０１７　レジーナ ヘア＆メイク フォトコンペティション モデルウィッグ部門 敢闘賞
２０１８　EARTH全店コンテスト ワインディング部門 全店230店舗中 ３位

アース
アープフィールズ
アール
Ａｓｈ
アトリエＢ’
アポロン
アルーア
アルジャン
アンフィニスペース
イレブンカット
ヴァリアス
ヴィオレッタ
牛若丸
エイジェンヌ
エル

カラーズ
カラーリウム
キララ
グランツ
グローシャン
コメダ
美容室こと
シーホースジャパン
SHARM
田谷
チェル
チャンピオン
テート
ド・セリアー
トップスタイル

ネオリーブ
ハーべスト
パールアイラッシュ
ハツコエンドウ
パトラ
ハリリブール
Peace Place
ヒュッゲ
fumies
ファイブポイント
フェイス
フォーリス
ＦＯＲＴＥ
ふじみや
フローラ

ヘアーＷ
ヘアーラウンジPAA
ペール・ノエル
ペペ３５
bello(ベロ)
ボーズ
ホピ
マッキントッシュ
ユー & ミー
ラパン
ラピュール
ユキ美容室
吾亦紅

有限会社 トップスタイルに勤務

２０１７　ミツイヘアドレッシングアワーズ2017 カットウィッグ部門 グランプリ
２０１９　スタイリストデビュー

円を減免

円を減免

Ａ特待生 年間授業料全額  384,０００円を免除
B特待生 年間授業料半額  192,０００円を免除
C特待生 年間授業料 1/3  128,０００円を免除

［特待制度］
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始業式
レクリエーション大会

健康診断
ヘアケアマイスター検定

美容フェスティバル
花粧会見学
就職支援サロン説明会

一学期末試験
ライフケアカラー検定
実務実習
学生技術大会東海地区大会出場

夏期休業

参観会
修学旅行
ミツイワインディングコンクール出場

十二章会大会出場

学生技術大会全国大会　

二学期末試験
接遇検定（２級）　

冬期休業

美容師試験（実技）
三学期末試験

美容師試験（筆記）
卒業式

2019年度の計画です。行事等は、年度によって時期が異なります。

1年次 ２年次

CAMPUS 
SNAP

［年間スケジュール］

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

入学式
レクリエーション大会

健康診断

美容フェスティバル
花粧会見学

一学期末試験
パーソナルカラー検定(３級) 
学生技術大会東海地区大会見学

夏期休業

参観会
ミツイワインディングコンクール出場

十二章会大会出場

ヘアケアマイスター検定

着付検定(３級)
二学期末試験
接遇検定（３級）

冬期休業

ネイル検定(３級)
パーソナルカラー検定(２級)

三学期末試験
エステ検定（３級）
校内コンクール（内藤杯）　　

修了式
春期休業
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Q
Q
A

Q
A

Q
A

Q
A

Q
A

&Aよくある質問

Q A

不器用ですが、大丈夫ですか？

奨学金は？

通学状況は？

体験入学あるいは学校見学に参加したほうがいいのでしょうか？

就職状況は？

２０１9年
6月22日(土)、7月28日(日)
8月9日(金)、10月12日(土) 

２０20年 ３月18日(水)
※日程につきましては、変更の場合もあります。
　詳細は、別途お知らせ致します。
 

体験入学開催日時代に合わせたカリキュラムを設け、基礎から丁寧
に教育・指導を行っています。また、最新の設備や道
具類を完備しています。技術は手から手へと受け継
がれるものです。「百聞は一見にしかず」という言葉
があります。まずは、本校の『体験入学』をおすすめ
します。熱心な教員と在校生の様子を、あなたの目
と耳と感覚でご覧頂き、本校のきめ細やかな教育を
感じて下さい。

わたしたちが
ご案内します！

美容の仕事を手先を使う仕事です。今まで使ったことのない指の使い方や動きをします。初
めは思うようにいかないでしょうが、繰り返しレッスンすることで出来るようになります。また
補講授業や補習、放課後のレッスンがありますから心配はありません。上達するかしないか
は努力次第です。

専門課程の学生にはJR・バスなど交通費がすべて学生割引されるのでご利用下さい。学校
の始業10分前に間に合うような通学方法を選んで下さい。三島駅から歩いて4～5分、三島
広小路駅から10分、下土狩駅からは15分です。駐輪場については学生専用駐輪場があり
ます。利用は申請が必要です。学校に相談して下さい。

春・夏には本校の魅力を感じてもらうため、模擬授業を体験できる進学相談会があります。
参加は自由ですが、学校を選択する上で「自分の目で確かめ、雰囲気を肌で感じとること」
はとても大切なことです。また、体験入学への参加により美容師の適正を確認することも可
能です。専門学校は職業に直結する学校です。

開校以来、毎年求人は数多くあります。その内8割が県内就職で2割程度が県外です。就職
ガイダンスも充実しており、学生1人1人の進路希望に合わせた指導に力を入れています。
県外の求人情報も充実しています。

学費支援制度として、奨学金・教育ローンをご利用頂けます。
●日本学生支援機構は国の育英奨学事業を行う機関。無利子貸与の第二種があります。申
し込み希望者は、高校学校在学時に予約する方が確実です。
●日本政策金融公庫は国の教育ローンで、入学・在学中にかかる費用を対象とする公的な
融資制度です。教育ローンコールセンター ： 0570-008656
●信販会社オリエントコーポレーションの学費サポートプランもご利用可能です。

［体験入学のご案内］
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北口 至東京→

至修善寺

東海道新幹線

JR東海道線

伊豆箱根鉄道

ホテル

日大三島高校

日本大学

三島北中

商工会議所

昭明館

北小

三島北高

三嶋大社

市民文化会館

楽寿園

ローソン

病院

病院

セブンイレブン

←至沼津・富士

南口

静岡県東部総合
美容専門学校

三島駅
徒歩4分

三島駅

広小路
駅

学校法人 静岡県東部理容美容学園 厚生労働大臣指定

〒411-0039 静岡県三島市寿町3番地42号　
TEL：055-975-2236　FAX:055-975-2192　

https://www.t-ribiyou.com/

静岡県東部総合
美容専門学校

静岡県東部総合美容専門学校
学校法人　静岡県東部理容美容学園　厚生労働大臣指定

HAIR MAKE
NAIL

ESTHETIC
MAKE UP

EYE LUSH
BRIDAL


