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通信教育で美容師｡理容師免許が取得出来る事御存知でしたか?
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一時代を変えるチカラー

岩手県ヘアデザイナ-学園
職業訓練法人　岩手県理容美容訓練協会

岩手県理容美容高等職業訓練校



当撮創亜◎圏醜
態当校は厚生労働省の支援によIj､理容,美容に従事する全て

の方々の能力開発と産業の振興に寄与するための学校施設

で　特に就職者の技術向上と雇用安定および職能を通じた人

間教育に視点を置いています｡

㊨岩手県内外のサロンの経営者で構成されている岩手県理容美

容訓練協会が作った学園です｡

㊨岩手県の雇用能力促進の役割を担っている学校です｡

当校創立の経緯
専門技術者の養成と雇用促進を図る国､厚生労働省の施設によ

り､理容美容訓練校の建設が国､県､市の予算に計上され､議

会の承認を受け､岩手県理容美容訓練協会によって建設された

理容,美容専門の職業訓練校です｡

離施割駄轍庭畳の緩割蓬言責蓄え慕萌
㊨時代が変化していることへの理解と対応｡
21世紀に入り､社会の変化はめまぐるしく､それによって個

人のライフスタイルまでも様々になってきました｡理美容業

界もその一部として時代にあった教育が必要と考えます｡

鬱お客様が変化していることへの理解と対応｡
以前と違い､お客様も個性がはっきりしてきたので､要求も

多種多様になってきました｡

㊨業界の社会的責任と対応｡
ご存じのとおり､希望者が多い反面､離職者も多い業界です｡

サロンから教育機関まで含めて｢人を育てる｣ことをもっと

意識しないといけません｡

璽業界の変化の理解と対応｡

最近のサロンを見ても､理容美容が一体化の傾向にあります｡

近い将来は美容室でも｢顔そり｣ができるようになるかもし

れません｡

㊨業界としての職業教育への対応｡
今後はファッション､メイク､ネイル等､教育も内容充実に

向かっていくでしょう｡そして何よりも｢人間力｣が必要で

す｡サロン単位での教育では対応が難しい時代です｡

私たちにできること

㊧理美容技術者に時代が求める職業教育をします｡ ㊧お客様の満足に対応できる技術を修得します｡ ㊨接

客"管理,人間力教育等､必要とされる能力向上教育をします｡ ㊧サロンと技術者の学習意欲に対応した

理美容の技術向上ができます｡ (基本技能指導から新技術指導まで対応) ㊧自由に種目の選択ができ､必要

なことを必要なだけ学/子にとができます｡ ㊧理美容技能の一体化教育ができます｡ ㊨無資格者の基礎,塞

本能力の修得ができます｡ ㊨中途退職者,再就職者への再教育をします｡ ㊨就職,転職を斡施します｡

☆再現こんな時.ご相談室結き

㊥通信教育で資格を目指している亮

㊨高卒で美容師を目指 る芳

㊥重婚の方で､新たにヘアスタイリストにチヤレン

ジして劫たい方

のフリーアルバイターが タイリストを目指
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田免許寄稿墨謀での憩が抽
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昨今では､希望を持って業界に入って来ても1年以内の離職者が多い事が､問題視されています｡そこで私達協会会

員サロンでは､通信教育が始まる10月迄の間の4月～9月迄の6ケ月間､サロンでの補助作業がスムーズに行える様

に職業訓練を行っているのです｡

訓練する事により､サロンでの仕事が不安な〈行える様になり､ 10月から始まる通信課程もスムーズに入る事が出来

るのです｡

この訓練校の特徴は､すでに就職が決まっている訓練生には､ 1日6時間(週4日間)訓練を受けている間の時間給が

もらえる事です｡

例えば1ケ月(約16日間分) 6万円位の給料が発生します｡さらに､ 1ケ月間の4万円の授業料は､免除(事業主

が負担してくれます)となっており､この制度を利用して理,美容師を目指す方が増えております｡

国訓線内藩

※現在の新人訓練の様子が当校ブログにてご覧いただけます｡

(URL http://indg,jugem.jp)

莱



岩手県理容美容高等職業訓練校(通称　岩手県へアデザイナー学園)は､職業訓練法人　岩手県理容美容訓練協会が運

営する理容業及び美容業の職業訓練施設です｡当校では岩手県知事の認定を受けた認定職業訓練を行っております｡

閏認定職業訓練とは
都道府県知事の認定を受け企業が従業員の教育の刹こ単独又は共同で設立した職業訓練施設で行う訓練をいいます｡都

道府県知事の認定とは､訓練内容が､厚生労働省の定める基準

に適合する訓練であることを認め､公共職業能力開発施設と同

水準の訓練を行う施設として位置づけるものです｡

圏認定高等職業訓練校とは
当校のように職業訓練法人が都道府県知事の認可を受け設置運

営する民間の施設を､認定高等職業訓練校といいます｡このよ

うな施設が岩手県内には当校も含めて15施設あります｡公共職

業能力開発施設が新規学卒者や求職者を対象として訓練を行う

のに対し､認定高等職業訓練校は原則として事業所に就職した

社会人を対象として訓練を行います｡

田入校対象
前述のようなシステムの施設ですので､事業所に雇用の決定している方が原則的には入校の対象です｡但し､雇用が決

まっていなくても理容師､美容師を目指す方であれば応募可能です｡その方は､当校を運営する会員事業所サロンで現

場研修を行いながら､

圏応募茄滝
★願書受付

★出願書類

★選考方法

★面接　目

★入校許可

就職活動をしていただきます｡

各年8月1日～翌年3月31日迄

･入校願書　　　　1通(当校所定用紙)

･学校調査書　　　　1通

･戸籍抄本　　　　　1通

･健康診断書　　　1通(当校所定用紙)

提出種類の審査､面接(雇用の決定している方は種書類のみ提出)

各年9月1日より随時

面接試験日より1週間程度で本人に通知

雇用決定者は書類受付より1週間程度で本人へ通知

圏訓練襲用
新人訓練(半年コースの場合)

50,000円

40,000円　雇用決定者は事業主が負担

150,000円　くし,尺サミ等の道具類

(4月5日までに､訓練校に入金して頂きます｡)

田寮iアパート
遠方からの入校で､自宅から通学出来ない方は､ご相談下さい(



乱　国　　醐

理容,美容高等職業訓練校が実施する職業訓練の重要性ならびに必要性を正しく理解していただくとと

もに､理美容業種に従事する技能者の技術向上及び理美容職種への就業希望者の就業促進を図る｡

2｡竃　　称

｢岩手県理容美容高等職業訓練校入校説明会｣

3｡葺　　鰭

職業訓練法人　岩手県理容美容訓練協会

4,聞　　酷　(変更もありますのぞ､お問い合わせ下さい)

第1回　9月第2週　火曜日　午後1時から午後3時

第2回11月第2週　火曜日　午後1時から午後3時

5｡開催場所

岩手県理容美容高等職業訓練校　花巻市西大通り1丁目33-3　　TE L (0198) 23-7006

6｡説明内容

( 1 )岩手県理容美容高等職業訓練校の概要説明

(2)会員事業所の企業説明

7,参舶塗薬

岩手県理容美容訓練協会の会員事業所

8｡参加対線番
･理容,美容業種に就職を希望する方

･雇用を希望する理容･美容業種の事業主
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9日　申込着港

第1回9月説明会の申し込みは､ 8月末日までに氏名,性別事学校名を記入の上､郵送又はF AX

(0198 - 23 - 7072)にて､岩手県理容美容高等職業訓練校事務局までお申し込み下さい｡第2回目

は10月末日までにF AXして下さい｡
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※条件1 ､　　理容師､美容師の養成施設を卒業すること

(養成施設とは専門学校のこと)

※条件2､　　専門学校を卒業と同時に国家試験を受験合格すること

※条件3､　　健康であり理容師法､美容師法で定める不適格者でないこと

この3つの条件をクリア出来て免許が与えられる｡

理容師､美容師の専門学校を卒業する為の方法
1 ､全目課程　　昼2年間の通学で卒業

2､夜間課程　夜間2年間の通学で卒業(東京周辺の美容学校が対応)

3､通信課程　　3年間で卒業(レポート及びスクーリング)

(2､ 3については働きながら資格を取る道です)

以上3つの方法があります｡

※いずれにしても時間と費用の関係の差異は出来ますが､これで国家試験を受ける条件は整えられます｡

就職について
1 ､理容美容専門学校を卒業して､就職する方法

2､先に理容美容室に就職し､通信教育で専門学校を卒業する方法

通信課程での資格取得を希望する方を職業訓練法人岩手県へアデザイナー学園では､応援致しております｡

この学校は理容師､美容師資格の条件にはなっておりませんが､雇用されている方あるいは求職を求める方､それぞれ

の目的に応じて職種の支援をしているところで､通信教育生にとって技術習得の場として活用され経済的にも負担が少

なく､年々職業訓練というキャリア制度を利用して理容,美容師になる方が増えています｡

美容師免許を得るための国家試験(美容師試験)は､厚生労働大臣が指定した美容師養成施設を修了しなければ受験す

ることができません｡しかし､就労のために通学するのが困難な場合もあるため､そのような方達の養成施設卒業の資

格を与えようとするのが美容通信教育制度です｡入学時期は毎年10月､修業年限は3年以上と定められています｡通

信教育では､通信指導と面接指導の2つの方法があります｡

･順次配布される教材について自宅で学習し､その結果をレポートにまとめて提出します｡

･面接指導(スクーリング)は､生徒が入学した学校で授業を受けて単位を修得します｡

通信教育といっても､このスクーリングの単位を修得しなければ卒業はできません｡美容所の従事者は300時間の履

修が義務付けれています｡

スクーリングの期間､生徒は美容所の勤務を休まなければなりませんが､本校で出来るだけその影響が少なくなるよう

に日程を組んでいます｡

3年間に通信指導の単位と面接試験の単位の両方を修得することによiつ､卒業の資格を得て美容師試験を受けることに

なります｡

通信教育にかかる主な費用(参考)
※卒業まで3年間で､およそ70-80万円位の費用がかかります｡



株式会社　花　　　耶
"花耶"はお客様に美を通して活力を与えます｡

◎盛岡市本宮字谷地148 -2
TEL:019-631 - 1364

･ Bieuterre､ defi開運橋店､ defi都南店

･ hairmake defL indefinらrenoma, mods'hair等

● http //www

Beauty Quest Rosie (ビューティクエストロt2)
｢自分らしさをプロデュース｣がコンセプト

◎肴町店:藍岡市肴町3- 17
TEL:019-651 -9201

◎菜園店:盛岡市菜園1-ll-4　2F
TEL:019-654-6127

●

(育)美容室コラージュ
LOHASなサロンを目指し､お客様と共に進化し､

一人ひとりの大切なお客様の笑顔の為にIl

◎二戸市石切所帯渡22- 13　エクセルガーデン1 F
TEL:0195-23-6880

青森県三戸店､八戸店

(育)ラテン美容室
確かな技術と丁寧な対応で､幅広い年離層のお客様に対応II
◎ラテン美容室本店　花巻市坂本町3 -22
TEL:0198-23-4546

◎EXPRESS　花巻市大通り1 -4-4

◎STARDOM　花巻市若葉町3- 12- 12
● http://www.一atin-belle jp/

H AlR-AM U SE
素撤なヘアスタイルは美しい髪作りから､

｢ダメージレス｣がコンセプトII

◎北上市本通り1 -5-28
TEL:0197-65-3358

● http://www hair-amuse.net/

(育)ピュアズ　デンノ
◎ピュアズ　デンノ
花巻市鍛治町8-7
TEL:0198-24-2711

◎ヘアプラザ　デンノ
花巻市西大通り2- 1 -35

0198-22-0477

(育)工　ポ　ッ
◎ヘア&エステ　シ工トア

奥州市水沢区いわて生協アテルイ2F
TEL:0197-51 -6376

◎ベル,エポック

富古市マリンコープDORA　2F
TEL:0120-35-7726

(育)エミューズカンパニー
盤同地区　理容&美容男と女のサロン

◎ドゥピープル
盛岡市西澤志田21 -29
TEL:019-638-6984

(育)理容ロイヤル

◎盛岡市永井15-67-9

TEL:019-638-7100

(育)スぺ-ス〃ケイ
ヘアクラブSKは､ ｢気持通じ合う｣がスローガンII

◎盛岡市開運橋通3-5　SKビル
TEL:019-654-8701

● http://www9.ocn.ne.jp/一SPaCe.良/

(育)ボ-イプランニング
盛岡市内に違うコンセプトで7店舗lI

◎盛岡市上田4-20-45
TEL:019-604- 1707
FREAK. sometime, ECO, spice,

Siesta Biii Evens, Repos等

(育)クールコーポレーション
cooiは､細部迄丁寧に!!繊細な技術で持続性を再現II

◎盛岡市本町通り2- 14-34
TEL:019-654-8703

本町店(Hair Session)､神明町店(Hair Gal′ery)

上田店(HairRhythm)､高松店(Ash)

g r O S S O
grossoの意味:大きさ､必要さ､大切さII

◎hair一grosso　北上市さくら通り2- 3 -29

TEL:0120-64-2977

◎qross〇一iuce　北上市常盤台4- 1 I - 126

TEL:0120-72-5138

-　　a r

-arts-は､ ｢ナチュラルビューティ｣がコンセプトり

◎北上市黒沢尻2-4-2　TEL:0197-61 -5055

Nailg油菜国庫　盛岡市菜園フロムハートBI TEL:090-3317-0409

Na廟rI肴町店　盛岡市肴町バスセンター前　TEL:080-3717-0552

● http //www.arts-on′ine.net/

ヘア　サロン　なかい

盛岡市地区有名　理容店

◎盛岡市加賀野3- 1 -12

TEL:019-638-7100

理容　　ア　　　　ベ

◎盛岡市西大通り2-3-4

TEL:019-622-9739

株式会社　アポロ商事
◎岩手営業所

〒020-0022岩手県盛岡市大通3 - 1 - 23クリエイトビル3F

TEL:019-654-8618
FAX:019-625- 1101

● http://www.apollosho九cc.jp/

(育)デイ｡ウイング

自然化粧品､マイクロバブル商品販売､教育指導

◎盛岡市本宮字谷地148 - 2

TEL:019-635-8495
● http://www.d-wingiab.net/ '
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::∴ 訓練法人岩手県理容美容訓練 

県理容美容高等職業訓, 

県ヘアデザイナー 
〒025-0091岩手県花巻市西大通り1丁目33-3 

TEL(0198)23-7006FAX(0198)23-7072 


