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スペシャリストになるための2つのコース

カットクリエイティブコース
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キャンパスライフ
Y IC学生の1日

国内研修ツアー 東京
スペシャルセミナー

コンテスト

就職サポート
内定者
就職内定企業

オープンキャンパス

Y ICグループネットワーク
新型コロナ感染防止対策の取り組みについて

02

04

06

09

10

12

14

15

16

20

24

26

27

28

30

32

33

Contents

巻頭「一生、美容で生きていく。」

基礎のYIC

技術のYIC

充実のYIC

一生、美容で
生きていく。

小さなころから、キレイなものが好き。

ずっと憧れている美容の世界、広くて奥深いこの世界で

まだ、私が知らない「美容」を見てみたい。

そして創ってみたい。

夢は描くだけじゃダメ、叶えるためのアイテムが必要。

それは…“美容師免許”。

美容という世界への“パスポート”

Y ICで手に入れよう。

美容師免許

YICから飛び立とう美容の世界へ。
表紙撮影協力 ©CHITOSE

Instagram

@chitose_1976



3
技術

充実

yic
美容のプロへと導く3つの柱
YICでは基礎・技術・充実の3つを柱に、サロンで即戦力となる力をしっかり身につけられます。

仲間や教員との充実した学生生活の最終目標は、美容師国家試験全員合格！

2年間、全力でサポートすることをお約束します。

校訓  「鍛え磨く」 人間は清新はつらつとして希望に燃えている時に、

自らを厳しく鍛えることにより、すばらしい人間となる。

また、どんなに優れた才能を持っていても、修養を積まなければ、

その優れた才能を十分に発揮することはできない。

学生が自らの持つ大きな可能性を信じ、

可能性の実現に向けて果敢に挑戦することを期待し、

「学校は、学生が心身を琢磨する道場である」として、

校訓を「鍛え磨く」とする。

企業などとの密接な連携により、実践的な教育で即戦力となる人材を育成することを目的に、
文部科学大臣が定めた要件をすべてクリアしている学科に対して認定するものです。
● 企業などのニーズを反映したカリキュラムを学べます。
● 企業などと連携した実習・実演などを経験できます。

「給付型奨学金」対象の拡充と進学先の授業料・入学金が
減免（免除or減額)される国の制度です。
● 給付型奨学金の上限額（年額）…最大91万円
● 授業料等の免除・減免の上限額…最大75万円

労働者や離職者が、自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育
訓練講座を受講し修了した場合、その教育訓練施設に支払った経費の
一部を支給する雇用保険の給付制度です。
● 学費の最大70%が補助されます。
● 雇用保険の基本手当（失業給付）の最大80%が支給されます。

つのコミット

文部科学大臣認定「職業実践専門課程」

厚生労働大臣指定「専門実践教育訓練給付金」
【対象講座】 美容学科［2年制］・美容学科通信課程［3年］

文部科学省
「高等教育の修学支援新制度」対象校

基礎

業界の今を知り体感する
一流講師陣によるコース別授業
p16

技術とモチベーションが上がる
コンテスト

p28

2年間の学びがステージで開花！
HAIR MAKE LIVE
p24

学びと成長！
仲間との絆も深まる
キャンパスライフ
p26

流行の最先端を
肌で感じる

国内研修ツアー東京
p27

全国トップクラスの合格率！
万全の

美容師国家試験対策
p12

仕事の幅が広がる資格取得
多彩な検定へのチャレンジ
p10

技術だけじゃない！
実践的に学ぶサロンワーク

p10

美容業界に特化した
実践的な

ビジネススキル
p11

協力サロンが充実！
将来が見える

インターンシップ
p11

02  YIC Beauty mode YIC Beauty mode  03



3
 Mar.

2
 Feb.

1
 Jan.

12
 Dec.

11
 Nov.

10
 Oct.

9
 Sep.

8
 Aug.

7
 Jul.

6
 Jun.

4
 Apr.

5
 May.

3
 Mar.

2
 Feb.

1
 Jan.

12
 Dec.

11
 Nov.

10
 Oct.

9
 Sep.

8
 Aug.

7
 Jul.

6
 Jun.

4
 Apr.

5
 May.

Q A

（１）美容師国家資格取得をめざす。
（2）メイク・ネイルの基礎検定をはじめ、
　  ビューティビジネス実務検定試験（美容業界で優遇されている接遇）や、
　  ヘアケアマイスター認定試験（最新の薬液知識・毛髪理論）の資格取得をめざす。
（3）福祉美容を理解、高齢者対応の美容について学ぶことができる。
（4）業界の直接技術指導を取り入れた選択科目の充実により、高い専門技能を習得する。

学科の
カリキュラム

・
ポリシー

美容学科では、教育目標（育成人材像）に則り、学生が体系的かつ
主体的に学習できるカリキュラムを編成し、これに従って教育を実施します。

学科の
アドミッション

・
ポリシー

（１）他人の幸福、笑顔を幸せに感じる人
（2）夢・目標に向かって努力を継続できる人
（3）美容に興味があり、技術を追求する意欲のある人

1.求める人材像

（１）美容業界全般で活躍したい意識があり、
　  学業に積極的に取り組む意思を持っている。

2.入学者選抜の基本方針

（１）美容師国家資格取得をめざす。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（2）厚生労働省の定めた履修単位の取得が67単位以上であり、
　  卒業制作を完成させている。　　
（3）様々なコンテストに挑戦することで、強靭な精神力、継続力、
　  高い技術力を身につけている。
（4）イベント・ボランティア参加によりコミュニケーション能力を身につける。

学科の
ディプロマ
・

ポリシー

教育目標（育成人材像）を踏まえ、
以下のような知識・態度・技術を備えた学生に対し、卒業を認定します。

メイクやエステなどの幅広い美容の知識を学び、
美容に関するスペシャリストをめざします。

仮
決定 START

決定後はコースを変更することはできません。

美容師国家試験 基礎共通科目 両コース共通

▼
コ
ー
ス
選
択

▼
コ
ー
ス
再
選
択

▼
コ
ー
ス
別
授
業

美
容
師
国
家
試
験

美
容
師
国
家
試
験

実技 学科

ヘアスタイリストの
技術を習得！

クリエイティブカットなどのヘアスタイリストの技術をより深く学び、
即戦力となる実力を身につけます。

美容の知識を
トータルで習得！

詳しくは P20へ

詳しくは P16へカットクリエイティブコース

トータルビューティコース

美
容
師
国
家
試
験 

合
格

入
学
式

美容に関する
幅広い知識や
技術が身につく

国家資格取得で
社会的信用UP!

活躍できる
職種の幅が
広がる！ さらに！  より専門的なスキルが求められている今！ 美容業界で仕事の選択肢が広がっています。

美容師免許があると有利な職業美容師免許が必ず必要な職業

美容師

美容師免許をなぜ全員取得するのですか？
一生、美容で生きていくために、
必要だからです。

《 入学後、すべての分野を体験してからもう一度コースの　　 　　選択ができる＆1年次から専門コースで学べる！ 》
▶▶▶ 1年次 ▶▶▶ 2年次

YICでは「一生、美容で生きていく」人材になれる

美容師免許 スペシャリストになるための
トップスタイリストによる最先端授業

コース別授業

ネイリストメイクアップ
アーティスト エステティシャンブライダル

スタイリスト アイリスト

□ ヘアカラーリスト
□ ヘアメイクスタイリスト
□ レセプショニスト

□ 福祉美容
□ 上級着付講師
□ 美容部員

□ ブライダルメイクアップアーティスト
□ エステティックインストラクター
□ ビューティカウンセラー

□ セラピスト
□ ネイルインストラクター
□ スクール講師　　and more...

3yic ポリシー

では全員が 取得をめざします美容師  免許美容師  免許yic
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 〈モットー〉笑顔！
 〈美容師免許以外の資格〉
松風公認インストラクター　（まつげエクステのアイコスメ）

betty
アイリスト・山口エリアディレクター

長見 知咲さん
美容学科 2018年卒業
宇部西高等学校出身

　　　　 で広がる
活躍のフィールド。
美容師免許

国 家 資 格 を 持 って 、自 分 らしくずっと。

Instagram

Instagram

〈モットー〉健康第一！お客様のロールモデルであることを意識しています
〈美容師免許以外の資格〉INFA国際ライセンスメイクパスポート、色
彩検定3級、フェイシャルエステティシャン、ホリスティックビューティ
アドバイザー、ヨガインストラクター

CHITOSE
メイクアップアーティスト

深山 瑞季さん
トータルビューティ学科 2012年（昼間）、
2016年（通信課程）卒業 山口県桜ケ丘高等学校出身

「表参道のトップサロンで働きたい！」という夢を叶え、次のステージに
進むために、地元・山口で新しいスタートを切りました。
美容業界で働くには専門知識や技術も必要ですが、人間力が重要
だと思います。お客様に接する時は、小さなことでも良いので、感動を
プレゼントできるように心掛けています。

美容業界で必要なことは
人間力を磨くことと素直さ

〈モットー〉
お客様に些細なことでも良いので感動を与えること

LINE.ai 
トップスタイリスト

中村 真二さん
美容学科 2010年卒業
誠英高等学校出身

HP

O
B

 ×
 M

E
SSAG

E

在学中は、メイク、ネイル、エステなどたくさんの資格を取得できました。
現在は、メイクやブライダルなど幅広く担当しています。国家資格を
持っていることで、お客様に安心していろいろな相談をいただく時は、
プロとしてのやりがいを感じます。これからも人の美容と健康をサポー
トできるようにがんばります。

お客様からの相談が
プロとしてのやりがいに

O
G

 ×
 M

E
SSAG

E

まつ毛エクステの仕事は、まず美容師国家資格がないと経験も積めない
ので、がんばって取得して本当に良かったです。努力することが身につい
ていたので、積極的に仕事に取り組めています。うれしいことに、今度
オープンするマツエク専門店の店長に抜擢されました。山口でマツエク
ならbettyと言ってもらえるようにみんなでがんばります。

マツエク専門店の店長に抜擢
みんなでがんばります！

O
G

 ×
 M

E
SSAG

E

OB&OGが語る

美容師免許

美容師国家資格を取得し、サロンワークなどで経験を積んで独立
する人も多い職業です。カット、パーマ、カラーリング、スタイリング
だけでなく着付を手掛けることもあります。

時代のトレンドを自分から発信。
技術とセンスで人の魅力を引き出し、
美しく変えるプロ、それがスタイリスト。

スタイリスト

美容師免許

ヘアメイクの事務所や、フリーランスでアシスタントから経験を
積むこともできます。雑誌やテレビの世界でタレントやモデル
などにつくこともあり、ブライダル業界でも活躍できます。

活躍の場は、美容業界の第一線。
一人ひとりの輝く瞬間をとらえ
美しさと笑顔をメイクでプロデュース。

メイクアップアーティスト

美容師免許

まつ毛ケアのプロフェッショナルで美容師国家資格が不可欠
な仕事です。まつ毛に関するお客様の要望や悩みに応える
ためにエクステやケアを行う専門的な仕事です。

美しい表情は、輝く目元から。
確かな技術で女性を魅力的に見せる
まつ毛のスペシャリスト。

アイリスト
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夢　   業界　　　　
卒業生たち

ツメのお手入れ、リペアやつけツメをはじめネイルアートを施します。ネイルサロンやエステティック
サロン、美容室などで活躍できます。ネイル業界の各団体で実施されている資格を取得します。

指先から広がるアートの世界。
繊細な技術とデザインセンスを発揮し手先の美しさを創り出す。

美容師免許
ネイリスト

結婚式で新郎新婦が着用する衣装をコーディネートします。イメージを形にできるスキルやセンスが
活かされる仕事です。美容師免許を持っていればヘアメイクも任せてもらうこともあります。

新郎新婦を晴れの舞台に導くプロ。
幸せの笑顔があふれる人生最高のセレモニーを裏でサポート。

美容師免許
ブライダルスタイリスト

お客様の笑顔でがんばれる幸せとやりがい
指先が美しいと気分が上がり、ポジティブになれることがネイルの
魅力だと思います。お客様の帰り際の笑顔を見ることがうれしく
一番のやりがいになっています。
学生時代には、コンクールに取り組むことで技術力を高めること
ができました。また、資格取得や技術だけでなく接客マナーも習得
でき、仕事での大切な基盤となっています。

B.t.Basic
ネイリスト

大永 菜加さん
美容学科 2021年卒業 西京高等学校出身

 〈モットー〉お客様をしっかり知ろうとする！
〈美容師免許以外の資格〉ネイリスト技能検定3級、
JNAジェルネイル技能検定初級

OG × MESSAGE

OG × MESSAGE

OG × MESSAGE

Instagram

人生の節目を楽しく美しい思い出に！
YICでの「着付け」の授業をきっかけに、この業界に進むことを
決めました。ハレの日の華やかなヘアセットの授業はとても楽し
く、今でも役に立っています。成人式や結婚式の前撮りなどのヘ
アセットやメイクは、お客様の大切な一日を美しく飾る重要な仕
事。インスタなどで流行りのスタイルを取り入れながら、お客様の
リクエストをしっかり聞いて提案することを心掛けています。

ブライダルギャラリー 鈴乃屋
ブライダルスタイリスト

佐藤 美優さん
美容学科 2019年卒業 熊毛北高等学校出身

〈モットー〉細かすぎるくらいしっかりヒアリングする！
〈美容師免許以外の資格〉日本メイクアップ技術検定2級（JMA）、着付け
技能検定3級、ネイリスト技能検定3級(JNEC)、色彩技能パーソナルカラー検定

HP

美容師国家資格がお客様の信頼に！
YICでは、意識の高い仲間のおかげで意欲的に学ぶことがで
きました。就職後は、すぐにお客様へ施術デビューができ、身
につけた技術と知識がとても活かされています。また、メイクの
資格があったので、メイクの仕事も担当させてもらい、やりが
いが増えました。美容師国家資格で培った知識のおかげで、
お客様との会話も深まり信頼につながっています。

POLA THE BEAUTY山口小郡店
エステティシャン 平山 優羽さん
美容学科 2019年卒業 西京高等学校出身

〈モットー〉笑顔で人を元気にする！
〈美容師免許以外の資格〉日本メイクアップ技術検定2級（JMA）、ビューティ・
コーディネーター検定3級、ネイリスト技能検定3級（JNEC）、sacra認定ネイリスト、
色彩技能パーソナルカラー検定、着付け技能検定3級

HP

全身の美容をトータルでケアするエステティシャンの技。
思いやりの精神が人の心も癒す、究極のリラクゼーション。

美容師免許
エステティシャン

フェイシャルやボディの美容を手掛けるだけでなく心のリラクゼーションも提供する仕事。トリート
メントや痩身、脱毛、ネイルケアまで幅広く仕事があります。全身の美容をトータルでケアします。    

美容師国家資格の取得をベースに、様々な分野で活躍する卒業生たち。
美容をトータルで学べるYICでの学びは、現場を意識した実践的なスキルとして各業界で信頼を得ています。

Instagram

美容学科 2018年卒業
防府商工高等学校出身渡邉 はるえさん

東京

　を叶え、　　で活躍する

憧 れ の 夢 を 実 現 させ た 先 輩 たち の 輝く姿！

業
界の
第一線で活躍！

YICで学んだことや経験のすべてが
わたしの財産です

美容学科 2018年卒業
西京高等学校出身

attra（アトラ） 勤務
デザイナー（採用担当）

LONESS 勤務
アシスタント

新谷 桃子さん

Instagram

大阪

夢中になれるものを全力で追求すること。
それがお客様の「なりたい」と自分の夢につながります！

Instagram

美容学科 2018年卒業
聖光高等学校出身

-Loves Laughs- 勤務
スタイリスト

古迫 和真さん

福岡

自分の個性や強みを伸ばして
武器化していくことが必要！

美容学科 2018年卒業
厚狭高等学校出身

betty 勤務
アシスタント・ディレクター

村田 知優さん

福岡

YICでトータルビューティを学び、
仕事の幅が広がりました！

Instagram
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就職にも

役立ちます
♪

サロンワーク
って？

サロンでは、美容師として習得したカット・カラー・パーマ・ブロー・シャンプーの技術をお客様に提供するほか、清掃や
事務作業などの仕事があります。専門的な技術に併せて細やかな心配りやコミュニケーションも不可欠です。
お客様に気持ち良く過ごしていただくために様々な業務を行います。

毎年
実施

スキンケアを学びながら、ナチュラルメイク
や撮影用やブライダルなど様々なメイク
技術を習得します。

ヘアスタイルの仕上げとなるブローの技術を
身につけ、スタイリングテクニックを磨きます。

基本の技術からクリエイティブなアレンジ
テクニックまでを習得。サロンで必要な実
践力を身につけます。

爪の構造やネイルケアの基本的な知識と
技術を学びます。ネイリスト技能検定3級
（JNEC）の資格取得をめざします。

メイクブロースタイリング ヘアアレンジ ネイル

ボディ、フェイシャルなどの技術や解剖生
理を、国際ライセンス取得教員の確かな
指導で身につけます。

浴衣をはじめ着物の着付、作法を学びま
す。冠婚葬祭や成人式などニーズが高い
技術です。

スタイルの雰囲気や立体感を作るために色
彩学と塗布技術を学び、カラーテクニックを
習得します。

外出することが困難な高齢者や要介護状
態の方々へ美容施術を施すためのスキルを
身につけます。

エステティック着付 カラーリング 社会福祉美容

Pick
UP!

Pick
UP!

Pick
UP!

Pick
UP!

Pick
UP!

Pick
UP!

どちらか
一方を
実施

サロンワークで必要な技術をマスターし、
多様なヘアスタイルに対応できるスキルを習得します。

ウェーブ状のクラシカルなヘアスタイルを手指とコームで
仕上げるためのセットの基礎を学びます。

スタイルをデザインするための様々なパーマの手法を、
正確さとスピーディーさにこだわり学習します。

YICで使用している
シャンプー台は「YUME」！
実際のサロン現場でも大人気のシャンプー台を
採用し、より実践的な練習ができます。

美容師国家試験とサロンワークを重視した 基礎共通科目
〈  両コース共通 〉〈  2年間通して学習 〉

実習科目

※年度によって授業科目・内容は異なります。

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

国家試験筆記

実習以外の科目

□ パーソナルカラリスト検定3級（JAPCA）
□ ビューティ・コーディネーター検定3・2級（JBCA）
□ ヘアケアマイスター認定試験（JHCMA）
□ 就職実務
□ ビジネスマナー

その他

カット国家試験実技 ワインディング国家試験実技 オールウェーブセッティング国家試験実技

お客様にとって気持ちの良いシャンプーの手技と感覚をつかみます。
シャンプーの成分についても学びます。

シャンプー

美容業界に特化した実践的なビジネススキルを学べる

健康な髪への処置とアドバイスができるヘアケアの専門知識を習得

ビューティビジネス実務検定試験（JBCA）

YICでは、美容業界で活躍するための多彩な資格にチャレンジできます！
YICは
  JBCA※
特別認定校

ヘアケアマイスター認定試験（JHCMA）
お客様の毛髪診断を行い、状態に合わせて正
しい処置とアドバイスが的確にできる人に与
えられる認定資格です。ヘアケアに関する専
門知識を豊富に持っている証になり、お客様
からの信頼度も上がります。 全国美容研究新井会準幹部講師取得、ステップボーンカットマスター

クラス取得、DADAデザイン合宿参加（D1コンテスト中国四国代表）など

県内協力サロンでの体験実習が
“自信”と就職につながる

美容業界の現場を肌で知り、将来の
ビジョンを明確にする貴重な就業体験。

インターンシップ（1年次の2月に実施）

● NewStyle     ● canoё     ● Fantastic B Hair     ● Y’s hair     　
● LashinVan    ● アンジェ・クール ほか

インターンシップの流れ

プロの技術をリアルに体感

インターンシップ先
は、YICと強いパイ
プでつながってい
る県内のサロンだ
から安心。希望に
合わせてサロンを
選択します。

サロンで必要な、お
茶出し、ヘルプの仕
方などを授業で事
前に学び、お世話に
なる実習先へ挨拶
に行きます。

サロンの一員として
実際の現場に出て、
サロンワークを体
験。美容師として将
来のイメージを明
確にします。

お世話になったサロ
ンにお礼状を送りま
す。また、今後の就
職活動に活かすた
めに自身で実習の
振り返りをします。

ハサミひとつで世界を渡れる仕事、それは美容師。
皆さんが自由な発想で美の学びと発見ができるよう、
現場の環境に近いイメージを心掛けサポートしています。

有限会社ビューティサロン ニュースタイル
代表取締役社長 糸賀 義将さん

主な実習先サロン一覧

メリット

実習先では、
多くのサロンで
卒業生が
活躍中！

幅広いお客様にカウンセリングを行い、美容業界
において必要な美容知識やお客様への提案力など
技術以外の知識を習得できる資格です。YICは高
い合格実績を持ち、様々なサロンからも注目されて
います。 93.5%
※＜JBCAとは＞幅広いニーズに応えられる人材を育成する、
　美容業界唯一のビジネス資格。 合格率  43名／46名

100.0%
合格率  34名／34名

基礎共通科目「インターンシップ」 基礎共通科目「カット」

企業選考 実習前 実習中 実習後

カット理論を初心者でも簡単に習得できる

「ルーローカット」の授業を導入！！

● 折り紙のようにハサミを使わなくても
　カットを学ぶことができるので
　ハサミに慣れる前の練習に最適
● リアルなシミュレーションができ、
　カット理論の理解が早い
● 間違いの箇所がひと目で分かるので
　上達が早い
● 人毛ウィッグよりもエコでSDGsな教材

教えてく
れるのはこの人！
特別講師

その他、YICで
受検可能な検定を紹介

県内初

81.3%
全国平均

83.9%
全国平均

● パーソナルカラリスト検定（JAPCA）
● ネイリスト技能検定（JNEC）
● 日本メイクアップ技術検定（JMA）
● まつ毛エクステンション技能検定（ABE）

（2021年5月実施回）
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タイムを記録して改善・反復を行うことで
成長を実感。

個別のスキル分析をもとにマンツーマン
指導を行い、苦手分野を克服。

朝・放課後の実習室解放で納得いくまで
自主練習が可能。

100.0%
33名/33名

YICが美容師国家試験に強い理由

分かりやすさを追求した
YIC教員オリジナルの
「合格必勝プリント」で、

理解促進。
合格までの学習を
フルサポートします！

全国トップクラスの合格率
美容師国家試験対策

Y I C は 全 員 受 験・全 員 合 格 を めざします

2021年度 第45回 
美容師国家試験合格率

実技試験対策 学科試験対策

保護者や教員を審査員に見立てた
本番練習で緊張に慣れる。

本番で普段の実力を発揮できるように、当日さながらの
実技試験環境で、ラスト1ヶ月、毎日実技試験を実施。

個別の理解度に合わせた学科指導で、
苦手分野の得点力アップ。

過去問題の演習結果を分析し、
苦手分野を重点的に指導。

実技試験対策中も並行して学科試験対策を
行い、余裕を持って学科試験に臨める。

早い段階から繰り返し模擬試験受けることで
幅広い問題への対応力が身につく。

100.0%
実技

100.0%
学科

95.4%全国平均85.7%山口県平均
（YICは除く）

基礎のYIC
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美容師資格は、あらゆることに

挑戦するためのパスポート。

美容実習・美容技術理論・衛生管理

蔦濱 友子先生

一番近くから支えていきます。

美容実習・美容技術理論・ABEまつ毛エクステンション

金次 郁織先生

美容師免許は、

あなたの人生を応援してくれます。

美容室での業務は範囲が幅広いものがあり、美容
師免許を取得していれば様々な分野で活躍できま
す。また、美容の仕事は一生涯にわたって続けられ
るメリットがあり、国家資格は心強い味方になって
くれます。毎年、多くの卒業生がスタイリストとして
デビューしています。あなたも後に続いてください。

学生一人ひとりの個性や性格に合った指導を常に
心掛けています。少人数クラスで学生と教員の距
離が近いYICですが、時にはプロの厳しい技術指
導に耐え、知識を磨いていけるバランスのとれた学
生を育てます。感性を養い、技術・知識ともに兼ね
備えた美容師をめざして一緒にがんばりましょう。

知識や技術を教えるだけでなく、美容師として働
いてきた喜び、苦労したことも一緒に伝えるように
しています。美容師免許は「美」のスペシャリスト
の証明。取得すれば多様なことに社会でチャレン
ジできるもの。これからの時代、ますます価値が
高まる国家資格になると感じています。

美容実習・美容技術理論

小林 正恵先生

美容学科

P16

カットクリエイティブ
コース

Cut Creative Course

スペシャリストになるための22つのコース
1年次後半からは2つのコースに分かれて県内外の一流講師陣による特別授業スタート！

2年制〈男/女〉

美容学科

P20

トータルビューティ
コース

Total Beauty Course

2年制〈男/女〉

yic original

即戦力＝挨拶＋気遣い＋行動 国家試験に合格して、魅力ある「人間性」を。
時代の激変に合わせた新たなサービス提供は必至ですが、何よりも美容師免許
は、サービスを受ける方（お客様）に「安心」「安全」を提供できているのです。
YICの学生は、2年間で社会人としての「基礎」となる挨拶や気遣いが自然と身
につき、即戦力となれる実習が多くあります。
一緒に夢に向かって進む準備をしましょう。

美容学科 教務課長・保健・JBCA・ヘアケアマイスター 千村 希人先生

美容業界の豊富な経験が活きる指導力。
面倒見の良さで2年間を支えます。

技術はできて当たり前。大切なのはお客様を惹き付けられる「人間性」です。
お客様のニーズにどれだけ応えられるか。そのためにも、まず美容師免許を
取得するために勉強に励んでください。ニーズに合ったサロンの空間づくり、
コミュニケーション、先が読める気遣いができる美容師をめざしましょう。

美容実習・美容技術理論・香粧品化学・文化論 大宮 友美子先生

夢を実現するための基盤となる知識と技術力の習得、国家資格取得へ向けて、業界のエキスパートが熱く親身に指導します。

豊富な経験を持つ教員たちは、指導力だけでなく面倒見の良さも自慢です。

Y I Cはクラス担任制で、教員と学生の距離が近く「分からないこと」もすぐに質問でき安心です。

一人ひとりの不安を見逃さず寄り添い、美容で生きていく皆さんを2年間しっかりサポートします。

技術のYIC基礎のYIC
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カットクリエイティブ
コース

Cut Creative Course

現役トップスタイリストから
最新トレンドが学べてテンションUP！

コースの授業は、山口にいながら県内外のトップスタイリストから最新トレンドを直接指導してもらえる
ので、毎回とても楽しみです。実践的な技術指導はもちろん、美容師としての姿勢や心構えのお話もとても
刺激的で、「早く先生たちのような美容師にになりたい！」とモチベーションが上がります！

カットクリエイティブコース Oさん 宇部中央高等学校出身

美容学科

2年制〈男/女〉

経験豊富な講師陣がサロンワークで必要とされる

カットやカラーの確かな技術を指導します。

県内外のコンクールやショーに積極的に参加し、

時代に求められる感性と実践力を身につけます。

スタイルを創作し
人々を魅了する
表現豊かなスタイリストを
めざします

Student’s Voice

取得可能な資格

□ 美容師免許国家資格　

□ ヘッドスパ ディプロマ

□ ヘアケアマイスター認定試験（JHCMA）

□ ビューティ・コーディネーター検定（JBCA）

□ 日本メイクアップ技術検定3級（JMA）

□ ネイリスト技能検定3級（JNEC）

〈 時間割例：2年次 前期 〉Timetable

※内容は変更となる場合がありますので、ご了承ください。

MON TUE WED THU FRI

実習衛生管理香粧品化学 実習

実習美容技術
理論実習 ビューティ

コーディネート

朝学

昼休み

ホームルーム

1‐2時間目

3‐4時間目

昼休み

5‐6時間目

7時間目

9:30-9:40

9:40-11:10

11:20-12:50

12:50-13:35

13:35-15:05

15:15-16:00

《 コース選択 》
● ヘアデザイン ● カラー
● ヘッドスパ　  ● パーマ

《 コース選択 》
● ヘアデザイン ● カラー
● ヘッドスパ　  ● パーマ

県内外の現役トップサロン講師の直接指導により、最新のヘア&ファッション情報、技術、

トレンドをいち早くキャッチ。サロン現場の“今この時”の新鮮な情報と知識をインプットできます。

県内外の一流講師陣から
最先端の美容トレンドが
直接学べる

POINT

01

POINT

02
スタイリストの育成に欠かせない基礎&応用力を養います。お客様の多様なニーズに

応えられ、あらゆるサロンワークを実践できる知識・技術をマスターし、即戦力の

第一歩を踏み出せます。

スタイリスト
特化技術の習得で即戦力に！

身につけた技能を力いっぱい発揮できるチャレンジステージ。練習で身につけた実力を

客観的に評価してもらう場にエントリーすることで、自己のレベルアップを図ります。

イベント、コンテストへの
チャレンジで実力アップ！

POINT

03

技術のYIC
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YICだからできる実践的な授業

Instagram

Instagram

Instagram

#カットクリエイティブコース

現役トップサロン講師によ

る指導のもと、骨格による

デザインや、基礎である

ベーシックカット、最新技

法、トレンドまで、サロンテ

クニック全般を学びます。

ヘアデザイン

Hair design

実際のサロンで利用されて

いる最新のカラー剤を使用

し、最先端のカラーテク

ニックの基礎から、ホイル

ワークなどの立体感を表現

する応用まで学べます。

カラーデザイン

Color design

美容師にとって、ヘアスタイル

撮影や作品撮影は大切な仕

事の一つです。フォトコンテス

トグランプリ受賞講師の直接

指導により、フォトで自己表現

するノウハウを学びます。ま

た、フォトコンテストなどにも、

チャレンジします。

フォト技術

Photo technology

カリキュラム

カットの基礎・基本をベースに、パーマの知識とデザインを
加え、自分が表現したいヘアスタイルを自在に作れる喜び
を経験してほしいです。想像力と創造力を鍛えて「デザイン
作りの楽しさ」を一緒に追求していきましょう。美容師とい
う仕事の素晴らしさや、やりがいも伝えていける授業にして
いきたいと思います。

想像するヘアデザインを
自分で作れる喜びを経験してほしい。

YIC卒業生、学生会長を努める。サロンワークの傍ら社内のス
タッフ教育に携わり、美容師としての心構えや技術指導を行う。
ミス・ミセスコンテスト広島大会のヘアメイクを担当、セミナー
講師など多方面にわたり活躍中。

WISTARIA FIELD-AVEDA 副店長

岡本 啓志先生パーマ・ヘアデザイン

フォトの授業は作品を通して女性像や似合わせが理解で
き、撮影を通してセルフプロデュースできるようになります。
美容の仕事は「作業」ではなく「創造」で、一人のお客様を
最高に引き立てる仕事です。学生の皆さんにはイメージを形
にする楽しさを感じ、お客様をプロデュースできる美容師に
なってほしいと思います。

イメージを形にする楽しさでお客様を
プロデュースできる美容師になってほしい。

『カミカリスマ2022』受賞サロンのアートディレクターとしてサロンワー
クに情熱を傾けるだけでなく、ABC（ASIA BEAUTY CONGRESS）
フォト部門２年連続グランプリを獲得するなど、トッププロの第一線で
活躍中。

CHITOSE 代表兼アートディレクター

山村 一志先生フォト技術

カラーデザインの授業では、カラーの技術で創造するデザ
インを学び、豊かな想像力も身につけてほしいと思います。
美容師の仕事の楽しさの一つはデザインを作ること、そして
お客様との関わりで得られるやりがいを感じてもらいたい
です。サロンワークで活躍できる人になれるよう実践的な
授業内容を行っていきます。

豊かなデザインを生み出すカラー技術で
活躍できる人材に。

学生時代には、全国理容美容学生技術大会ワインディングの部
にて銅賞受賞。現在もサロンワークの傍ら、自身のデザイン性や
テクニックを磨きコンテストへもチャレンジ。連続入賞に輝き、
高い評価を得ている。

QUATTRO produced by Y's hair ディレクター

重岩 美紀先生カラーデザイン

YICだからできる！業界の今を知るスペシャリストによる多彩な授業

スペシャルアドバイザー

技術のYIC
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トータルビューティ
コース

Total Beauty Course

美容学科

2年制〈男/女〉

エステ・メイク・まつ毛エクステ・

ブライダルの業界でも活躍できる

多くの美容技術と知識を身につけ、

トータルビューティのプロをめざします。

美容の幅広い技術と
知識を身につけ
自身の個性とセンスを
活かせるプロをめざす

取得可能な資格

□ 美容師免許国家資格　

□ ヘアケアマイスター認定試験（JHCMA）

□ ジェルネイル検定3級（JNEC）

□ 日本メイクアップ技術検定2級（JMA）

□ ビューティ・コーディネーター検定（JBCA） 

□ ネイリスト技能検定3級（JNEC）

〈 時間割例：2年次 前期 〉Timetable

※内容は変更となる場合がありますので、ご了承ください。

MON TUE WED THU FRI

実習衛生管理香粧品化学 実習

美容技術
理論実習 ビューティ

コーディネート

朝学

昼休み

ホームルーム

1‐2時間目

3‐4時間目

昼休み

5‐6時間目

7時間目

9:30-9:40

9:40-11:10

11:20-12:50

12:50-13:35

13:35-15:05

15:15-16:00

《 コース選択 》
● ジェルネイル  ● メイク
● ブライダル     ● ボディ
● フェイシャル

《 コース選択 》
● ジェルネイル  ● メイク
● ブライダル     ● ボディ
● フェイシャル

実習

トータルビューティは、美容業界でますます注目を集めている分野。美容師免許取得に

加え、エステティック、ブライダル、アイラッシュなど美容師の概念にとらわれない総合的な

「美」を実学・実習で探究します。

美容師免許取得＋αの魅力
トータルビューティを究める

POINT

01

POINT

02
幅広く「美容」を把握し、様々な知識・技術を習得。スピーディーに変化するビューティ業界で、

新たな可能性にチャレンジできる専門技能を自分のものにします。

総合技術の習得に特化した
様々な授業を展開

YICで学び得た専門性を最大限に活かしながら、国家資格をベースにビューティ業界の

多彩な職種に就ける人材をめざします。また、業界の領域を超越したより幅広い就職も

可能。未来の可能性は無限大です。

専門性を活かした
ビューティ業界での
幅広い就職が可能

POINT

03

メイクやネイル、エステ、マツエクなど
「総合美」を学べるのが魅力！

ネイリストになりたい私にとっては、好きなことをとことん勉強できて、資格も取得できるので、毎日とても充実
しています。トータルビューティコースはネイルだけでなく、メイクやエステ、マツエクなど総合的に学べるので、
美容全般が大好きな私にぴったり！

トータルビューティコース Tさん 宇部フロンティア大学付属香川高等学校出身

Student’s Voice

技術のYIC
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多種多様な美容のスペシャリストをめざす ブライダル・ネイル業界で活躍するスペシャリストたちが熱く指導

日本メイクアップ技術検定2級

取得をめざします。また検定対

策に限らず、人体や皮膚の構

造や疾患を理解し、肌やスキン

ケアに関する知識からフルメイ

クまで、メイクをするうえで必要

な専門知識と、様々な基礎テク

ニックを実践的に学びます。

メイクアップ

Makeup

爪の性状やネイルに関する

基礎知識をはじめ、ネイルケ

アからカラーリング、ネイル

アートまで総合的に習得し

ます。また、ジェル状の液体

をUVライトで硬化させる

ジェルネイルの技術も習得

します。

ネイル

Nail

今人気のブライダル業界でも即戦

力になれるようヘアメイク・ヘアアレ

ンジを学びます。現役トップサロン

講師による指導のもと、実際に自分

でウエディングドレスを着て、ドレス

の色やデザインに合わせたヘアメイ

クやヘアアレンジを自分の感性を

表現しながら学ぶことができます。

ブライダル

Bridal

スペシャルアドバイザーカリキュラム

洋装ウエディング用のメイクやヘアアレンジの基本をマス
ターしたうえで、現代のトレンドも取り入れたヘア・メイクの
技術を身につけます。学生同士が相互でモデルになり、実践
的に技術とセンスを磨きます。イメージに合わせたスタイル
の提案ができるよう授業を進めます。

人生の記念日、晴れの舞台のお手伝いをする
喜びと笑顔にあふれた仕事です！

現在、メイク・ネイル・アイラッシュとエステ・カフェ・ヨガの
複合店舗を含むトータルビューティ部門の統括責任者として
活躍中。全日本美容連合会一級着付師、JBMA認定メイク
アップ検定Professionalコース

株式会社ライブス ディレクター

山村 京子先生ブライダル

授業ではパーティーヘアなどのフォーマルを中心に指導し、
ウィッグを使ってデザインを正確に美しく創り上げる力を育て
ます。基礎があってこそ応用の可能性が広がる美容の世界。
常に練習して技術を磨き、納得がいくまで挑戦し続けること
で楽しさを知ることができます。自分を信じてチャレンジして
ください。

自分を信じてとことん挑戦を続けることで、
楽しさを知ってほしい。

第43回技能五輪全国大会優勝金メダル受賞、2010年全日本
美容技術選手権大会入賞、2011年山口県美容技術コンクール
準優勝など、全国でも入賞多数。

hair design LORE  サロンオーナー

本多 雅幸先生ヘアアレンジ

技術が向上すれば自信がつき、どんなことにも挑戦できる
ので、YICの学生は資格取得やコンテスト出場、イベント参
加などに積極的。商品知識や技術の習得はもちろん心のケ
アまでできるネイリストをめざしてほしいと思います。そし
て努力と忍耐力、感謝の気持ち、自分が幸せであることを
大切にしてください。

指先から人を幸せにできる。
だから努力と感謝の気持ちを持ち続けよう。

美容師免許のほか、衛生管理指導員、フルーリアエデュケーター、
フルーリアジェルエデュケーター、sacraジェルエデュケーターの
資格を持ち、日本ネイリスト協会本部認定講師として活躍中。

ネイルサロン「ディスコレ」 代表

安倍 未来先生ネイル

#トータルビューティコース

Instagram

Instagram

Instagram

技術のYIC
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最高の感動が体感できる、ヘアメイクライヴ。

仲間とともに歩んできた2年間をこのステージで披露します！

YIC BEAUTY MODE
HAIR MAKE LIVE 

開催予告

2022
7.25mon2022

アスピラート
にて開催決定！

防府

2021年度の様子をCHECK!
YICYIC   BEAUTY MODEYIC   BEAUTY MODEYIC   BEAUTY MODEYIC   BEAUTY MODE

HAIR    MAKE LIVE 2021

充実のYIC
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4
April

5
May

6
June

7
July

8
August

9
September

11
November

10
October

12
December

1
January

2
February

3
March

受講のメリット

時代のニーズに合わせた
最旬講義を
受講できる！

1
merit

美容業界トップクラスの
実力派の技術を間近で
見ることができる！

2
merit

自分の将来の姿を
学生のうちに
イメージできる！

3
merit

2泊
3日

◀ 対面式
◀ 校内会社説明会

◀ スポーツ大会
◀ ヘアケアマイスター
　 認定試験（JHCMA）

◀ 山口県美容技術コンクール

◀ HAIR MAKE LIVE

◀ 全国理容美容学生技術大会
　 中国地区大会
◀ 夏期休暇（約1ヶ月）

◀ 前期末試験（前期終了）
◀ 1・2年生BBQ

◀ ビューティ・コーディネーター
　 検定2級（JBCA）
◀ 全国理容美容学生技術大会
　 全国大会

◀ 日本メイクアップ
　 技術検定2級（JMA）
　 ※トータルビューティコースのみ

◀ クリスマス会

◀ 冬期休暇（約2週間）

◀ 美容師国家試験（実技）
◀ 後期末試験（後期終了）

◀ 美容師国家試験（学科）
◀ 表彰式
◀ 卒業式

入学式 ▶
日帰り研修 ▶

オリエンテーション ▶
対面式 ▶

スポーツ大会 ▶

山口県美容技術コンクール ▶

HAIR MAKE LIVE ▶
パーソナルカラリスト検定 ▶

（JAPCA） 

夏期休暇（約1ヶ月）▶

前期末試験（前期終了）▶
1・2年生BBQ ▶

日本メイクアップ ▶

技術検定3級（JMA）

ビューティ・コーディネーター ▶
検定3級（JBCA） 

国内研修ツアー 東京 ▶

ネイリスト技能検定 ▶
（JNEC）

クリスマス会 ▶

冬期休暇（約2週間）▶

進級制作展 ▶

後期末試験（後期終了）▶
インターンシップ（約10日間）▶

就職セミナー ▶

※各開催時期は予定です。※撮影時のみマスクを外しています。

キャンパスライフ
自分の成長が分かる試験やコンテスト。発見と成長の充実したYICでの2年間です。

国内研修ツアー 東京
流行の発信地「東京」でサロン体験をします。

この研修で多くのことを学び、今後の学生生活、就職への目標も見据える貴重な時間です。

スペシャルセミナー

1年次 2年次Calendar

4月 ▶ 卒業生講話

4月 ▶ ワインド部大会選考

9月 ▶ 1・2年生BBQ

3月 ▶ 表彰式

4月 ▶ 対面式

4月 ▶ 日帰り研修

10月 ▶ 校内コンクール

3月 ▶ 就職セミナー

YIC学生の1日

将来は、実家を出て県外で働きたいと思っている
ので、社会勉強のためにも学生時代に一人暮らし
をすることを決めました。寮母さんもいて相談もし
やすく安心です。勉強にも集中でき、プライベート
もバランスよく楽しみながら充実した学生生活を
送っています。美容師の夢に向かってしっかり学
び、人としても成長していきたいと思っています。

一人暮らしなので、帰宅前には
買い物に行っています。だいたい
21時くらいにはゆったりできてます！

YIC CAMPUS LIFE一人暮らし 1ヶ月の生活費

仕送り・アルバイト 100,000円
収　入

合計

寮費
光熱費
食費
美容代
その他

 50,000円
 1,000円

 12,000円
7,000円

30,000円

支　出

合計 100,000円

100,000円

現在一人暮らしをしながら学んでいる学生の1日を紹介します！先輩は充実した楽しい学生生活を送っていますよ。

業界トップのスタイリストによるセミナーが、YICなら学生のうちから受講できます。
現役スタイリストも注目する、スペシャルなテクニックを間近で体感！

トータルビューティコース
Hさん

田部高等学校出身

県外就職のために学生時代に
一人暮らしを経験したい。

1日のスケジュールは？

起床
登校
始業
終業
自由時間
就寝

8:15
9:00
9:40
16:00
21:00
24:30

バッグの中身を
見せてもらいました！

化粧品

目薬

ウェット
ティッシュ

資生堂プロフェッショナルの
メイクアップセミナー
化粧品業界で知らない人はいない「資生堂」。

業界大手のメイクアッププロフェッショナルによるセミナーです。
メイクの基本からポイントメイク、最先端技術などプロの技を

直接指導していただきます。

「美容の仕事がもっと楽しくなる」をコンセプトに全国展開をする美容メーカー。
商品の販売だけでなく、「美容の仕事がもっと楽しくなる」をコンセプトに、全国で様々な美容系セミナーを
開催。美容のプロフェッショナル人材を育てるサポートも行っている。

□ CANAAN 長崎 英広先生
□ LECO      内田 聡一郎先生

DALIAセミナー
YICの学生は、特別に一流美容メーカー・ダリア主催の「プロ向けセミナー」を受講可能！

業界トップクラスの有名サロン講師のスペシャルな技術を間近で見るチャンス！

受講のメリット

DALIA
とは

講師
実績

自由時間
教員と学生が寝食をともにすることを
通して、今まで以上に敬愛や友情を
深めることができます。

振り返り
東京研修で学んだことをレポートに
まとめて、一人ひとり発表します。

お客様体験
今後の就職活動について具体的なイメージを持てる
ように、事前に自分で行きたいサロンを予約し、サロン
ワークや接客を「お客様」として体感します。

研修旅行の後は…

旬な
トレンドメイクが

学べる

1
merit

より実践的な
技術の習得

2
merit

自分に合った
ポイントメイクが

学べる

3
merit

□ K-two       塚本 繁先生
□ HEAVENS 森 福光先生

□ HEAVENS 小松 敦先生
□ KORD       タグチ ジュン先生 など

充実のYIC
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個人の部（ワインディング）

13年連続
団体部門（ワインディング） 過去実績（3年）

ワインディング部門 団体賞 第1位

SPC GLOBAL主催 サロンで働くプロの方も多く参加し、幅広い部門で技術を競うコンテスト

2019年9月23日(月)、広島グリーンアリーナにて開催された、SPC 
GLOBAL主催の「STYLING COLLECTION 2019 中国大会」にYIC
の学生が出場！この大会は、サロンで働くプロの方も多く参加し、カッ
トやヘアデザイン、カラーやフォト、ドレスや浴衣着付、メイクetc…と
いった幅広い部門で技術を競う大会です。そのなかで、カットクリエ
イティブコースの学生がフォト学生部門で優勝、学生カット部門では
準優勝に選ばれ、素晴らしい結果を残しました‼

フォト学生部門で優勝、
学生カット部門で
準優勝に選ばれました！

カットクリエイティブコース

Oさん
宇部鴻城高等学校出身

ー 中国大会 ー

（左上から）
Iさん   成進高等学校出身
Oさん 山口農業高等学校出身
Hさん 宇部中央高等学校出身
Oさん クラーク記念国際（ネム新山口）高等学校出身 
Hさん 高川学園高等学校出身
Tさん  防府西高等学校出身
Hさん 宇部工業高等学校出身
Mさん宇部西高等学校出身

校内コンクール 個人戦

カット技術部門ワインディング種目 オールウェーブセッティング部門

広島グリーンアリーナ

一生懸命練習した成果を発揮！

STYLING COLLECTION 2019 コロナ禍で県内外でのコンクールが中止となるなかで、Y I Cはプロの講師を招いて学校単独でのコンクールを開催！

2021校内コンクール

優勝
フォト
学生部門

金賞
個人賞個人賞

準優勝
学生

カット部門
学生

カット部門

優勝
優勝

準優勝

上位独占中！
＆

2019年

2018年

2017年

  5名入賞／上位10名
10名入賞／上位10名
  8名入賞／上位10名

個人部門 団体部門

優 勝
優 勝
優 勝

銅賞
個人賞個人賞

Mさん 誠英高等学校出身

銀賞
個人賞個人賞

Yさん 光高等学校出身Hさん 誠英高等学校出身

Tさん
精華学園高等学校出身

山口県NO.1の
コンクール受賞実績！

1 年 生 か ら自 分 の 可 能 性 に チャレン ジ で きる！

5.25開催
10.14開催

Hさん
宇部中央高等学校出身

Sさん
誠英高等学校出身

Hさん
誠英高等学校出身

Hさん
高川学園高等学校出身

Tさん
宇部商業高等学校出身

Yさん
光高等学校出身

Mさん
誠英高等学校出身

コンテストの入賞は、努力と技術力の証！

※2020年、2021年は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため開催中止。

受賞歴更新中！

部門設立以来

3年連続

2年生 1年生

1年生 2年生 2年生

技術のYIC
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有限会社美髪
ファンタスティックBヘアー

内定

□ 大阪府  3%（1/33名）
□ 愛知県  3%（1/33名）
□ 福岡県  3%（1/33名）
□ 広島県  9%（3/33名）

YICビューティモード専門学校はキャリアサポート室を設置し、学生に対して就職
担当者が企業との仲介や面接の指導を行い、就職活動をサポートしています。ま
た、YICグループには中四国・九州No.1である約70名以上の職業教育・キャリア
教育財団認定のキャリア・サポーターが常駐。20年以上におよぶ地元企業との強
いつながりもあり、あなたの就職をサポートする体制がしっかりと整っています。

100.0%
就職内定率（2022年3月）

就職に強いYIC。万全のサポート体制で安心！就職内定率100%のワケ。

山口県内就職先

就職内定企業〈 2009～2021年度 〉

美容院 美容院 化粧品販売

ネイル

アイラッシュ

山口市
Froom／ALURE／AMIX hair works／Anela-u’i／ATENA／HAIR MAKE AVANCE
／canoë／BEAUTY SPACE MIKI／NewStyle／STEL-LA／ambi×Tiara BEAUTY 
SALON／有限会社司商事／株式会社crest／株式会社AUBE／株式会社サラ
／CHITOSE

下関市
Amica／fuhcoh

周南市
LINE.ai／9MLG，／Fantastic B Hair／クレーデヘアーズ／Begrepp／LASHINVAN 
LAMER／CHITOSE／Hair Make Decore／MAKI／MIYOKO／noa.／RAI-RAI Hair 
Essence／SNIP／SHAMPOO／ヘアー＆フェイスYoshiko／ビューティサロン佐竹／
hair-make PLIME／マキ美容院／Hairspace FE／Créde hair’s

防府市
RaiRa／art hair CORSO／FREEDOM ameno／HAIR RESORT First／VAN 
COUNCIL／エスパースヘア・イマージュ／イマジン／ベラ／ループヘアー／
LASHINVAN／株式会社B-UP bounce-UP

下松市
PATIO'／RAKU hair 美容室 楽／YAKUSHI／サロン・ド・エミール／Hair 774

岩国市
hair Dr.feliź／JAM's hair&spa／粋美ビューティスタジオ
宇部市
f iore／roave／Y’s hair GROUP／アンジェ・クール／Hair Dressup LUXE／DRAMATICS
その他の市町村
A-line（萩市）／art-centtier（長門市）／SWEET AS（長門市）／Hair Hote（光市）／
C'ESTRIE（光市）／hair．un（光市）／ぱーまはうすキャロット（田府施市）／シュタール
（田府施市）／SAZAMI（平生町）／Sweet Rich（平生町）／RHIER（柳井町）／エム・ティラーレ
（柳井町）／美遊ミチル&アンジェリカ（柳井町）／やまね理容美容（周防大島町）

エステ
山口市
AMIX／POLA THE BEAUTY／綺麗／RinRin／SARA／ホウジョウアズプランニング

周南市
CHITOSE／SALON DE CURE／WORLD ROYAL／アイドゥー／遠石会
館エステサロン・アローム／エステティックTBC／Place De Repos
その他の市町村
Hair&Spa LashinVan（防府市）／エステサロンAMOUR（防府市）／ソフィア（防府市）
／ヒーリング&スパ ミント（防府市）／デトックス&ビューティサロン CREVE（防府市）
／Salon de Kai（下松市）ビ・メーク（下松市）／癒し屋（宇部市）／メナードフェイシャル
サロン（宇部市）／エスティローズ（柳井市）

ネイル
山口市
Dhyaana／ATENA／NewStyle／ネイルサロン ディスコレ
その他の市町村
K’s Group（防府市）／ライブジム（周南市）

化粧品販売
山口市
カネボウ／コーセー／サンビ／資生堂／山口井筒屋／わたなべ
周南市
近鉄松下百貨店／みやもと化粧品店

その他
山口市
株式会社オンワード樫山／ブライダルギャラリー鈴乃屋／サンデン交通株式会社
／株式会社フジシールウエスト／PATIO’（下松）／株式会社大進創寫舘

アイラッシュ
山口市・周南市・宇部市
株式会社Createur（周南市）／株式会社blanc（山口市）／AMIX hair works（山口市）
／betty（宇部市）／有限会社セクト

広島県
CUT・S／FACE／femme／LARANJE／PROPELLER HAIR／PROSOL／
STYLE／SUNS／TAYA／WISTARIA FIELD／クローバー理・美容室／マイルス
／株式会社B・A・P／メートル（maitre）

エステ
広島県
株式会社ドクターシーラボ／calmia／me too／le-sonia／株式会社エスペ
ラントコーポレーション／PIERROT

広島県・首都圏
PAUL&JOE（広島県）／クリニーク（広島県）／RMK（首都圏）／
JILLSTUART（首都圏）

広島県・福岡県・首都圏
KIKI’s Nail（広島県）／R’s☆6（福岡県）／Nail ＆ Hair Salon Asian（首都圏）
／株式会社ソシエ・ワールド（首都圏）／べレックス株式会社（首都圏）

福岡県・首都圏
RAY Field（福岡県）／ララモアナ（福岡県）／株式会社ピープル（首都圏）
／株式会社BEG（福岡県）

関西圏
株式会社PMK メディカルラボ／R-Be／株式会社 イーズ・インターナショナル
／エイチ・ツー・オー／エルセーヌ／ブリアント／ボディワークサロン凛

首都圏
株式会社ARONA／FAVORIX GROUP／株式会社PMK メディカルラボ／
エステティックTBC／エルセーヌ／株式会社ソシエ・ワールド／たかの由梨
ビューティクリニック／ラ・パルレ

福岡県
Studio Rush／株式会社ティグレ

愛知県
RAY Field

福岡県
RAY Field／DOT1101／aice’-honey／arge／CHERISH／JUMPUSH／
air／BEAUTRIUM／FESS cut & colors／hair make Bis!／LOGIQUE
／mod’s hair／TAYA九州支社／ビューティサロン 長谷川／ヘアーサロン
ダイマル／有限会社ラガッツァ／株式会社NOSH／HAIR&MAKE EARTH

関西圏
k-two／ALVIVE／brace／株式会社ディアコーポレーション／MODE K’s／
S-TAGE／VOGUE／hair make ize／マロン美容室／IVY uno pulir／
株式会社ハッピーヘアライフホールディングス／株式会社ニューヨーク・
ニューヨーク／float／kaguyahime doui／OCEAN TOKYO WEST

首都圏
RIMA／Euphoria SHIBUYA GRANDE／Cloud zero／Lapis／AFLOAT／
DaB／Famille Lecheveu／Ash／DADA CuBiC／GLAD.／grace／HAIR 
DIMENSION／kakimoto arms／Natural／TAYA／TONI & GUY／ZENKO／
SEA HORSE JAPAN／ソニア／株式会社Ló ness／ZEST／Trico by FACE／
KENJE 洋光台

県外就職先

就職支援シラバス（2019年度実施分）

美容業界の採用試験
ピークっていつなの？

１年次後期 ２年次
2月 3月 4月 6月

インターン
シップ

● 自己理解  ● 自己PR  ● 履歴書作成 etc. ● 自己PR　● サロン研究　● 作文対策　● 履歴書作成　● 個別・集団面接対策　● 一般教養試験対策 etc.授業

山口県美容技術コンクール
自主実習（希望者） 
全国理容美容学生技術大会中国地区大会

■ サロンワーク演習
■ 経営者講話

就職活動
■ 面接練習　■ 授業（下記参照）■ 卒業生経営者講話

■ 技術講習会
■ 校内会社説明会

春期休暇 夏期休暇

YICだからできる！ 就職サポートのヒミツ就活での不安をゼロにする！

Q A 8～10月
4～7月

山口県内
山口県外

美容師
エステ
メイク

4～6月
3～５月

ネイル 6～8月

大学新卒者が就職3年以内に離職する
ケースが約30%と言われている昨今、
YICグループでは再就職サポートにも取
り組んでいます。異業種への転職、地元
へのUターン、転職前のキャリアカウンセ
リングなど、いつでも卒業生が頼れる場
をめざしています。

卒業後離職しても、
再就職をサポートします。

卒業後 年間
就職サポート

YICでは卒業後も安心！

それぞれの採用試験に向けて、
しっかり準備していきましょう。

就職セミナー 自主実習（希望者）

YICは少人数・担任制！学生としっかり向き合い、就職活動をサ
ポートします。YICへの求人情報自体も豊富で学校全体で就職内
定を後押しします。

YICだからできる！

あなたが希望する就職先の担当者が来校して
詳しく説明してくれます！

校内での会社説明会（29社参加！）

YICは県外就職にも対応！有名サロンに就職した
YICの卒業生がサロンの担当者と来校！

YICだから
できる！

インターンシップでお世話になった企業に
そのまま就職した先輩も…！

地元企業からのオファーも多数

サロンワーク重視のYICの教育は地元企業からも定評があり、
長年の信頼関係は、高い就職率にもつながっています。

YICだから
できる！

キャリア・サポーターによる支援

YICの教員が全力でサポートするので、安心して就活できます。
■ 面接指導 ■ 個別面談 ■ 希望就職先の開拓 ■ 履歴書添削指導など

ほかにコミュニケーション能力、挨拶、社会に出て困らないため
のスキルをフォローします。

一般財団法人
職業教育・キャリア教育財団
認定キャリア・サポーター在籍校

教員全員が
キャリア・サポーターの
資格を取得。

就職までをしっかりサポート！

達成！！

開校以来100%を堅持している
万全の就職サポート

福岡

33名/33名

多くの学生が しています！就職

美容師

広島

美容師

山口

美容師

東京

美容師

山口

美容師

広島

レイフィールド株式会社
内定

アイリスト美容師

愛知

株式会社メートル
内定

Eさん
山口県鴻城高等学校出身

株式会社
アースホールディングス

内定
Sさん

防府西高等学校出身

有限会社
ウィスタリアフィールド

内定
Sさん

山口県桜ケ丘高等学校出身

合同会社Brock SNIP
徳山店
内定

Nさん
高川学園高等学校出身

Lapis株式会社
内定

Hさん
誠英高等学校出身

Mさん
誠英高等学校出身

山口

Yさん
山口農業高等学校出身

株式会社ベティ
内定

アイリスト

山口

美容
部員

Iさん
宇部フロンティア大学付属
香川高等学校出身

コーセー化粧品
内定

山口

Kさん
厚狭高等学校出身

株式会社大進創寫舘
内定

ブライダル
スタイリスト

Mさん
宇部西高等学校出身

2021年度生の

就 職

キャリアコンサルタント
中川 恵子さん

キャリアサポート室

10

就職サポート
細やかな就職支援で一人ひとりの将来の夢をバックアップします。就職に強いYICの信頼のサポートです。 

就職
地域

職種
割合70%

□ 山口県

　（27/33名）

□ ブライダルスタイリスト
　 3%（1/33名）
□ 美容部員
　 3%（1/33名）
□ アイリスト
　 15%（5/33名）

79%
□ 美容師

　（26/33名）

で！ の で！山口県 県外 人気サロン　
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午前の場合

すべてのオープンキャンパスにおいてサポートします！ オープンキャンパスで待ってます！

2,500円～500円～3,500円
県内 県外17:30～18:30 or 18:30～19:30

開催時間 参加特典

どちらかを選択

遠方からの参加も安心です！

受付開始 オープニング 体験講座がスタート 保護者説明会 個別相談タイム
YICの先生や先輩たちが、皆さん
をお出迎え。到着したらまずは、
受付を済ませましょう。

YICの学校情報やオー
プンキャンパスについて
説明します。

先輩たちが優しく丁寧にお教え
します。初めての方も安心して
楽しめますよ。

教育方針・就職について分かりやすく
説明します。その後、体験会場へご案内
します。

学校・入試・授業・就職について先生
や先輩にいろいろ聞いてみよう！

スケジュール

オープンキャンパス
イベントに参加して仲間を増やしたり、YICの学生と仲良くなれるチャンス！美容や学校について楽しく学ぶことができます♪

9:30 10:00 10:30 12:30

オープンキャンパスの
最新情報は
コチラをチェック！

交通費サポートキャンペーン YICのいつもの様子も見てね！夜間相談会
※完全予約制です。前日17時までにご予約ください。

LINE

TwitterFacebook

Instagramオープンキャンパスの日程が合わない場合は、個
別の説明会を実施しております。教育方針・就職
率・学費などについて詳しくご説明させていただ
きます。個別のご質問がございましたら、専門ス
タッフがお答えいたします。ご本人様や保護者の
方のご参加をお待ちしております。

※交通費お渡しの際の確認のため、身分証明書
（学生証や免許証）を提示していただくことがあります。
※このキャンペーンはオープンキャンパスや
個別相談会等へ参加される方のみが対象です。

1to1
トークでも
予約
できるよ！

＃センパイから一言 YICで学ぶ先輩たちからのメッセージを紹介します。＃センパイから一言 YICで学ぶ先輩たちからのメッセージを紹介します。

OPEN CAMPUS STAFF
YIC BeautyMode

Iさん
成進高等学校出身

 Aさん
西京高等学校出身

 Kさん
西京高等学校出身

 Tさん
宇部フロンティア大学付属
香川高等学校出身

 Tさん
宇部商業高等学校出身

Iさん
宇部西高等学校出身

Oさん
光丘高等学校出身

Nさん
誠英高等学校出身

Hさん
山口高等学校出身

Mさん
宇部西高等学校出身

Mさん
慶進高等学校出身

Yさん
山口中央高等学校出身

Tさん
野田学園高等学校出身

Nさん
宇部西高等学校出身

Tさん
精華学園高等学校出身

優しい先輩と
楽しく体験しよう

入学前に
絶対体験してみた方が

イイよ！

私たちと一緒に
夢を叶えましょう！

種類豊富な
体験講座が
いっぱい！

私たちと一緒に
楽しみながら

がんばりましょう！

カットやネイルなどの
ほかにいろいろ
体験できるよ。

気軽に遊びに来てね。

本校を良く知って
もらえるように
がんばりますので
よろしくお願いします

2年間楽しい学校生活が
送れるように

一緒に楽しみましょう。

分からないことが
あったら何でも
聞いてください！

美容の勉強の
楽しさを知ってもらえたら

うれしいです！

いつでも明るく対応するので
分からないことがあったら
何でも聞いてください。

楽しみながら
私たちと一緒に
夢を叶えましょう

実際の雰囲気や
多くの技術が

一足先に学べるので、
ぜひ来てみてください！

分からないことが
あれば気軽に

声を掛けてください。

YIC
で一
緒に楽しみましょう！！
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