
 
 

   募 集 要 項

   茨城理容美容専⾨学校

  2022年度



1.募集⼈員
理容科  専⾨課程   ２４名
 美容科  専⾨課程   ７２名

2.修業年限
2年

3.出願資格
⾼等学校以上の卒業⽣および2022年３⽉⾼等学校卒業⾒込み⽅

4.募集期間および⼊学選考⽇

①受付期間:2021年10⽉1⽇〜10⽉15⽇
考査期⽇:2021年10⽉16⽇

②受付期間:2021年10⽉17⽇〜11⽉2⽇
考査期⽇:2021年11⽉3⽇

①受付期間:2021年10⽉1⽇〜11⽉2⽇
考査期⽇:2021年11⽉3⽇

②受付期間:2021年11⽉4⽇〜12⽉17⽇
考査期⽇:2021年12⽉18⽇

③受付期間:2021年12⽉20⽇〜2022年2⽉4⽇

①受付期間:2021年10⽉1⽇〜11⽉2⽇

②受付期間:2021年11⽉4⽇〜2022年2⽉25⽇

AO⼊試 「10.AO⼊学」参照してください。

指定校推薦⼊試

学校推薦⼊試

⼀般⼊試

-AO募集−

考査科⽬:書類審査・⾯接

考査科⽬:書類審査・⾯接

考査期⽇: 適宜、受験票に提⽰します。

  考査科⽬:⾯談

考査科⽬:書類審査・⾯接

原則として⼟曜⽇に⾏います。

考査期⽇:適宜、受験票に提⽰します。

考査科⽬:書類審査・常識問題・⾯接

考査期⽇:2021年11⽉3⽇
考査科⽬:書類審査・常識問題・⾯接

  原則として⼟曜⽇に⾏います。 

エントリー期間:2021年6⽉1⽇〜9⽉24⽇

  出願期間:2021年10⽉1⽇〜10⽉29⽇

   考査科⽬:書類審査
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5.出願コース

科別 出願タイプ

・⾼等学校卒業以上（2022年3⽉⾼等学校卒業⾒込みを含む）
・オープンキャンパス、説明会、学校⾒学などに1回以上参加した⽅

科別 出願タイプ

         (⾼等学校1年次より3年次1学期まで)
・本校専願者の⽅

             (⾼等学校1年次より3年次1学期まで)
・本校専願者の⽅

＜エントリー資格＞
・⾼等学校卒業以上（2022年3⽉⾼等学校卒業⾒込みを含む）

＜出願資格＞

6.合否結果の通知
        合否結果(AOも含む)について、考査終了後7⽇程度で本⼈宛に郵送にて通知します。
        合格者には「合格通知書」および⼊学⼿続き関係書類を同封し送付します。

・2022年3⽉卒業⾒込みの⽅ 

         (⾼等学校1年次より3年次1学期まで)

AO⼊学

理容科
24名

指定校
推薦⼊学

⼀般⼊学

学校
推薦⼊学

・学習成績概評がC段階3.0以上で⽋席⽇数が２0⽇以内の⽅                     

・オープンキャンパス、説明会、学校⾒学等に1回以上参加した⽅

・AO⼊試⾯談結果で内定を受けた⽅

・本校専願者の⽅

・2022年3⽉卒業⾒込みで、⾼等学校⻑が推薦する⽅                                 
・指定校の有無と採⽤⼈数については、⾼等学校に確認してください

出願資格

・2022年3⽉卒業⾒込みの⽅ 
・学習成績概評がC段階3.2以上で⽋席⽇数が２0⽇以内の⽅ 

・学習成績概評がC段階２.7以上で⽋席⽇数が２0⽇以内の⽅                     

・本校専願者の⽅

AO⼊学

・⾼等学校卒業以上の⽅（2022年3⽉⾼等学校卒業⾒込み者を含む）

＜エントリー資格＞

・本校専願者の⽅
＜出願資格＞
・AO⼊試⾯談結果で内定を受けた⽅

指定校
推薦⼊学

学校
推薦⼊学

⼀般⼊学

美容科
72名

・学習成績概評がC段階3.2以上で⽋席⽇数が２0⽇以内の⽅                     

・⾼等学校卒業以上の⽅(2022年3⽉⾼等学校卒業⾒込み者を含む）

・2022年3⽉卒業⾒込みで、⾼等学校⻑が推薦する⽅                                  ⾼等学校1年次より3年次1学期までの学習成績概評がC段階２．７以上で⽋席⽇数が２0⽇以内の者
・指定校の有無と採⽤⼈数については、⾼等学校に確認してください

出願資格

         (⾼等学校1年次より3年次1学期まで)
・本校専願者の⽅
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7.出願コース別募集要項

本校が指定する⾼等学校在学⽣で「茨城理容美容専⾨学校」を第⼀志望
として、本校の基準に合った⽅が指定校推薦⼊試が受けられます。

・⼊学願書(本校所定)

・⾼等学校調査票

・指定校推薦書(本校所定)

・受験票および受領証(本校所定)

・写真(半⾝脱帽4cm×3cm 3ケ⽉以内に撮影したもの) 2枚

・返送⽤封筒(宛名を記載し84円切⼿を貼付)

・⼊学検定料 15,000円(AO⼊試で内定の⽅は無料)

     学校推薦
⾼等学校在学⽣で「茨城理容美容専⾨学校」を第⼀志望として、本校の基準に
合った⽅が⾼等学校⻑より推薦を受け推薦⼊試が受けられます。

・⼊学願書(本校所定)

・⾼等学校調査票

・推薦書(本校所定)

・受験票および受領証(本校所定)

・写真(半⾝脱帽4cm×3cm 3ケ⽉以内に撮影したもの) 2枚

・返送⽤封筒(宛名を記載し84円切⼿を貼付)

・⼊学検定料 15,000円(AO⼊試で内定の⽅は無料)

       ⼀  般
・⼊学願書(本校所定)

・⾼等学校調査票

・受験票および受領証(本校所定)

・写真(半⾝脱帽4cm×3cm 3ケ⽉以内に撮影したもの) 2枚

・返送⽤封筒(宛名を記載し84円切⼿を貼付)

・⼊学検定料 15,000円

      A  O

 *⼊学検定料は郵便為替で、「受取指定欄」、「受取⼈住所⽒名・印鑑」 

  *AO⼊試で「内定通知書」が出ている⽅は、出願時に「指定校」「学校推薦」
   に切り替えることができます。

  「委任欄」は無記名でお願いします。

 「10.AO⼊学」参照してください。

学校
推薦⼊学

⼀般⼊学

     指定校推薦

指定校
推薦⼊学
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⼊学時 180,000 160,000 100,000 10,000 28,000 160,000 76,000 !"#$%%%

第２期
（７⽉）
第３期

（11⽉）

４⽉ 100,000 28,000 160,000 76,000 &'#$%%%

第５期
（７⽉）
第６期

（11⽉）
計 180,000 160,000 200,000 10,000 56,000 960,000 456,000 ($%(($%%%

     3⽉31⽇までに⼊学辞退の申し出をした⽅は、⼊学⾦を除き授業料などを返⾦します。
 ただし、専願⼊学者には適⽤されません。

 9.実習教材・その他の費⽤(2021年実績)

                      2 年 次

①刈込はさみ3ケ ①ウイッグ 10ケ(国家試験対策⽤)
②梳きはさみ 1ケ ②ミディアムカット⽤ウイッグ 1ケ
③ウイッグ 10ケ ③ボンバージュ⽤ウイッグ 1ケ

④その他 35品⽬               約172,080円 ④その他 5品⽬          約89,390円

                      2 年 次

①ウイッグ 7ケ ①ウイッグ 24ケ
  国家試験対策⽤ 23ケ  アップ⽤ 1ケ
②メイクアップキット

⑤その他 37品⽬         約170,100円 ③その他 12品⽬            約141,000円
     *その他
・制服（スーツ )・靴（上）・ユニホーム（上下）男 約69，200円〜 ⼥ 約65,200円〜 
 ･教材カラーツールセット（ウイッグも含む）

 ･教科書・副読本（2021年度実績）  理容科約18，805円  美容科約17，183円

   ・実習道具にかかわる費⽤は消費税、カリキュラムの内容によって変更する場合があります。

(&'$%%%

㎥

(&'$%%%

                  25,000円

実習費
⽉額

19,000

授業料
⽉額

40,000

④マイルドシェービングセット
ヘッドエステセット・スタイリングレザー

    レディース7ケ・ボンバージュ1ケ・メンズ1ケ
ワインディング⽤1ケ

   国家試験⽤ 2ケ・バイオスキンドール 1ケ

        ③はさみ 2ケ  ④アイロン 2ケ
②マニキュアセット・フェーシャルキット

 カット⽤ 4ケ

160,000

教育
充実費

同窓
会費

校友
会費

(&'$%%%

美 容

理 容

⼊ 学 ⾦
施設

設備費

1 年 次

1 年 次

76,000

76,000

76,000

160,000

76,000

160,000

160,000

(&'$%%%

*&*

8.学納⾦(2021年実績)

*#*

単位:円



 

・AO⼊試は、⾼等学校の推薦書は必要ありません。また評定平均の制限もありません。

≪本校が求める学⽣像（アドミッション・ポリシー）≫
接客業を営むことから明るく、素直な⼼を持った⼈。
真⾯⽬に勉学に取り組み、粘り強く⽬標に向かって努⼒できる⼈。

・⾼等学校卒業以上（2022年3⽉⾼等学校卒業⾒込みを含む）
・オープンキャンパス、説明会、学校⾒学に1回以上参加した⽅
・本校専願者の⽅
・オープンキャンパスなどに参加、エントリーシートをもらう。

⾯接試験終了後、1週間程度で⾼等学校卒業⾒込の受験⽣は出⾝⾼校と⾃宅へ
内定通知書を送付致します。その他の受験⽣は⾃宅へ内定通知書を送付致します。
※内定通知書は、あくまでも⼊学を内定するものであり、合格通知ではありません。
10⽉からの願書出願が必要となります。

・⼊学願書(本校所定)
・⾼校調査票(卒業⾒込み者)⼜は成績証明書(既卒者) 、卒業証明書(既卒者)

・内定通知表(コピー)
・写真(半⾝脱帽4cm×3cm 3ケ⽉以内に撮影したもの) 2枚
・返送⽤封筒(宛名を記載し84円切⼿を貼付)
・⼊学検定料 無料

*内定の⽅で、出願時に「指定校推薦」、「学校推薦」の基準にある⽅は切り替えることができます。

内定通知

エントリーシート

・受験票および受領証(本校所定)

A:2021年6⽉26⽇(⼟)       E:2021年9⽉25⽇(⼟)

・2021年6⽉1⽇から9⽉24⽇
出願状況により募集を締め切る場合があります
・審査料15,000円

・郵送の場合
2021年10⽉1⽇(⾦)〜10⽉29⽇(⾦)*必着
・本校窓⼝受渡しの場合
2021年10⽉1⽇(⾦)〜10⽉30⽇(⼟)17:00迄

 します。

AO⼊試⾯談結果で内定を受けた⽅

理容科・美容科(専⾨課程)

c:2021年8⽉21⽇(⼟)
D:2021年9⽉4⽇(⼟)

 ＡＯ⼊学要項

出願期間

出願書類

エントリー
資格

学科

B:2021年7⽉17⽇(⼟)

エントリー
期間

  合否を決める⼊試⽅法です。

   10.ＡＯ⼊学

⾯談⽇

出願資格

・将来理・美容分野で活躍したいとの⽬標と熱意のある⽅のエントリーをお待ちしています。

・AO（アドミッション・オフィス）⼊試とは、出願者⾃⾝の⼈物像を学校側が求める学⽣像と照らし合わせて

・過去の成績で⼊学者を選抜するのではなく、エントリーシートと⾯談を通して出願者の能⼒、意欲等を評価

!"!

⾯談時刻は午前中11:00より⾏います。
⾯談希望⽇をエントリーシートに記⼊してください。



 

ＡＯ⼊学の流れ

書類審査にて合否を判定します。 合格通知および⼊学⼿続きを送ります。

エントリーシートに必要事項を記⼊し、持参、郵送（封筒は各⾃ご⽤意くだ
さい。折って郵送してもかまいません）、のいずれかの⽅法でエントリー期限
内に提出してください。希望⾯接⽇はエントリーシートから選び、○を記⼊し
てください。

エントリー受付後、⾯接⽇を郵送にて本⼈へ通知します。⾯談では、理容・
美容分野への意欲や熱意、将来の⽬標や本校志望理由などをお話しくだ
さい。 また本校についての質問もしてください。

⾯接後1週間以内にAO⼊試エントリー結果を郵送します。
出願内定を受けたエントリー者には「AO⼊試結果合格内定書」を⾼等学
校へも発⾏します。
*内定書はAO⼊試での出願を認めるもので、正式な「合格通知」ではあり
ません。

オープンキャンパスや学校⾒学などに参加して、本校を理解してください。
エントリーシートはオープンキャンパスなどで配布しますので申し出てください。

⼊学願書に必要事項を記⼊し、必要書類を添付し期限内に提出して下さ
い。 なお、内定者の⽅は「指定校」、「学校推薦」に切り替えることが出来
ます。

本校を
理解する

AO⼊試に
エントリー

⾯談

AO⼊試結果
を通知

⼊学願書提出
10⽉1⽇〜

合格通知

!"!
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 11.その他

学⽣定期割引証明書（列⾞・バス）を発⾏しております。

アパート希望の⽅は斡旋いたします。                                                       

    12.就学サポート

       1.本校独⾃サポート

・ 評価評定3.2以上

 1.2022年3⽉に⾼等学校卒業の⾒込みの⽅

 2.本校専願者の⽅

 3.⼊学納⼊⾦の50,000円を免除

 ・評価評定3.5以上

 1.2022年3⽉に⾼等学校卒業の⾒込みの⽅
 2.本校専願者の⽅

 3.⼊学納⼊⾦の80,000円を免除

 ・理容科 評価評定2.7以上    美容科   評価評定3.0以上

 1.2022年3⽉に⾼等学校卒業の⾒込みの⽅で、
    出⾝⾼等学校⻑の推薦を受けられる⽅

 2.⽋席⽇数が20⽇以内（３学年1学期まで）

 3.本校専願者の⽅
 4.⼊学納⼊⾦の30,000円を免除

この制度は、本校へ⼊学(2022年4⽉)した学⽣の⽗⺟もしくは兄弟姉妹が
本校の卒業⽣または在校⽣である場合に、学費を⽀援する制度です。

 特典:奨学⾦ 50,000円

対象で、 アパート代の⼀部を補助する制度です。

この制度を利⽤するにあたっては条件を満たしていることが必要です。

   特典:補助⾦ 1ヶ⽉ 10,000円

＊同窓⽣⼦弟制度・ひとり暮らし助成⾦制度については夏の体験時あるいは⼊学後説明をします。
    詳細お問い合わせは茨城理容美容専⾨学校 担当柏⽊ 
  ＴＥＬ０２９９−２２−２３７３

             ＊指定校の有無と採⽤⼈数については、⾼等学校にお問い合わせください。

学校推薦⼊学

⼊学後申し込み（申請）⼿続きにより 下記の奨学⾦を初年度学費より減額しま
す。

この制度は、⽯岡市内で本校近辺にアパートなどで⼀⼈暮らしをしている学⽣が

                         ⼊学後、申し込み（申請）⼿続きが必要になります。                                        

同窓⽣⼦弟
奨学制度

指定校推薦制度

ひとり暮らし
助成⾦制度
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    2.⽇本学⽣⽀援機構

  得られた⽅。
 ・本校⼊学後に⽇本学⽣⽀援機構の申し込みを希望の⽅。  
・⼊学⽉を始期として奨学⾦の貸与を受ける⽅は,希望により,⼊学⽉の 基本⽉額に以下の⾦額
  を増額して貸与を受けることができます。(⼊学時特別増額貸与)

    ・奨学⾦は毎⽉,本⼈名義の銀⾏,信⽤⾦庫⼜は労働⾦庫の普通⼝座に振り込まれます。

    3.茨城県奨学資⾦

      4.教育ローン
●⽇本政策⾦融⾦庫国の教育ローン  http//www.jfc.go.jp/

●常陽銀⾏教育ローン       http//www.joyobank.co.jp/

●筑波銀⾏教育ローン          http//www.tsukubabank.co.jp/

●⽔⼾信⽤⾦庫教育ローン                 http//www.mitoshin.co.jp/

区 分

⾃宅通学

10万円、２０万円、30万円
40万円、５０万円

貸与⽉額

36,000円

有40,000円

・⾼校在学中に⽇本学⽣⽀援機構による2022年度⼤学等奨学⽣採⽤候補者の資格を

第⼀種奨学⾦
( 無利⼦)

第ニ種奨学⾦
(有利⼦)

⼊学時特別増額貸与
(第⼀・ニ種奨学⾦
申込み者に限る)

種  類 募集時期

4⽉

4⽉

⼊学時

貸与⽉額

    茨城県教育庁⾼等教育課 管理担当 Tel  029-301-5245 ⼤学・短⼤・専修学校  
    の学⽣を対象 無利⼦。        

償還義務

有

⾃宅外通学

  ２万〜11万円

  ⾃宅外 2万〜6万円

  ⾃宅  2万、3万、4万、5.3万円           

!"!
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●オリエントコーポレーション教育ローン http//orico.tv/gakuhi/login.php       



 

   13.通信課程

  ・本校では、理・美容所へ従事している⽅、最終学歴が⾼校卒以上の⽅のみを対象にして
    カリキュラムが編成されています。履修時間数は3年間で300時間以上となっており、
    各年度を春季・夏季に分けて各々約10⽇間⾯接授業を⾏います。

修業年限

 出願⼿続き
 下記の書類をまとめて本校窓⼝に提出または書留郵送

   1.⼊学願書(本校所定⽤紙)

   2.最終学歴の卒業証明書

   3.写真（半⾝脱帽４ｃｍ×３ｃｍ ３ケ⽉以内に撮影したもの） 2枚

   4. 受験票および受領証

   5.返送⽤封筒(宛名を書き84円切⼿を貼付)

   6.在職証明書（本校所定⽤紙）勤務先の理美容所の経営者が記⼊する

        7.⼊学検定料（１５，０００円）郵便為替か現⾦書留                   

   ＊郵便局発⾏の普通為替（「受取指定欄」、「受取⼈住所⽒名・印鑑」、「委任欄」
    は無記載でお願いします。)

    願書⼿続き(⾼校卒業以上)

   本校へ郵送もしくは持参。（⼟、⽇及び祝⽇を除く、午前9時より午後4時まで受付）

2021年5⽉6⽇（⽊）〜9⽉27⽇（⽉）

受験⽣に送付した受験票に記載

⼀般常識問題（筆記試験）、⾯接、書類審査

合否結果について、考査終了後7⽇程度で本⼈宛に郵送にて通知
 します。

合格者には「合格通知書」および⼊学⼿続き関係書類を同封し
 送付します。

合格発表から指⽰された⽇にちまでの納⼊となります。

理容科17名

美容科50名

合否結果の通知

選考⽅法

応募資格

    ⼊学納⼊⾦

募集⼈員

募集期間

選 考 ⽇

3年 2021年10⽉

2021年10⽉3年

⾼校卒業以上

理容室へ従事している⽅

⾼校卒業以上

美容室へ従事している⽅

⼊学時期

!"!

⾼校在学中の⼊学は出来ません



 

    学納⾦

*9⽉30⽇まで⼊学辞退を申し出た⽅は、⼊学⾦を除き授業料などを返還いたします。

 14.修得者課程

 計

166,000円

35,000円

10,000円

211,000円491.000円

10,000円

10,000円

35,000円

166,000円 166,000円

35,000円

10,000円

211,000円

諸経費(年額）

⼊学⾦

施設設備費 150,000円

120,000円

2年次

授業料(年額)

実習費(年額) 

同窓会⼊会費
（終⾝会員）

3年次初年度

・ 理容師または美容師が他⽅の資格を取得しやすくするために制度が改正され、
2018年 4⽉から理容師養成施設には「美容修得者課程」が、美容師養成施設
には、「理容修得者課程」が設置できるようになりました。
2019年度から理容師または美容師の資格を持った⽅が、他⽅の資格を取得する
際に、「技術理論」を除く筆記試験の免除が可能になります。
理容師、美容師両⽅の資格を取得する道がぐっと⾝近になりました。

・専⾨課程:修業年限1年
2年間で理容科あるいは美容科を卒業し、4⽉から修得者課程へ⼊学することに
より3年⽬で両⽅の資格を有することが出来ます。

・通信課程:修業年限1,5年
2年間で理容科あるいは美容科を卒業し、1,5年の修業年限を3回のスクーリングに
わけて履修をします。
・⼊学資格
専⾨課程、通信課程共
①理容師・美容師のいずれかの免許取得者
②2022年3⽉理容師・美容師養成施設卒業⾒込者
・詳細は本校のHPで⾒られます。
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