
〒747-0802　防府市中央町1番8号　
  　0120-500-294
TEL 0835-26-1122　FAX 0835-26-1155
看護学科（3年制）　介護福祉学科（2年制）
社会福祉士通信課程（1年6ヶ月）

（山口防府）

〒754-0021　山口市小郡黄金町2番24号
  　0120-337-561
TEL 083-974-5825　FAX 083-974-5826
公務員総合学科（2年制）
公務員学科（1年制）行政コース／警察・消防コース

（新山口）

〒745-0073　周南市代々木通二丁目33番地　
  　0120-46-0834
TEL 0834-22-9111　FAX 0834-22-9222

（山口周南）

総合デザイン科（3年制）広告･企画専攻 写真･編集専攻 工芸･雑貨専攻
デザイン科（2年制）グラフィック専攻 CG･Web専攻 イラスト･マンガ専攻
デザイン専攻科（1年制）　医療事務科（2年制）　

こども学科（2年制）   

〒743-0023　光市光ケ丘3番17号
  　0800-200-9215
TEL 0833-48-9215　FAX 0833-48-9216

（山口光）

〒759-0208　宇部市西宇部南四丁目11番1号
  　0120-160-535
TEL 0836-45-1000　FAX 0836-45-1010
理学療法学科（4年制）
作業療法学科（4年制）

（新山口）

Webビジネス学科（2年制）　Webマーケティング学科（2年制）
高度情報技術学科（3年制）　 ITエンジニア学科（2年制）　 
IT専攻科（1年制）　　   　　 パティシエ学科（2年制）
医療事務学科（2年制）
国際ホテル・ブライダル学科（2年制）
ペット総合学科（2年制）動物看護コース／トリマーコース

〒754-0021　山口市小郡黄金町2番24号
  　0120-46-0836
TEL 083-976-8354　FAX 083-974-5826

（新山口）

0120-140-154

〒754-0021　山口市小郡黄金町2番24号
TEL 083-976-8210　FAX 083-974-5826
美容学科（2年制）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
美容学科 通信課程（3年）

（山口宇部）

http://www.yic.ac.jp/bm/  Ｅ-ｍａｉｌ bm@yic.ac.jp

美容学科（2年制） 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

私
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容
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文部科学大臣認定「職業実践専門課程」設置校／厚生労働大臣指定「専門実践教育訓練給付金」対象講座
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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。

文部科学大臣認定「職業実践専門課程」
山口県で最初に「職業実践専門課程」認定! 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。

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年制］

山口県で最初に「専門実践教育訓練給付金」対象講座に認定！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。

YICは求めています。美容にアツイ気持ちを持った人。

◆ 失敗を恐れず挑戦する人 ◆ 他人の幸福、笑顔を幸せに感じる人

◆ オシャレに興味があり、追及できる人 ◆ 自主的に行動できる人

◆ 夢、目標がたくさんある人 ◆ 何事も1番をめざしたい人

◆ すべてに対して貪欲な人 ◆ 好奇心旺盛な人

Admission Policy アドミッションポリシー私は、美容で生きていく。

美容という世界への

“パスポート”

YICで手に入れよう。

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”。

美容師免許



かかわる人を幸せにするのが使命

YICでは県内のサロンの方が、講師として指導に来ら

れるのでとても良い刺激になります。技術はもちろん

ほかのスタッフや顧客に対する姿勢をリアルにシミュ

レーションすることができ、将来自分がなりたい美容師

像を描くことができます。

近年はアイラッシュの需要が増え、メニューに取り入れ

るサロンも増えました。カット技術以外の施術でも美容

師免許があると説得力が増し、お客様に安心していた

だける一生の強みとなります。サロン経営は時代の流

れを読み、自分の店でどう表現・提案するかを考え実行

する力が必要です。経営し続けるためにやるべきこと

は多いですが、最終的には根性も必要かもしれません

ね。自分とかかわるお客様はもちろんスタッフも幸せに

していくことが、この仕事をするうえでの使命だと思っ

ています。周りの方々と一緒に成長し、時を重ねてい

けるサロン経営者でありたいと常に思っています。

Hair Dressup LUXE
代表
木村 聡一郎さん

〈美容師歴〉10年
〈モットー〉
自分自身とかかわっている人を幸せにする

宇部中央高等学校卒
美容学科 2009年卒業 

美 容 師 免 許 取 得で広がる職 種

YICから
飛び立とう、
美容の世界。

美容師免許

メイクアップ
アーティスト

OB・OGが語る

お客様の美容のパートナーとして

YICの学生生活では「努力した分だけ身になる」という

ことが実感できました。入学当初苦手だったワインディ

ングを友人や先生方に指導していただきながら朝や放

課後に練習した結果、克服できました。そのうえ、校

内コンテストやコンクールで賞をいただいたことはかけ

がえのない経験です。

また、YICは美容師免許が取得できるだけではなく、ア

イラッシュ、メイク、エステ、インナービューティなど多

くの美容分野についての知識や技術を学ぶので、幅広

い提案ができます。お客様との信頼関係を築き、お店

に通っていただくことが、何よりも私の糧になります。

お客様を素敵にさせていただくため「美容も接客も好

き」という気持ちを大切にし、常に笑顔で美容に対して

貪欲でいることを心掛けています。一瞬一瞬を大切に

し、最高の技術とサービスを提供し続け、末長いお付

き合いができる美容師でありたいと思います。

株式会社 blanc Froom
スタイリスト
川原 千智さん

〈美容師歴〉10年
〈モットー〉一期一会
〈美容師免許以外の資格〉
ビューティ・コーディネーター 2級（JBCA）

山口農業高等学校卒
美容学科 2009年卒業

美容師免許

美容師
ProfileProfile
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ブライダル
スタイリスト

美容師免許

アイリスト
美容師免許

お客様の一生の思い出をサポートしたい

入学前からヘアアレンジやブライダル関係の仕事に興味

があり、この業界へ進もうと思いました。YICのオープン

キャンパスに何度か参加し、学校の明るい雰囲気や充実

した授業内容、高い就職率から「ここで学びたい！」と感

じ、入学を決めました。YICで学んだ美容に関する幅広

い技術や知識は、働き始めてお客様と接するようになっ

た今、改めて学びが活きていると実感する毎日です。

在学中に学んだことや職場で先輩方から教わったこと

は、時間がある時に自宅で練習し、今よりもお客様に喜

んでいただけるよう美容技術を磨いています。自分が

担当したお客様に「ありがとう」という感謝の言葉をいた

だいた時は、喜びと達成感で胸がいっぱいになります。

ブライダルという職種はお客様の一生に一度の大切

な日をサポートする素敵な仕事です。これからもお客

様の笑顔のために、努力を積み重ねていきたいと思っ

ています。

ブライダルギャラリー 鈴乃屋
接客業
高木 里菜さん

〈美容師歴〉2年
〈モットー〉笑顔と努力と忍耐
〈美容師免許以外の資格〉
メイク検定2級、着付検定3級、
TONI&GUY 3級

熊毛北高等学校卒
美容学科メイクコース 2017年卒業

大好きなおしゃれを仕事に！

もともと美容に興味があり、自分でもいろいろなメイク

を楽しんでいました。なかでも初めてまつげエクステし

た時の感動は忘れられません。いつしか、美容で多く

の人たちの魅力を引き出し喜んでもらいたいと思うよう

になりました。YICでは仲間と協力して行う授業・実習

やイベントが多くとても充実しており、また、美容に関

する知識や美容師免許、メイクやネイルなどの資格取

得は私の強みとなりました。就職した現在でも仕事の

悩みや楽しさを共感しあえる友人ができたことは、一生

の宝物です。

今の美容業界では、「ヘアとまつげ」の似合わせやコー

ディネートが流行しています。YICでトータルビューティ

を学んだからこそ、ヘアに合ったまつげエクステやメイ

クの提案ができ、仕事の幅が広がりました。常に流行

をチェックし自分の技術や知識でお客様の魅力を引き

出せるよう、さらに磨いていきたいです。

AMIX HAIR WORKS 小郡本店
スタイリスト兼アイリスト
藤井 祐里さん

〈美容師歴〉3年
〈モットー〉美容で女性の魅力を引き出す
〈美容師免許以外の資格〉
メイクアップ2級、ビューティ・コーディネーター3級（JBCA）、
着付検定3級

防府西高等学校卒
美容学科メイクコース 2017年卒業

ProfileProfile
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そ の 他 職 業

“美容師免許”でめざせる世界
〈 なりた い 職 業 〉

パスポート

美容師免許

エステティシャン

美容師免許

ネイリスト

美容師免許はお客様との信頼関係に必要なもの

YICでの学生生活は勉強や技術はもちろんですが、そのほかでも自分を

成長させてくれる2年間であったように思います。毎日コツコツと練習す

れば結果となって返ってくる。努力はコンテストの結果で現れ、その大切

さが身にしみました。また、イベントやファッションショーの時など、仲間

と意見を出し合い一つの作品を作り上げることで、コミュニケーションの

大切さも実感しました。入学当初、人見知りで、自分の意見を出せませ

んでしたが、それでは良いものは作れません。お客様に最高のサービス

を提供するためには、自分に自信を持つことが必要だと肌で感じました。

美容師免許があれば様々な美容関係の仕事から自分にあった職種を探せ

ます。小さい頃から夢だった美容の仕事、ずっと続けていきたいと思います。

トータルビューティで仕事の幅が広がる

「私も好きな『美容』を仕事にしたい！」と思い、学習環境や設備が整っ

ているYICを選びました。苦手な勉強や練習も、同じ目標に向う仲間

がいたので、乗り越えられました。また、いろいろな考え方があること

を知り、今の接客などに活かすことができています。

会社でまつげエクステ、ネイルのオープンスタッフとしてかかわるチャ

ンスがあり挑戦しました。髪に限らず、まつげエクステやエステ、メイ

クなどトータルでお客様に提案できるのは、YICで様々な資格を取得

したからこそ。美容業界の流れは早いので、新しいことに興味を持ち、

挑戦する行動力が大切です。お客様に「あなたに担当してほしい」と

言っていただけるようなビューティシャンになれるよう努力し続けます。

Dhyaana
チーフ（ビューティシャン）
高松 汐里さん

〈美容師歴〉6年

〈モットー〉人とは違う新しいことをする
〈美容師免許以外の資格〉
アイコーディネーター、ネイル検定

野田学園高等学校卒
美容学科ヘアデザインコース 2012年卒業

Profile

・サロンディレクター
・ヘアデザイナー
・ヘアカラーリスト
・ヘアメイクインストラクター
・ヘアメイクスタイリスト
・ビューティインストラクター
・レセプショニスト
・ブライダルメイクアップスタイリスト

・着付講師
・エステティシャン
・エステティックインストラクター
・アロマアドバイザー
・リフレクソロジスト
・ビューティカウンセラー
・ビューティアドバイザー
・ショップスタッフ

・メイクアップインストラクター
・ブライダルヘアメイクアーティスト
・ネイルインストラクター
・ケアニスト
・スパニスト
・セラピスト（アロマ）
・美容部員
・スクール講師　・福祉美容

メイクアップアーティスト美容師

ブライダルスタイリスト アイリスト

ネイリスト エステティシャン

齊藤　輝さん

〈美容師歴〉3年

〈モットー〉
お客様を来たときよりもキレイに

高川学園高等学校卒
美容学科へアメイクアップアーティストコース　
2015年卒業 

Profile
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◆ 「美容師免許取得」で、美容にかかわるすべての職業に就くことができるようになる

◆ 今が旬の技術を習得でき、就職を決定するときの判断力が養われる

◆ 様々なコンテストに挑戦することで強靭な精神力、高い技術力が習得できる

◆ イベント・ボランティア授業によりコミュニケーション能力、テクニカルスキルを体得できる

ディプロマポリシー

Diploma Policy
YICの約束。

基礎の

YIC
技術者である前に

一人の人間として、社会人として

【挨拶・掃除・礼儀】の「当たり前」を

自然に身つけられるよう育成します。

YICの教員は学生一人ひとりを考え寄り添い、

全力でサポートします。

めざす夢に向かい

人間力、社会人基礎力を養います。

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。

1年次に基礎・基本、2年次で専門的技術を。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約束します。

1度目のコース選択（仮）
入学時点で希望するコースを選択します。
まだ悩んでいても大丈夫！

入 学

1年次（後期）

2年次（後期）

美容師国家試験

基礎共通科目

コース選択の流れ

1

2度目のコース選択（確定）
再度コースを選択し、より専門的な技術を
学ぶためのコースを確定させます。
※この後はコースを変更することはできません

2

Cut Creative
カットクリエイティブコース
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。

詳しくはP21へ

YICの基礎教育について詳しくはP13～P20へ

Total Beauty
トータルビューティコース
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。

詳しくはP25へ

YICではカットクリエイティブ、トータ
ルビューティ両コースとも美容師免
許取得をめざします。
まずは基礎共通科目を学び、コース
それぞれの特色や自分の特性を理解
し、自分に合ったコースを選べます。

Check!

充実技術

基礎

人と接することが好きですか？美容が好きですか？

まずはこの気持ちが大切です。私が美容師になったばかりの

頃は、人見知りでなかなか会話が続かず苦労しました。しか

し、美容に対する熱い気持ちは冷めず無我夢中で過ごし、

25年が経ちました。そして今、多くのYICの卒業生が美容業

界を引っ張ってくれています。

時代の激変に合わせ新たなサービス提供は必至ですが、ど

んなことでも美容師免許は、サービスを受ける方（お客様）へ

の「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。

一緒に夢へ向かい進む準備をしましょう。

美容学科 教務課長  千村 希人

即戦力＝挨拶+気遣い+行動

Check!

YICの
3コミット
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YICの専門的技術教育について詳しくはP21～P28へ

技術の

YIC
広い美容業界に進むには確かな技術が必要。

長いキャリアと経験豊かな常勤教員のもと、

基本がしっかり定着できるのがYICの自信です。

美容の世界では、

基本+新しい技術の習得が必要。

業界のトレンドを取り入れた

特別講師による技を身近に学べます。

YICだからこそできる、特別な授業。

数多くのコンテストに出場し、入賞も多数。有名メーカーや

ディーラーの講習活動にも参加しています。このような経歴も

ありますが、美容師1、2年目の頃はコミュニケーションをとるの

が大変で、なかなか仕事にも慣れず怒られる日々 でした。そ

んな時に一番応援してくれたのは「お客様」。それからお客

様を大切に思えるようになり苦労もなくなりました。自分を良く

見せようとすると疲れます。仕事も長続きしません。自然体で

いることができ、美容に対する想いが強い人が美容の世界で

求められる人材だと思います。

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。

特別講師　有限会社ビューティサロン ニュースタイル
代表取締役専務 糸賀 義将

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

ハサミひとつで世界を渡れる仕事、
それは美容師。

充実の

YIC

第1期生で、初代学生会会長を務めました。歴史はなく、

学校のイベントなどゼロから創りあげていく苦労を経験しまし

た。少人数でしたので先生や仲間たちの距離は近く密な関

係を作ることができ、そのなかで自分がどのような役割を果た

すべきか、ということも学べました。YICの魅力のひとつに、日

本を代表する有名サロンの特別授業があり、山口にいながら

最先端の技術が間近で見られるのは刺激になります。です

が、技術だけでは美容師は続けられません。お客様あって

の美容の世界、必要なのは「技術半分、人間力半分」。

技術が上手いのは当たり前、お客様への気遣いや心遣いも

できる人間力が必要です。目の前のお客様に感動を与える

ことができるようになるには、YICでの時間が不可欠でした。

卒業生 　GLAD. 美容師歴11年目 矢野 力也

YICの歴史を創っていく苦労と充実

たくさんの経験や実践で実感できる学び。

様々なイベントによる体験や、

地域の方々と触れ合うことで、

コミュニケーション力が高められます。

YICの仲間と苦労し美容師免許を得た感動は、

充実感にあふれ、忘れられない思い出へ

変わることでしょう。

YICのイベント、学生生活などについて詳しくはP29～P34へ



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。

金 次  郁 織 美容実習・美容技術理論

一番近くから支えていきます。

どんな美容師をめざしますか？これから先の美容業界には

「人間性」が必要となります。技術はできて当たり前。お客

様のニーズに応え、さらにコミュニケーションや先が読め、

気遣いができる人が求められます。でも、始めは皆できなく

て当たり前。不安もあるでしょう。少しずつ相手の身になり

考えられる「人間性」を養っていきましょう。

大 宮  友 美 子 美容実習・美容理論・美容文化論

どんな美容師をめざしますか？

美的感性を持ったYICの学生たちは、いつも明るく元気で

す。卒業してからも仲間同士で励まし合っている話やスタイ

リストデビューしたという、うれしい知らせが届くと、私の自

信にもつながります。美容業で働く上で必要な思いやりや観

察力を養い、何より人を美しくすることの喜びと楽しさを感じ

られる体験をYICで実感しませんか。

小 林  正 恵 美容実習・美容技術理論

美容師免許はあなたにとって最大の味方！

非常勤教員

おおらかで素直な反面、シャイな部分もあるYICの学生たち

ですが、仲間と何かを成し遂げる時の行動力と団結力は頼も

しく思えます。一人ひとりの個性を引き出し、良い面を伝え

ながらめざす美容の世界に送り出すため、私たち教員も日々

努力しています。美への探究心を持ちつつ継続力、そして

人と接する楽しさをYICで学びませんか。

千 村  希 人

西 脇  末 美 寺 下  珠 代 武 田  恵 美

YICは少人数クラス・担任制。教員と学生の距離が近く、

いつでも相談や悩みに応えることができます。

私たちは豊富な経験と長いキャリアで、

技術面はもちろん精神面もしっかり支えます。

学生の「分からない」、「できない」は放っておかない。

美容の世界を志す自分に自信が持てるようになるまで

2年間、しっかりサポートすることをお約束します！

美容師免許以外にも、美容の世界で役に立つ資格がたくさんあります。

専門経験豊富な非常勤教員とともに、幅広い授業内容を展開しています。

美容文化論・花嫁着付 美容実習・美容文化論 美容実習

美容実習・保健

YICには幅広い年代の学生がいます。しかし、見ていると何

か新しいことを始めるのに年齢は関係なく、バイタリティだと

感じさせられます。授業では、自身の美容師として体験した

喜びや苦労をリアルに伝え、将来像がイメージできるような

話もしています。YICの2年間で社会人としての心構えもしっ

かり身につけて送り出してあげたいと思います。

蔦 濱  友 子 美容実習・美容技術理論

年齢ではなく、バイタリティが大事です。きっと、人と接する楽しさが分かる。

夢への一歩
まずは、
基礎づくりから。

基
礎の

YI
C
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シャンプー
シャンプーの成分から手技まで学習

カラーリング
色彩学と塗布技術を学ぶ

ヘアアレンジ
様々なアレンジを学び実践力をつける

オールウェーブセッティング
手指とコームで仕上げ、セットの基礎を学ぶ

メイク
スキンケア・メイク技術を習得

エステティック
サロンで役立つ実践的な技術を学ぶ

着付
浴衣をはじめ着付の作法を学ぶ

ネイル
ネイルケアの知識と技術を学び、
検定3級をめざす

ブロースタイリング
スタイリングテクニックを学ぶ

ワインディング
パーマの様々な手法を学習

カット
多様なヘアスタイルに対応できる技術を習得

■ 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
■ パーソナルカラー 3級（JACPA）
■ ビューティコーディネーター 3（2）級（JBCA）
■ ヘアケアマイスター プライマリー検定
■ 就職実務

実 習 以 外 の 科 目

実 習 科 目

実際の企業で、就業体験を行います。
美容業界の実情を肌で感じ、また、「働く」ことを体験する
ことで、めざす将来像の参考になります。
また、専門的な知識・技術の習得に加え、職業人としての資
質を高めていくことができます。

インターンシップ

幅広いお客様にカウンセリングを行い、美容業界にて必要な
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では高い合格実績をもち、様々なサロン
からも注目されています。
※JBCAとは…幅広いニーズに応えられる人材を育成する、
　美容業界有一のビジネス資格。

ビューティ・コーディネーター検定 2級

YICはJBCA 特別認定校※

入学式
宿泊研修
オリエンテーション
対面式

対面式

スポーツ大会

スポーツ大会
ヘアケアマイスター検定

山口県美容組合コンクール 

山口県美容組合コンクール

JNECネイリスト技能検定
技能検定

技能検定

クリスマス会

クリスマス会

色彩検定
ビューティ・コーディネーター検定
3級（ＪＢＣＡ）
東京研修

色彩検定
ビューティ・コーディネーター検定
2級（ＪＢＣＡ）
海外研修

前期末試験（前期終了）
Hair Make Live
パーソナルカラー検定

Hair Make Live 前期末試験（前期終了）

夏期休暇

全国理容美容学生
技術大会中国予選
夏期休暇

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。

※検定開催時期は予定です。

年間スケジュール

国家
試験

実技
国家
試験

実技
国家
試験

実技

国家
試験

筆記

10 11 12 2 31
進級制作展
就職セミナー
後期末試験（後期終了）
インターンシップ

冬期休暇

冬期休暇

ライバルと差をつけるなら、この資格は必須！

◆ 美容師国家資格取得 ◆ 選択科目の充実

◆ ビューティ・コーディネーター（美容業界で優遇される接遇）

◆ 社会福祉美容を理解、高齢者対応の美容について学ぶ

◆ 地域イベント積極参加により老若男女問わずコミュニケーション能力を養う

カリキュラムポリシー

Curriculum Policy
実践力が身につく授業内容。

サロンワークと国家試験を重視した 基礎共通科目 YICのカリキュラムは、実践力で差をつけます！

1年次

2年次

2年次

1年次

4 5 6 8 97

国家試験対策

も要チェック！

前期
開始

後期
開始

美容師国家試験（学科）
表彰式
卒業式

美容師国家試験（実技）
後期末試験（後期終了）

（2名中2名）
100%

合格率
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● カッティング
● ワインディングまたは

　オールウェーブセッティング　

● 関係法規・制度
● 衛生管理
● 保健
● 美容技術理論
● 香粧品化学 〈各科目の詳細は、P15をご覧ください〉

実 技 筆 記

大丈夫、YICの教員がとことんサポートで、安心・万全！

美容師国家試験の
合格率が高いワケ。

国家試験、
突破のための

メソッド

試験科目はもちろんですが、受験をす
る際の用具の取り扱いや、身なりなど
細かく採点されます。
YICの学生全員が自信を持ってのぞめ
るよう、フォローします。

美容師国家試験には、筆記と実技があります。この両方の合格で資格取得となります。A

Q ずばり、美容師国家試験ってなにをするの？

美容師
国家試験
合格率 95%

学 科 試 験※2017年度卒業生

開校以来、高い実績をもつYIC。
なぜなら、経験豊富な教員による丁寧な指導と独自のカリキュラム、
そして合格のためのメソッド（方法）があるからです。
1年次に基礎と基本を反復し、2年次に専門知識や技術を向上。
試験に直結した授業や練習、模擬テストを実施し本番に備えます。

実 技
自然と

技術が身につく
カリキュラム！

2

学 科
1

学科の授業は
苦手でも大丈夫！

全員で
目標達成した時の
実感を味わおう！

一人ひとりに、じっくり
向き合える担任制

美容師免許の試験には、実技と学科

の両方に合格しなければなりません。

YICの教員が分からないところは、分

かるようになるまでフォローします！

学 科

実習時間の多さ＝
反復練習の多さ！

YICオリジナルの実技科目は、確実に

身につく実習時間の多さ！

苦手な科目も、とことん反復練習で改

善されます。

実 技

少人数制のクラス
だからこその連帯感

少人数制のクラスだから、皆がライバ

ルであり同志でもあります。

同じ目標に向かっているから不安や悩み

も分かり合え、前に進んで行けるのです。

実 感

国家試験対策！

100%
実 技 試 験

（20名中20名） （20名中19名）

絶対合格！気持ちは強く！

実 感
3

1 32
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毎年県内外で行われる様々なコンテスト。

YICの学生は高い評価を受け、輝かしい成績を収めています。コンテスト

YICビューティモード専門学校
開校初のアワード、ファイナリスト輩出！
マリンメッセ福岡にて開催された国内最大級の美容技術コンテ

スト「ASIA BEAUTY CONGRESS 2017」（通称ABCコン

テスト）に校内選抜20名（1年生9名、2年生11名）がワイン

ディング部門に出場しました。YICからは新谷桃子さんと田中大

樹さんがファイナリストに残り、そのうち田中大樹さんがアワー

ド（上位10名）に選ばれました！

ASIA BEAUTY CONGRESS 2017

ネイルアート種目では優秀賞を受賞し、
1名が全国大会に出場しました！
この大会は東京で行われる全国大会出場をめざして、全国約230校の理

容美容学校が参加する最大規模の学生技術大会です。YICは美容部門

ワインディング種目では、2名が敢闘賞を受賞。ネイルアート部門 ネイル

アート種目では優秀賞を受賞し、1名が全国大会に出場しました！

第9回 全国理容美容学生技術大会

優勝＆準優勝、
表彰対象10名中8名入賞！
2017年6月12日（月）ルネッサながとで「山口県美容技術コ

ンクール2017」が開催され、YICはワインディング学生の部、

個人優勝＆準優勝！ワインディング学生の部（初設置）、団体

優勝！（1年生出場）となり、10年以上本大会の上位を独占し

ています！

山口県美容技術コンクール2017

ワインディング部門に出場20名中16名入賞!

SPC GLOBAL主催のSYLING COLLECTION 2017 山口

大会にYICの学生が初出場！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い

ます。そのなかで、YICの学生はワインディング部門に出場し、

20名中16名入賞といううれしい結果を残しました！！

SPC 2017 山口大会
ジュニア部門ケアカラーに
おいて５位入賞!
全国からネイルのプロが集まり、

ネイルの腕を競う大会【九州ネイル

ショー2018 】が開催され、YICの

学生が5位に入賞しました。

九州ネイルショー 2018

田中 大樹さん
（徳山高等学校徳山北分校出身）

新谷 桃子さん
（西京高等学校出身）

佳作 秋本 優梨さん（防府西高等学校出身） 佳作 内本 加奈子さん（西京高等学校出身）

佳作 新谷 桃子さん（西京高等学校出身） 佳作 松村 明日香さん（山口県桜ケ丘高等学校出身）

佳作 永安 亮さん（長門高等学校出身） 入賞 渡邉 はるえさん（防府商工高等学校出身）

優勝 村田 知優さん（厚狭高等学校出身） 準優勝 田中 大樹さん（徳山高等学校徳山北分校出身）

上段左から

アワード（上位10名）ファイナリスト

長谷川 真由さん
（精華学園高等学校出身）

優秀賞
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カットクリエイティブコース（2年） 
田中 友樹さん

（野田学園高等学校出身）

カットクリエイティブコース
古迫 和真さん

（聖光高等学校出身）

カラー フォト技術

カラー剤は素早く塗布しないと色ム
ラになり、大変なこともありましたが
練習で改善されました。この授業は、
プロの技術を間近で見ることができ、
勉強になります。

撮影でモデルの髪型だけでなく、顔
の角度や表情、光の当て方などを変
えることにより、一つひとつの作品が
全く違ったものになるところがおもし
ろいと思いました。

Cut Creative

美容師免許国家資格／ヘッドスパ ディプロマ／ JHCMAプライマリー／ビューティ・コーディネーター検定（JBCA）／
准福祉理美容士／日本メイクアップ技術検定3級／ JNECネイリスト技能検定3級

取 得 可 能
ラ イ セ ン ス

スタイリスト育成に欠かせない基礎、
応用力を養い、あらゆるサロンワー
クに対応できる技術を習得します。

スタイリスト
特化技術の習得

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情報、技術、流
行をいち早く習得できます。

県内外の
一流講師陣による指導

習得した技能を遺憾なく発揮できる
チャレンジステージを提供すること
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

カリキュラムPick up

カットクリエイティブコース

サ ロ ン で 即 戦 力 と な る ス タ イリ ストを め ざ す 。

Introduction lesson

授 業 紹 介

現役トップサロン講師による指
導のもと、最新技法、トレンド
をしっかり学びます。

ヘアデザイン

ヘアアレンジ
目的やイメージに合わせて、
髪をアレンジする技術を学習。
基本技術を習得した後は、自
分の感性を表現できるアレン
ジの技術を身につけます。

フォトコンテストグランプリ取
得講師による直接指導により、
フォトによる自己表現のノウハ
ウやフォトコンにチャレンジし
ます。

フォト技術

サロンで利用されている最新
カラー剤について学び、カラー
コントロールできる技術を学び
ます。

カラーデザイン

パーマ
最新パーマ剤やケミカルにつ
いて勉強し、パーマの応用を
学びます。

毛髪を美しく保つための知識、
技術を習得。メーカーによる
ディプロマ取得まで行い、就
職後、即戦力として使える技
術を学びます。

ヘッドスパ

美容師という仕事を専門的に深く学ぶ2年間。

基礎・応用技術とコミュニケーションなどを重視した

サロンワーク実習を徹底して行います。

また、多彩なイベントやコンクールなどに参加することで、

感性や創造力に磨きをかけていきます。

卒業後、身についた技術と自信はあなたの強みとなり、

めざすスタイリストへと導きます。

技
術の

YI
C
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Cut Creative
Specialist Message

美容業界の第一線で活躍中のクリエイターから直接指導！

高いスキルと知識が学べるＹＩＣだけの特別授業です。特別講師紹介

山口でも一流のクリエイターになれることを身を持って証明するために、自

己投資を惜しまず外部に出掛けて撮影などクリエーションの経験を積むこと

に一番苦労しました。しかし、その甲斐もあって全国的なコンテストでの受

賞や全国紙の雑誌掲載や表紙作品の抜てきなど、成果として現れていると

実感しています。私自身、クリエーションに取り組み始めたのが年齢的にも

遅かったのですが、チャレンジ精神で向き合いました。それまで年齢と地方

を言い訳に自信がなく行動に移せなかった私でも、強い気持ちを持って取り

組み、克服できました。その結果が今につながっています。働くうえで、す

べては心の在り方で決まります。技術を習得するために、日常生活のなか

で素直さ、謙虚さ、感謝の気持ちを持つことが大切です。美容師はやりが

いのある仕事です。お客様の髪型だけでなく、人生までもつくることができ

ます。自分の技術、腕一本で運命を切り拓いてください。

乗り越えた壁の大きさが、
揺るぎない自信につながる
山 村  一 志
カットクリエイティブコース／フォト技術

株式会社ライブス  代表
CHITOSE （在職歴25年）
JHAに3回のノミネートやABCフォト部門2年連続グランプリを獲得、
また多数の美容雑誌に掲載されるなど、トッププロの第一線で活躍中。

PROFILE

美容師は「最高」で「最幸」の仕事

横浜でのアシスタント時代、休日もサロンに行き練習したり平日も先輩方か

らアドバイス・指導を受けたりしながら、終電までレッスンしていました。今

でも技術面だけに限らず、店舗の管理や社員教育を行っていくなかで悩ん

だり挫折しそうになったりすることがありますが、その時の経験があったから

こそ乗り越えられていると思います。

美容業界は日々進化し続けている業界であり、常に流れに遅れないモチ

ベーションや人と人とのつながり「エンゲージメント」が必要とされています。

そのため、「美容」を通じて社会にどのように貢献していくのかを自分で考え

られる人材が求めらると思います。

あなたの夢は何ですか？夢を持つことで理想を求めそれに対し計画を立て、

実行し成功することができます。皆さんの夢に向かってがんばる第一歩とな

る場所が、YICなのではないでしょうか。

株式会社blanc  教育部部長
Canoe  本店店長 （在職歴4年）
横浜のサロンでの修行後、山口に戻りblancに入社。
現在は店舗管理や社内の社員教育を行っている。

原 田  賢 人
カットクリエイティブコース／ヘアカラー

PROFILE

YICでは一期生の時から講義を行っています。普段は明るく親しみやすく、

授業には真面目に取り組んでくれる学生ばかりです。

美容師は、時代にあったニーズに応えるために技術面では勉強の連続で、

日々の研究や練習などが欠かせません。またサロンの経営に関しても店長

になりたての頃は、スタッフ教育や数々のトラブルに苦労しました。しかし、

そのような様々な経験をしたことは、お客様はもちろんスタッフにも常に明

るく接することの糧となっています。

どのような人でも最初は素人から始まっています。分からないことや不安な

ことを積極的に声をかけ質問し、身につけるまで諦めない人が成長します。

変化と前進を繰り返し真剣に物事に向き合い努力すれば、美容師としての

素晴らしい世界が広がってきます。ぜひ活躍できる美容師をめざしてくだ

さい！

誰でもスタートは素人

SNIP Tokuyama  代表 （在職歴18年）
免許取得後、スタイリストに。デビュー半年で店長に抜擢。
現在はトップスタイリストとして活躍。

竹 内  正 人
カットクリエイティブコース／ヘアカラー

PROFILE

美容業界は流行の移り変わりが早いため、チャレンジと成長を繰り返し、続

けていくことが大切です。経験したことがないような壁に当たり乗り越え、

さらに次なる壁に挑む、こうしてレベルアップしていくことができます。技術

を磨く練習のなかでは手が荒れたり、何度も失敗したりと悩みも多くありま

すが、その積み重ねた経験のすべてが未来の自分につながっていきます。

美容師として働くためには、技術スキルや営業力、コミュニケーション力な

どが必要ですが、最も大切なのは「人間力」。明るく素直な人材が求められ

ます。YICには明るく元気な学生が多く、授業も真剣に取り組む姿勢が見ら

れ、私も毎回授業するのが楽しみです。

美容師は、あなた自身の夢とお客様の夢が叶えられる職業です。そして、

多くの方から「ありがとう」という感謝の言葉をいただきながら自分自身も周

りに感謝できる素敵な仕事です。

チャレンジと成長を繰り返し
「人間力」を磨く

藤 田  善 洋
カットクリエイティブコース／ヘアカット

有限会社ウィスタリア フィールド  代表取締役
WISTARIA FIELD （在職歴25年）
元America Hair JAM日本代表。
現在はヘアサロン、ブライダルサロンなど計11店舗を展開中。

PROFILE
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トータルビューティコース 
長見 知咲さん
（宇部西高等学校出身）

トータルビューティコース
内本 加奈子さん
（西京高等学校出身）

アイラッシュ エステ

大変細かい作業で予想よりも集中力
が必要でした。少しずつコツをつか
み、まつげをつけるスピードが速くな
るのが分かり、とても楽しかったです。
将来めざしている職業なのでとても身
になりました。

骨の位置やリンパの流れを意識した
マッサージは、考えていたより難し
かったです。特に力の入れ加減とリ
ズミカルにタッピングする技術は、練
習を積み重ねないと身につかないも
のだと実感しました。

Total Beauty

美容師免許国家資格／認定フェイシャルエステティシャン／認定ボディエステティシャン／
日本メイクアップ技術検定2級／ビューティ・コーディネーター検定（JBCA）／准福祉理美容士／
JNECネイリスト技能検定3級

取 得 可 能
ラ イ セ ン ス

幅広く美容をとらえ、様々な技術、知
識習得により激変する美容業界で新
たな可能性にチャレンジできる専門
技術を習得します。

総合技術習得に特化

専門性を最大限に活かしながら国家
資格をベースに多種多様な就職に対
応できる人材をめざします。

幅広い就職先

肌に合ったケアを提供できる
技術、知識を学びます。

フェイシャル

特殊メイク
映画の撮影などで使われる実
践的なメイクを学びます。

ウィッグでまつげエクステの
技術や、衛生面など、専門的
な知識を習得します。

アイラッシュ

サロンでの人気メニューの痩
身で実際にサイズダウンをさ
せたり、全身のトリートメント
や、タラソパックなどを学ん
だりします。

ボディ

ブライダル
ウエディングドレスに合うヘ
ア・メイクを学び、相モデル
で実践します。

肌やスキンケアに関する知識
など、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

現在の主軸となるトータルビューティ。
美容師免許取得に加えエステ、ブライダ
ル、アイラッシュなど美容師の概念にとら
われないトータルビューティを学びます。

美容師免許取得+α

広い美容業界で求められる総合美容技術を

より専門的に深く学ぶ2年間。

美容師免許の取得をめざすとともに、

美を内外側から磨く技術を習得します。

また、これからの美容業界で求められる

美容師免許以外の資格や検定も取得することができます。

卒業後、思い描く美容の世界で、即戦力として

活躍できる技術と自信は、あなたの強みとなります。

トータルビューティコース

現場で活躍できるトータルビューティのプロをめざす。

Introduction lesson

授 業 紹 介

カリキュラムPick up
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Total Beauty
Specialist Message

即戦力となる技術を業界のプロが直接指導！

美の知識と技術が習得できるＹＩＣだけの特別授業です。特別講師紹介

美容師として働いたり、いろいろな大会に参加したりするなかで多くの人と

出会いがあり、現在YICの特別講師として授業を行っています。活発で美

容に対して高い意識を持っている学生ばかりで、時にはこちらが感心させら

れることもあります。

美容業界に限らず働くうえでは、お客様と自分本来の心でしっかり向き合

い、笑顔で仕事を楽しむ気持ちが大切です。そのため自分が働いている場

所の周辺環境や来店される客層を把握し、身なりや接客、応対、立ち振る舞

いなどに気を配りながら接客を心掛けることが必要となります。

何かを始めたら続けてみないと分からないことが多くあります。途中、壁にあた

ると思う「やりたい・やめたい」という気持ちには必ず「その先」があります。続け

なければ分からないこと、自分が納得のいくまで挑戦しなければ、その「楽しさ」

は分かりません。自分を信じて夢に向かい、とことんチャレンジしてください。

何事も納得のいくまで
「とことん」挑戦

サロンオーナー。
通信教育で美容師免許取得。
入社後、数々の大会に出場。

本 多  雅 幸
トータルビューティコース／ヘアアレンジ

PROFILE

お客様にとって
心地良い距離感が大切です

サロンを独立開業した頃は、すべて１人でこなしていました。今では業務拡

充のためスタッフを雇用できるまでになりました。とはいえ、サロン経営の

ほか、スタッフ育成も試行錯誤しながら行っています。人を育てることによ

り自分自身もいろいろな意味で成長させられていると日々実感します。

美容業界だけでなく社会に出た時、大事だと感じることは「人との距離感」

です。同じ職場で働く同僚、お客様、業者の方など、コミュニケーションをと

り良い距離感で接することにより良い仕事ができるのではと思います。あと

は、素直さ。これも必要です。

私が仕事をするうえで心掛けているのは、いつも相手のことを考えて接客

すること。自身が発した言葉がどう相手に伝わり、相手がどう考えたかなど

接客時には特に気をつけています。美容の世界は広いです。気になること

があれば、とりあえず挑戦してみると良いと思います！
Eyelash-Salon Hug  オーナー （在職歴7年）
エステティシャンとして独立開業。
アイリストの認定エデュケーターも取得。

刀 祢  加 織
トータルビューティコース／アイラッシュ

PROFILE

YICの学生はいつも明るく元気で、自分のめざす職種に前向きに取り組んで

いる印象が強いです。美容に携わる一人として伝えたいのは、お客様のこと

を第一に考えることのできる心や、素直さ、対応力、そして人を思いやる気

持ちが大切だということ。さらに美容業界の深さ・魅力に対し探究心をもった

人材に育ってほしいと願っています。私自身、習得したと思った技術を実践

に移した時、なかなか上手くいかず試行錯誤しました。何事も経験しないと

分かりません。すぐに向き不向きを決めずに、納得いくまで取り組んだ先に

達成感や喜びが待っています。その経験が今の糧となっています。

美は女性の永遠のテーマです。そんな美とかかわれる業界では、お客様の

美容に関する悩みを改善へと導いたり、人をきれいにすることで自分自身の

美へもつながる素敵な職種です。

興味を持った今、その夢の実現に向け、一緒にがんばりましょう。

美容業は笑顔を作りだすことのできる
魅力的な仕事

YICビューティモード専門学校 （在職歴5年）
国際エステティック連盟フェイシャル＆ボディパスポート ゴールドマスター
AEA上級認定エステティシャン、日本メイクアップ技術検定1級取得

楠  愛 美
トータルビューティコース／メイク・エステ

PROFILE

長年にわたり美容業界に身を置き、その間に得たことは技術の向上はもちろ

ん、協調性や思いやりの大切さです。美容師は一人でもできますが、仲間

がいることでより大きな仕事ができます。とくに女性として、仕事と育児の

両立は大変でしたが、周りの理解と協力のお陰で続けることができました。

壁にあたった時、常に思う言葉があります。「できるか、できないかではない。

やるか、やらないか」です。主婦とキャリアの両立には様々な困難がありま

す。限られた時間、体力、年齢や気力など挙げればもっとありますが、女性

が社会的に正当な評価を得るために、あえて言い訳をせず成果にこだわり

仕事に向き合ってきました。美容師免許を取得していれば、美容の職種に

おいて、女性でも一緒に年齢を重ねることができる唯一無二の仕事ができ

ます。人生の節目となる結婚式や成人式といった一大イベントに携わること

ができるのも大きな喜びです。

仲間と支え合い、志を共有できれば
チームワークも強くなる

山 村  京 子
トータルビューティコース／ブライダル

株式会社ライブス  ディレクター
CHITOSE （在職歴24年）
現在、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。

PROFILE
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YIC Hair Make Live

YIC
HairMake
Live  2018

ベルクラシック防府にて開催決定！
2018.7.23 Mon

開催予告！

2017充
実の

YI
C

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。
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講 師 紹 介

学生の1日
山口県内外出身の、学生たち。一人暮らし派、実家派、それぞれの1日を紹介します！

先輩たち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にいながら受講できます。
現役スタイリストも目を見張る、スペシャルなテクニックを間近で体感！

Special Seminar スペシャルセミナー

DALIAセミナー
資生堂プロフェッショナルの
メイクアップセミナー

YIC

1.財布　2.教科書　3.ヘアーアイロン

カットクリエイティブコース（2年） 福島 恭平さん （唐津商業高等学校出身）

YIC CAMPUS LIFE一人暮らし × YIC CAMPUS LIFE一人暮らし ×

Q1 バッグの中身を見せて？ Q3 1日のスケジュールは？

Q2
1ヶ月の
生活費は？

1.

2.

3.

  7:00～  9:40… 起床・登校
  9:40～12:50… AM授業
12:50～13:30… 昼休み
13:30～16:10… PM授業
16:10～ ………… 放課後
 （練習後バイトなど）

一人暮らしなので、帰宅前には
買い出しに行ったり…。だいたい
２０時くらいにはゆったりできてます！

トータルビューティコース（2年） 田中 なつみさん （防府西高等学校出身）

YIC CAMPUS LIFE実家暮らし× YIC CAMPUS LIFE実家暮らし×

仕送り…… 60,000円

バイト代 … 50,000円

合計 110,000円 合計 110,000円

家　賃…… 50,000円

光熱費…… 30,000円

食費代…… 30,000円

収 入 支出

実家から電車で通学しています。駅から学校が近いの
で便利です。節約もしながらバイトもがんばっています。
入学して1年が過ぎ、自分から挨拶できるようになった
ことが成長したかなと思います。また、不安なところ
は放課後に練習し、自信が付くようになりました。

いつもカフェでは

友達と楽しいお話

しています┛┛

自分1人で家事全般をこなすことができるか不安があ
りました。しかし、その日にしなければならないことな
ど、時間の管理を心掛けるようにし、余裕のある時間
も作れるようになりました。一人暮らしのおかげで物
事に対し責任感を持って行動できるようになりました。

放課後は教室で

練習あるのみ！

友人との交流も楽しい！

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
プロの技を見ることができ、また指導していただく
ことができます。

受講のメリット

旬なトレンドメイクが学べる

より実践的な技術の習得

自分に合ったポイントメイクが学べる

1.
2.
3.

受講のメリット

時代のニーズに合わせた多様な講義！

学生だからこそ抱える悩みを解決！

一流サロンの美容師が講師！

1.
2.
3.

一流美容メーカー「ダリア」主催のセミナーは、時
代に合ったテーマでプログラムされています。
スペシャル講師は、業界トップクラスの技術・知名
度を誇る方ばかり。有名サロン講師が披露するテ
クニックを間近で見られるチャンスは、なかなかあ
りません。だから、現役サロンスタイリストも受講
しに来る人気セミナーなのです。

井上 智紗
資生堂プロフェッショナル株式会社
インストラクター
サロンワークを経て「資生堂SABFA」に入
学。卒業後、フリーのヘアメイクアーティ
ストとして活躍。現在は資生堂プロフェッ
ショナル株式会社の技術インストラクター
としてサロンを中心にヘア＆メイクの技術
指導、クリエーションメイクのアドバイザー
として活躍中。

2018年 講師

HEAVENS 小松 敦

〈講師実績〉　CANAAN 長崎英広／ vetica 内田聡一郎
　　　　　　Ｋ－ｔｗｏ 塚本 繁／ HEAVENS 森 福光
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915
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18
起床・
登校

睡眠自由時間・
バイトなど

放課後

授業

授業

昼休み

1.財布　2.お弁当　3.教科書
4.ダックカール　5.メイク道具　6.はさみ　7.定期　8.イヤホン

Q1 バッグの中身を見せて？ Q3 1日のスケジュールは？

Q2
1ヶ月の生活費は？

1.
3.

2.

5.

4. 8.
6.

7.

  7:30～  9:40 …… 起床・登校（電車）
  9:40～12:50 …… AM授業
12:50～13:30 …… 昼休み
13:30～16:10 …… PM授業
16:10～ ……………… 放課後

電車通学ですが、
学校は駅からすぐ近くなので
とっても便利です！

合計 40,000円

バイト代 ……………… 40,000円

収 入

0
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6

3

915
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18
起床・
登校

睡眠自由時間

放課後

授業

授業

昼休み
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東京
国 内 研 修 ツ ア ー

日本の最先端「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、

今後の学生生活や就職への目標も

見据える貴重な時間です。

最新情報発信地、
東京ならではの空気を体感。

東京へ出発

最新情報発信地、東京近郊を見学することに

より、「美容情報に敏感な感覚」を養います。ま

た、美容の激戦地東京近郊のサロンを見学・体

験し、今後の学生生活、就職などの目標を具体

化させます。

DAY

1

幼稚園へ出向き、親子で楽しんでいただく美容ボラン

ティアが毎年行われています。

体験した保護者の方からは「子育てで忙しいなか、美容

を楽しめた」と満足のうれしい声。

また、学生も「小さな子どもたち

に触れ合いながら、お母様に美

容を提供でき勉強になった」と励

みになっています。

それぞれの目標を見つけた
研修ツアー。

2日目

教員と学生、また学生同士が寝食を共にする

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。

学生技術大会全国大会見学。
仲間の応援も！

大会見学

学生技術大会全国大会見学により、レベルの

高い技術情報を得、共有することで次年度の

目標達成をめざします。

まちなかアートフェスタイベントに参加しました。

子どもたちにヘアアレンジやネイル、マッサージなど体験

していただきました。

体験した方からは「子どもが髪飾りが可愛くて気に入ってい

た」「日ごろしてあげられないヘアスタイルにしてもらえて

満足」と笑顔で写真を撮られていました。

小さいお子さんと触れ合い、優しく思い

やる様子が見受けられました。子どもと

のかかわり方も学べる良い機会でした。

YICではイベントを通し、地域の方と触れ合うことでより実践的な技術などの習得をめざしています。
時間内にお客様の要望通りに仕上げる、お客様とのコミュニケーションの取り方など
そこにはサロンワークで求められる要素が含まれており、大きな自信となります。

山口県内の「ものづくり」の達人が大集合！

YICの学生も参加し、「美」の楽しさをPRしています。　

学生は「地域の方と触れ合う機会ができ、学校とは違った

体験で勉強になった」とコミュニケーションの勉強になった

ことに満足。また、小さいお子さんにヘア

アレンジを体験いただき「可愛くなった！

かっこよくなった！」と、笑顔を見ることが

でき、充実感を味わえました。

ものづくりフェスタ2017（山口市）

こどもジャンボリー（宇部市）

多々良幼稚園ボランティア（防府市）

Beauty&

Communication

地 域 イ ベ ン ト Y I C

DAY

2
DAY

3
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達 成！！
100%

就職
内定率

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80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。

開校以来100%を堅持している万全の就職サポート

就職支援シラバス ［2017年度実施分］

1年次後期 2年次

2月 3月 春期休暇 4月 6月 7月 夏期休暇

● 自己PR
● 履歴書作成

● サロン研究
● 個別・集団面接対策

● 作文対策
● 一般教養試験対策 etc.

● 自己理解　　● 自己PR
● 履歴書作成 etc.

就
職
セ
ミ
ナ
ー

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ

自
主
実
習（
希
望
者
）

■
サ
ロ
ン
ワ
ー
ク
演
習

■
経
営
者
講
話

■
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

就職活動
学
生
技
術
大
会

自
主
実
習（
希
望
者
）

美
容
組
合

コ
ン
ク
ー
ル

授 業

卒業後10年間就職サポート
卒業後離職しても、再就職をサポートします。

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。

YICでは卒業後も安心！

就職サポート

2年生の4月頃から、サロン探しを始め、5月には見学
へ。その後、6月に面接し内定をいただきました。
YICではいろいろなサロンの方が会社説明に来校して
くださるので情報が得られます。甘くない美容の世界
で、目標は高く持ちがんばっていきます。

内定先のオーナーが実際に授業してくださる特別講師
で、本物の技術を体験し、話も聞けて身近に感じるこ
とができました。ほかのサロンもそれぞれ魅力があり
ましたが、実際にサロンへ見学に行き、スタッフの方と
もお話でき安心できました。

美容系の仕事に就きたくてYICへ。2年の夏休み頃か
ら行きたかった大阪方面でサロン探しを開始。実際に
客として行き、スタッフの方や店内の雰囲気を感じ決
めました。教えられた挨拶の重要性を忘れず、明るく
がんばっていきます！

難波 美結さん（田布施農工高等学校出身）

内　定　先    ：  TAYA 心斎橋店

YICは私のやりたい美容のことが詰まった学校でした。
インターシップで経験したサロンでバイトをさせていた
だき、そのお陰で就職も決まりました。これからもお客
様やサロンスタッフの方に、元気な挨拶を心掛けてい
こうと思います。

蔵永 莉聖さん（防府高等学校出身）

内　定　先    ：  CORSO 防府店

美容師免許、メイク検定2級、色彩検定3級、
ビューティ・コーディネーター 3級（JBCA）、着付検定3級

取得資格

田中 大樹さん（徳山高等学校徳山北分校出身）

内　定　先    ：  株式会社 田谷

美容師免許、メイク検定3級、色彩検定3級、
ビューティ・コーディネーター 3級（JBCA）、ネイル3級

取得資格

永安 亮さん（長門高等学校出身）

内　定　先    ：  株式会社blanc

美容師免許、メイク検定3級取得資格

美容師免許、メイク検定2級、色彩検定3級、
着付検定3級、ネイル3級

取得資格

美容師
山口県内：8～10月
山口県外：4～7月
エステ：4～6月
メイク：3～5月
ネイル：6～8月

YICだからできる！ 就職サポートのヒミツ

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。

美容業界の
採用試験ピークって
いつなの？

それぞれの採用試験にむけて、
しっかり準備していきましょう。

Q.

A.

就職までをしっかりサポート！

就活での不安をゼロにする！

校内での
会社説明会

29社参加！

あなたが希望する
就職先の人が来校して
詳しく説明してくれます！

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
がサロンと参加！

YICだからできる！

地元企業からの
オファーも多数
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…！

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
教員全員が

キャリア・サポーターの
資格を取得。

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！

就職内定企業 
［2009～2017年度］

山 口 県 就 職 先

山口県
広島県

・・・51%（29人中15人）
・・・・・・・6%（29人中2人）

九州圏
関西圏

・・・・・・13%（29人中4人）
・・・・・・・・・7%（29人中7人）

首都圏・・・・・・3%（29人中1人）

美容師・・・62%（29人中18人） エステティシャン・・・24%（29人中7人） その他・・・14%（29人中4人）

県 外 就 職 先
美容院

Amica／fuhcoh
下関市

ALURE／AMIX hair works／Anela-u’i ／
ATENA／AVANCE／canoë／MIK I／
NewStyle／ステラ／ティアラビューティヘア

山口市

Begrepp／B-FREE／CHITOSE／COLOR 
BAR／Decore／MAKI／MIYOKO／NOA／
RAI-RAI Hair Essence／SNIP／SHAMPOO
／YOSHIKO／ビューティサロン佐竹／プライム
／マキ美容院

周南市

Beautissimo／CORSO／FREEDOM／
HAIR RESORT first／VAN COUNCIL／
イマージュ／イマジン／ベラ／ループヘアー

防府市

エステ

POLA／綺麗／さら／リンリン／SARA／ホウ
ジョウアズプランニング

山口市

CHITOSE／cure／WORLD／アイドゥー／アローム
／エステティックTBC／株式会社プレス・ド・ルポ

周南市

化粧品販売

カネボウ／コーセー／サンビ／資生堂／山口
井筒屋／わたなべ

山口市

近鉄松下百貨店／みやもと化粧品店
周南市

ネイル

ATENA／NewStyle／ネイルサロン ディスコレ
山口市

その他

株式会社オンワード樫山
山口市

K’s Group（防府市）／ライブジム（周南市）
その他の市町村

LashinVan（防府市）／アムール（防府市）／
ソフィア（防府市）／ミント（防府市）／CREVE 
Salon（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（宇部市）／エスティローズ（柳井市）

その他の市町村

Fe／RAKU Hair／YAKUSHI／エミール
下松市

hair Dr. feliź／JAM’s hair／粋美ビューティ
スタジオ／

岩国市

fiore／Runway hair＆CO／Y's hair／アンジェ・クール
宇部市

A-line（萩市）／art-centtier（長門市）／
C.estrie（光市）／ UN（光市）／
キャロット（田布施市）／シュタール（田布施市）
／ 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（柳井町）／やまね（周防大島町）

その他の市町村

美容院

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·Ｐ·Ａ

広島県

DOT1101／aice'-honey／arge／CHERISH
／ENGLISH ROSE／air／BEAUTRIM／
FESS cut & colors／hair make Bis!／
LOGIQUE／mod's hair／TAYA九州支社／
ビュティ長谷川／ヘアーサロンダイマル

福岡県

k-two／ALVIVE／Brace／
DEAR CORPORATION／MODE K’s／
NYNY／S-TAGE／VOGUE／アイズ／
マロン美容室／アイビ株式会社 ウノプリール／
株式会社ハッピーヘアライフホールディングス

関西圏

Ash／DADA CuBic／GLAD.／grace／
HAIR DIMENSION／kakimoto arms／
Natural／TAYA／TONI & GUY／
ZENKO／シーホースジャパン／ソニア／
株式会社ローネス

首都圏

エステ

calmia／metoo／SONIA／
エスペラントコーポレーション／ピエロ

広島県

STUDIO RUSH／ティグレ
福岡県

化粧品販売

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

広島県・首都圏

ネイル

KIKI's Nail（広島県）／R's6（福岡県）／
Nail Salon Asian（首都圏）／
ソシエ・ワールド（首都圏）／べレックス（首都圏）

広島県・福岡県・首都圏

PMKメディカルラボ／R-Be／イーズ／
エイチ・ツー・オー／エルセーヌ／ブリアント／
ボディワーク

関西圏

PMKメディカルラボ／エステティックTBC／
エルセーヌ／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

首都圏

美 容 師
美 容 師

美 容 師 美 容 師

内 定 者  VO I C E

（29名中29名）

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

ほかにコミュケーション
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。

2018年3月

2017年度生の
就 職

就職地域

職種割合
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施設・設備紹介
新山口駅新幹線口のすぐ前にあるYIC Studioが
YICビューティモード専門学校の校舎。
最新の設備を備えた実習室などの恵まれた学習環境を用意し、
皆さんの夢の実現を応援します。

ボディ、フェイシャル、リフレクソロジー
などのエステの実習を行います。

エステ室
ランチタイムや空き時間に、会話も弾む
空間です。

Café de YIC美容実習室
最新のプロ仕様の機器や設備を備え、
シャンプー、カット、ワインディングなど
の実習を行います。

ヘア・エステ・メイク・ネイルの体験講座。YICの学生&教員といっしょに楽しい一時を過ごしましょう。

授業内容や資格、就職、入試制度についても分かりやすく説明します。

学費サポート

※ 上記制度を利用する方は、出願前に各制度の申請を済ませてください。
　 なお願書への記入をお忘れのないようにしてください。
　 記入ミス、記入漏れがある場合はその制度を受けることができません。

オープンキャンパス

体 入学

体 入学

体 入学

体 入学

体 入学

体 入学

体 入学

体 入学

体 入学

体 入学

11月17日（土）

12月 1日（土）

12月15日（土）

1月12日（土）

1月26日（土）

2月 9日（土）

2月23日（土）

3月10日（日）

3月16日（土）

体 入学3月26日（火）

3月28日（木）

8月 7日（火）

8月22日（水）

8月28日（火）

9月 9日（日）

体 入学

体 入学

体 入学

体 入学

体 入学

体 入学

体 入学

体 入学

9月22日（土）

9月29日（土）

10月13日（土）

10月20日（土）

10月28日（日）

11月10日（土）

体 入学

体 入学

5月13日（日）

5月19日（土）

6月 9日（土）

6月16日（土）

6月24日（日）

7月 7日（土）

7月21日（土）

7月25日（水）

7月28日（土）

8月 5日（日）

体 入学

体 入学

体 入学

体 入学

体 入学

体 入学

体 入学

体 入学

体 入学

体 入学

…10：00～12：30

…13：00～15：30

…18：30～20：30

時間帯

…体験講座。YICの授業を実際に体験+プチ学校説明会体

…学校説明会。YICのすべてを教えます。いろいろ質問して気になることを確認しよう。学

…入試説明会。YICの入試について説明します。模擬面接なども実施します。入

開催
内容

オープンキャンパスの
最新情報はコチラを

チェック！

YIC のいつもの様子も見てね！

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。

夜 間 説 明 会

ＹＩＣのオープンキャンパスは毎月開催！オープンキャンパス スケジュール

日曜・午後・夜間の開催が加わり 参加しやすくなりました！

すべてのオープンキャンパスにお
いてサポートします！

県内
県外5,000円3,500円～500円

※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
ンパスに参加される方のみが対象

です。

交通費サポートキャンペーン
遠方からの参加も

安心です！

Open Campus
指定校推薦奨学生制度

人物、学力ともに優れた指定校推薦区分者で奨学生制度の申請書を提出した者

10月1日（月）～ 11月９日（金）

入学選考と併せて実施

【面接】10月  6日（土）（第1回入学選考日）
　　　10月26日（金）（第2回入学選考日）
　　　11月16日（金）（第3回入学選考日）

8月31日までに申請した者は初年度の後期授業料5万円減免、
9月1日以降に申請した者は3万円減免

自己推薦区分者で奨学生制度の申請書を提出した者

10月1日（月）～ 2019年3月29日（金）

入学選考と併せて実施

8月31日までに申請した者は初年度の後期授業料3万円減免、
9月1日以降に申請した者は2万円減免

社会人推薦区分者で奨学生制度の申請書を提出した者

10月1日（月）～ 2019年3月29日（金）

入学選考と併せて実施

8月31日までに申請した者は初年度の後期授業料3万円減免、
9月1日以降に申請した者は2万円減免

自己推薦奨学生制度

社会人特待生奨学生制度

申込資格
申込期間

選考方法

選  考  日

特　　典

申込資格

申込期間
選考方法

特　　典

申込資格

申込期間
選考方法

特　　典

2019年度出願区分奨学生制度

弘中 元治さん（聖光高等学校出身）
カットクリエイティブコース（2年）

一度はきちんと自分の目で学校を見ておきたいと
思い参加しました。駅から近いYICの設備はきれ
いで整っており、先生や先輩方も優しく明るく好印
象でした。入学を決めた理由のひとつに、学校行
事のなかでイベントが多いところも魅力的でした。

昨年参加し
た先輩の声

このほかにもサポート制度はございます。
詳しくは、ホームページをご覧ください
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