
 

令和４年度 美容科 通信課程 ２２期秋生 募集要項 

 

【修業期間】 ３年 

【学科・コース】 美容科 ・サロンコース（従事者）→ 美容室に従事している方 

    ・社会人コース（非従事者）→ 美容室に従事していない方 

【募集人員】 ２０名（男女） 

【受験資格】 中学校卒業以上 

【出願期間】 ２０２２年７月１日（金）～２０２２年９月３０日（金） 

       （定員に達し次第締め切ります。） 

 

【出願手続】 ■一般の部 

１．入学願書（写真３×４ｃｍを貼付） 

        ２．最終卒業校の調査書又は成績証明書(開封無効) 

※保存期間経過のため、学校から発行が出来ないと言われた場合は、提出を免除 

 します。 

３．卒業証明書または卒業見込み証明書 

        ４．美容室従事証明書（サロンコース希望者のみ） 

          ※従事予定の方は美容室従事予定証明書または内定通知（入社日、勤務開始日が 

           記載されたもの）のコピーをご提出ください。 

        ５．受験料 ２０，０００円（郵便為替：郵便局で購入してください。） 

（郵便為替の受取人指定欄、受領欄は記入しないでください。） 

        以上１～５を必ず揃えて簡易書留で郵送してください。        

         

           

  ■高校生の部（※社会人コースの入学となります。） 

１．入学願書（写真３×４ｃｍを貼付） 

        ２．①調査書（開封無効） 

②在学証明書         

        ３．受験料 １０，０００円（郵便為替：郵便局で購入してください。） 

        以上１～３を必ず揃えて簡易書留で郵送してください。 

 

     

【願書提出先】 〒８５０－００１５ 長崎市桜馬場１－９－１０  

長崎県美容専門学校 入試事務局 行 

        TEL ０９５－８２３－７２７０ 

        FAX ０９５－８２３－７２２５ 

 

【選考方法】 高等学校卒業以上の方は書類審査および電話面接 

 

        最終学歴が中学校卒業の方、高等学校在学生、中途退学の方は書類審査と電話面接と

筆記試験を行います。 

         

筆記試験日  ２０２２年９月 ５日（月） １３時～１５時 

２０２２年９月１２日（月） １３時～１５時 

２０２２年９月２０日（火） １３時～１５時 

        ※筆記試験の対象者は、上記の試験日に間に合うように入学願書の提出をお願いいた

します。 

 

試 験 科 目  国語、数学、社会 

 

 

 

 

 

 

 

【合格発表】 郵送にて本人宛てに通知します。 

        電話でのお問い合わせには一切応じません。 

 

【入学手続】 合格通知受領後、指定日までに校納金を振込み、必要書類を本校へ郵送してください。 

 

【 学 費 】 別紙参照 

 

【授業方法】 日本理容美容教育センターより２０２２年１１月～２０２５年６月までの間に、必修

科目８教科、選択必修課目５教科の計１３教科の教科書が３年間（全２１回）にわた

り配本されます。配本後、その都度報告課題を教育センターに提出し、添削指導を受

けます。 

 

 

【スクーリング受講時間数】 

  

教科課目 

報告課題 スクーリング時間数 

  添削指導回数 
サロンコース

（従事者） 

社会人コース

（非従事者） 

必 

修 

課 

目 

  関係法規・制度 ３回 １０時間 １０時間 

  衛生管理 ４回 ３０時間 ３０時間 

  保健 ３回 ２５時間 ２５時間 

  香粧品化学 ２回 ３０時間 ３０時間 

  文化論 ２回 １０時間 １０時間 

  美容技術理論 ８回 １０時間 ２５時間 

  運営管理 ３回 ５時間 １０時間 

  美容実習 ６回 １７５時間 ４５０時間 

選択課目 
美容カウンセリング ５時間 １０時間 

ビジネスマナー ５時間 １０時間 

合     計   ３０５時間 ６１０時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

【面接授業スクーリング受講日程】本校にて行います。(土日祝祭日は休校) 

 

● サロンコース（従事者） 

 

 ① 日程  １年次   ８月 １１日間 

        ２年次   ２月 １０日間・８月 １０日間 

３年次   ２月 １０日間・７月 ５日間・８月 ５日間 

 

  ② 時間  ９時１５分～１６時２５分（上記の日程は変更する場合があります。） 

 

● 社会人コース（非従事者） 

 

① 日程  １年次   ２月 １１日間・８月 １１日間 

        ２年次   ２月 １０日間・８月 １０日間 

        ３年次   ２月 １０日間・７月 ５日間・８月 ５日間 

 

※通年火曜スクーリングも行っております。 

※高校生の方は、夏冬春休み期間中に行います。 

 

② 時間  ９時１５分～１６時２５分（上記の日程は変更する場合があります。） 

※スクーリングの詳細については学校事務局までお尋ねください。 



秋

合格時納入 後期納入 前期納入 後期納入 前期納入 後期納入

納入期限 合格通知後 2023/4/10 2023/10/10 2024/4/10 2024/10/10 2025/4/10

入学金 ¥70,000

施設費 ¥35,000 ¥35,000

授業料 ¥123,600 ¥61,800 ¥61,800 ¥61,800 ¥61,800

教材費 ¥30,000 ¥30,000 ¥30,000 ¥30,000 ¥30,000

スクーリング費 ¥35,000 ¥35,000 ¥35,000 ¥35,000 ¥35,000

通信・諸費用 ¥10,000

合　　計 ¥268,600 ¥100,000 ¥126,800 ¥126,800 ¥126,800 ¥96,800

※中卒者は合格時納入時に特別講習費10,800円が別途必要となります。

※一旦納入した学費は原則としてお返しいたしません。

３年間総合計　845,800円

学費　通信課程　２２期秋生　サロンコース（従事者）

科　　目
1年次 ２年次 ３年次

1年次納入金額合計　　368,600円 ２年次納入金額合計　　253,600円 ３年次納入金額合計　　223,600円

サ



秋

合格時納入 後期納入 前期納入 後期納入 前期納入 後期納入

納入期限 合格通知後 2023/4/10 2023/10/10 2024/4/10 2024/10/10 2025/4/10

入学金 ¥70,000

施設費 ¥35,000 ¥35,000 ¥17,500 ¥17,500 ¥17,500 ¥17,500

授業料 ¥123,600 ¥61,800 ¥61,800 ¥61,800 ¥61,800

教材費 ¥30,000 ¥30,000 ¥30,000 ¥30,000 ¥30,000

スクーリング費 ¥60,000 ¥60,000 ¥60,000 ¥60,000 ¥60,000 ¥60,000

通信・諸費用 ¥10,000

合　　計 ¥328,600 ¥125,000 ¥169,300 ¥169,300 ¥169,300 ¥139,300

※中卒者は合格時納入時に特別講習費10,800円が別途必要となります。

※一旦納入した学費は原則としてお返しいたしません。

３年間総合計　1,100,800円

学費　通信課程　２２期秋生　社会人コース（非従事者）

科　　目
1年次 ２年次 ３年次

1年次納入金額合計　453,600円 ２年次納入金額合計　　338,600円 ３年次納入金額合計　　308,600円

社


