
平成３０年度 事業報告書

学校法人 小土井学園

倉敷ビュ－ティ－カレッジ

１ 法人の概要

（１） 学園の理念

美容教育を通じ、地域・社会に貢献し、グロ－バルに対応できる人材育成をめざす。

（２） 学校法人小土井学園の沿革

平成１３年３月 学校法人として岡山県知事認可

美容師養成施設として厚生労働大臣指定

平成１５年９月 米子校知事認可

平成１６年４月 米子ビュ－ティ－カレッジ開校

平成１６年６月 高梁日新高校とのダブルスク－ル制度提携

平成１６年７月 小土井学園奨学生制度の創設

平成１７年１月 倉敷ビュ－ティ－カレッジ同窓会設立

平成１８年３月 バックシャンプ－台１０台導入

平成１８年４月 ＴＯＮＹ＆ＧＵＹの教育提携校

平成２０年４月 ビュ－ティ－専科を創設

平成２４年～ 通信制始業を春入学に変更

平成２８年～ ポリカ導入による授業改革

平成２９年～ 文部科学大臣認定 職業実践専門課程認定校

平成３０年１１月 ほめて伸ばす美容専門学校 「ほめ美」看板校舎壁面に設置

平成３０年～ 日本アロマコ－ディネ－タ－協会学校法人加盟校認定

平成３０年３月 倉敷ビュ－ティ－カレッジ第２駐車場土地取得

（３）学科等の学生数の状況（平成３０年５月１日現在）

学科・コ－ス 修業年限・学年 在籍者数

美容師養成科（２年制）
２学年 ２１名

１学年 ２３名

ビュ－ティ－専科

（1 年制）

ネイルコ－ス １学年 １７名

メイク＆フェイシャルエステコ－ス １学年 １２名

美容師養成科通信

課程（３年制）

サロン生

３学年 ８名

２学年 １２名

１学年 ２２名

高梁日新生

３学年 ２３名

２学年 ３２名

１学年 ２３名

倉敷ビュ－ティ－カレッジ 学生在籍者数合計 １９３名



２ 平成３０年度 事業の概要

（１） 指導の重点と最重点業務

1 指導の重点

〇社会に通用する「挨拶」「言葉遣い」を身に着けさせる。

・その場での指導 ・授業の始めと終わりの挨拶

〇何事にも「チャレンジ精神」をもって取り組ませる。

・各種コンテストに挑戦をさせる。

【平成３０年度主な実績】

・第５８回岡山県美容技術コンク－ル（Ｈ３０．７．１６）

フリ－スタイルカット部門 優勝 能登一成（美容科２年）

・第１０回全国理容美容学生技術大会 中国地区大会（Ｈ３０．８．２３）

アップスタイル部門 優勝 貝原杏奈（美容科２年）

・第１０回全国理容美容学生技術大会（Ｈ３０．１１．１８）

アップスタイル部門 貝原杏奈、田岡七望 カット部門 磯崎 颯 ３名出場

・ＩＢＥＸ２０１９ ケアカラ－ジュニア部門 優勝 藤村めぐみ（ネイルコ－ス）

2 最重点業務

〇学生募集 【目標】 美容師養成科 ３０名以上

専科・美容師養成科通信課程を含めた合計 １００名以上

・高校訪問の強化 重点校は年間１０回以上訪問

・オ－プンキャンパスの内容の充実と参加生徒の増加 学生を前面に出す。

【平成３０年度実績】

※オ－プンキャンパス（年間２８回）参加生徒数 ３１３名 保護者５１名

※平成３１年度入学者数 美容師養成科 ２９名（昨年度２３名）

専科 ネイルコ－ス １３名

メイクコ－ス ２９名 専科計 ４２名（昨年度３０名）

通信サロン生 １６名

通信日新生 ３６名 合計 １２３名（昨年度９７名）

（２） 高校ガイダンス参加一覧

実 施 月 日 高 校 名 対象学年 内 容

５月１０日 後楽館高校 １ 説明

５月２４日 倉敷工業高校 ３ 説明

６月１１日 倉敷中央高校 ３ 説明

６月１３日 福山商業高校 ３ 説明

６月２２日 倉敷鷲羽高校 ３ 説明

１１月 ７日 後楽館高校 ２ 説明・体験

１１月１４日 井原高校南校地 １ 説明・体験

２月 ７日 倉敷翠松高校 １ 説明・体験



２月１３日 関西高校 １ 説明・体験

２月２６日 ＫＴＣあおぞら高等学院 １、２ 説明

３月 ４日 玉島商業高校 ２ 説明

３月１３日 山陽女子高校 １ 説明

３月１３日 共生高校 ２ 説明

（３） 学生資格検定

学 科 名 資格・検定 合格人数

美容科１年

ブレイディスト認定試験初級 １６名

ブレイディスト認定試験中級 １８名

ＪＭＡ日本メイクアップ検定３級 １６名

美容科２年

ジェルネイル検定初級 ８名

ブレイディスト認定試験上級 １７名

ＪＭＡ日本メイクアップ検定３級 ２０名

ＪＭＡ日本メイクアップ検定２級 ７名

ＪＢＣＡビュ－ティ－コ－ディネ－タ－検定 １８名

美容師国家試験 １８名／２１名

専科ネイルコ－ス

ＪＮＥＣ３級検定 １５名

ＪＮＥＣ２級検定 １４名

ＪＮＥＣ１級検定 ７名

ジェルネイル検定初級 １７名

ジェルネイル検定中級 １６名

ジェルネイル検定上級 ９名

専科メイクコ－ス

日本メイクアップ技術検定３級 １２名

日本メイクアップ技術検定２級 １１名

日本メイクアップ技術検定１級 １０名

サロン通信生 美容師国家試験 ２０名／２５名

高梁日新通信生 美容師国家試験 １７名／２１名

（４） 外部講師授業

実 施 月 日 講 師 名 内 容

４月２０日 ２月１９日 一生美容に恋する会 現役スタイリストの体験を聞く

１年前期 シルクロ－ド カラ－

前期１２時間 バランス 才野氏 カラ－

2 年前期 五輪氏 カット

６月８日 北川氏 ＪＢＣＡ

７月３０日 ケンジ 丸谷氏 ワイン



１年後期 ピカソ 大月氏 マツエク

１年後期 シルクロ－ドシャンプ－ サイドシャンプ－

１年後期 バランス 才野氏 デザインカラ－

２月５日 ３月７日 関西 フォト撮影

１年後期 五輪氏 カット

後期１２時間 コルテ ヘッドスパ

（５） 各種コンテスト

実 施 月 日 場 所 コンテスト名

７月１６日 岡山国際ホテル 岡山県美容技術コンク－ル

８月２３日 とりぎん文化会館 全国理容美容学生技術大会中国地区大会

１０月１１日 倉敷市民会館 ３校合同ワインディングコンテスト

１１月１８日 岡山県総合グランド体育館 第１０回全国理容美容学生技術大会

５月１９日 校内 ２年アップスタイルコンテスト

７月１９日 校内 １年ワインディングコンテスト

９月１５日 校内 ２年メイクコンテスト

１２月１４日 校内 国家試験課題コンテスト

２月１３日 校内 スカルプチュア〈付け爪〉コンテスト

２月１４日 校内 １年カットコンテスト

２月２７日 校内 １年アップスタイルコンテスト

（６） 就職説明会

実 施 月 日 場 所 活 動 名

５月 ９日 校内 県外就職説明会

５月１５日 校内 県外就職説明会

６月１５日 校内 県内就職説明会

７月１７日 校内 県内外就職説明会

１０月 ５日 校内 メイク就職説明会

１０月１７日 校内 県内就職説明会

１０月２４日 校内 エステ就職説明会

２月 ８日 校内 県外就職説明会

（７）その他の活動

実 施 月 日 活 動 場所 活 動 名

５月１３日 寿町内 町内会一斉清掃参加（美容科）

５月２８日 岡山ド－ム 運動会

９月 ８日 倉敷芸文館アイシアタ－ 制作発表会



９月１８日 デイサ－ビスセンタ－我が家 専科ボランティア

９月１２日 校内 防災訓練

９月２８日 酒津公園 遠足

１０月２７日 校内 ハロウィンパ－ティ－ＯＣ

１１月 ９日 大原美術館 １年美術鑑賞

１１月２３日 校内 保護者感謝デイ

１２月２２日 校内 クリスマスパ－ティ－ＯＣ

１月２６日 高梁ポルカ 高梁高校家政科ファッションシ

ョ－ ヘアとメイク

３月６日～８日 東京方面 卒業旅行

（８）平成３０年度卒業生就職状況（就職を希望する学生）

美容師養成科 ２１名 １００％

専科ネイルコ－ス １７名 １００％

専科メイクコ－ス １１名 ９２％ 未定１名

（９）各種委員会・会議

実 施 月 日 委員会・会議

５月２５日

３月２２日
理事会・評議員会

１０月 １日

３月１１日
学校関係者評価委員会

１０月 １日

３月１８日
教育課程編成委員会

９月１５日

１０月１３日

１２月 ４日

広報委員会（学生）

７月２３日 後援会発会式

１２月１０日 後援会総会・研修会

２月２５日 後援会役員会


