
公共職業訓練 ３－１４～１６ 

 

  
 
 
 
  
 
★訓練の受講料は無料です。美容師免許（国家資格）を取得し、美容師 

に必要な技術等の専門性を活かした職種への就職を目指しましょう！ 

◆募集期間  令和３年１月２６日（火）～３月４日（木） ※17：００必着 

◆募集定員  各校 4 名（各校の訓練概要：３校 P.2～４参照） 

◆受講資格 

 
◆訓練概要 

 
◆応募方法 

 

◆選考試験 

   

  

  

  

  

  

  

  

注）本人確認の出来る物を持参の上、大分高等技術専門校で口頭による総合得点及び順位の開示請求（発表後 1 ヶ月間）が可能です。 

   ご提出いただいた入校願書（写真を含む）、その他の応募書類は返却できませんので予めご了承ください。 

 ※個人情報の取り扱いについて、応募書類にて知り得た個人情報は訓練実施以外の目的には利用しません。 

 ※悪天候、感染症予防等により、選考試験や入校説明会、訓練期間等が変更になる場合があります。 

次の要件を全て満たす方が対象となります。 

１．高等学校卒業以上の方 

ただし、令和２年度の新規学卒未就職者及び平成３１年度に卒業し、卒業後に１度も雇用保険の被保険者要件に 

該当する就業を経験したことがない方は対象となりません。 

２．公共職業安定所に求職申込みを行い、公共職業安定所長による受講指示、受講推薦または支援指示を得られる方 

３．過去 1 年以内に公共職業訓練又は求職者支援訓練（実践コース）を修了していない方、若しくは過去に 1 年以

上の公共職業訓練（委託訓練）を受講（正当な理由の無い中途退校も含む）したことのない方 

４．国家資格等高い知識及び技能を習得し、正社員就職を希望する方 

５．ハローワークの就職相談でキャリアコンサルティングを受け、当該訓練の受講が必要と認められジョブ・カード

を作成した方 

訓練期間：令和３年４月～令和５年３月の２年間 

受 講 料：無料（ただし、教科書・教材、シザーズ、白衣、資格取得受験料等は自己負担） 

訓練目的：訓練実施校である専門学校等へ入校し、必要なカリキュラムを修了後、美容師の資格を取得し、就職に結

びつける。 

※詳細は、P.２～４をご覧ください。（訓練の実施は、令和３年度大分県当初予算可決成立が前提となります。） 

提出書類：入校願書（住所地を管轄するハローワークでお受け取りください。） 

提出場所：大分県立大分高等技術専門校 （直接持込・郵送いずれも可 ※締切日の 17：00 必着）  

      〒870-1141 大分市大字下宗方 1035-1 

   TEL 097-542-3411    

注  意：入校願書の「希望する訓練科」欄には、科名(美容師養成科)と希望する訓練実施校名を記入してください。

※第 1 希望のみの記入となります。 

選考日時：令和３年 3 月１０日（水） １０：００～１３：００ ９:４５集合 

     ※受験票は送付しませんので、必ず指定の日時に選考会場へお越しください。 

選考場所：大分職業訓練センター 

   大分市大字下宗方 1035-1（駐車場有り）※大分高等技術専門校と同じ敷地内です。 

携 行 物：筆記用具、健康状態自己申告書 

選考方法：適性検査、作文、個人面接 

選考結果：３月１６日（火）１４：００～ 合格者の番号を掲示、同日全員に選考結果を発送します。 
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Nｏ．15  訓練実施校：専修学校 明星国際ビューティカレッジ 定員： ４ 名 

所在地 大分市大津町 1-1-1 電話番号 097-556-5600    

訓練期間 令和３年 4 月 1４日～令和 5 年 3 月１３日（予定） 
1 日の 

訓練時間 

9：10 ～15：50( 6 時限) 

     1 時限 50 分      

訓練日 

火曜日 ～土曜日  授業 

月曜日・日曜日・祝日・長期休暇期間の授業は原則無し。ただし補講・実習・学校行事等のある場合は要出席。 

（学校行事は平均月１回で、振替休日があります。） 

自己負担 

経費 

（2 年間） 

テキスト 合計 21,501 円    ※分割可（要相談） 

  

衛生管理 957 円 美容保健 968 円 香粧品化学 1,001 円 関係法規・制度 814 円 

関係法令集 484 円 美容技術理論 1 1,573 円 美容技術理論 2 1,320 円  

美容実技実習 1 2,090 円 文化論 1,144 円 国試実技課題集 3,086 円  

ネイルプロフェッショナル 4,104 円 MAKEUP ARTIST3,960 円 

※国家実技課題集は 2 年次、その他は 1 年次 

その他経費 合計 221,700 円     ※分割可（要相談） 

  国家試験受験費用 31,100 円 練習費用購入費用 20,000 円 教材費 89,960 円  

卒業諸経費 40,000 円  

制服（ジャケット、パンツ、Ｔシャツ、上靴スニーカー）40,640 円 

※国家試験受験費用は 2 年次、その他は 1 年次 

※美容師免許申請費用 14,200 円（申請手数料 5,200 円、収入印紙代 9,000 円）が、美容師国

家試験合格後（卒業後）に別途必要となります。 

施設の特色 

「修了により受験資格が取得できる資格（資格取得には国家試験合格が必要）」美容師免許 

（１）美容師国家試験合格保証 

美容師国家試験においては、令和元年度の卒業生実績では、９６．８％（3２名中 3１名合格）の合格率

を達成しています。また、現役合格を逃した学生にも、合格保証制度の元、半年後の合格を目指し当校担

当者がサポートしています。 

（２）「就職力の MYOJO」 

実績のある就職保証制度。昭和 32 年の開校以来、約 7,500 名もの卒業生が国内外の美容室をはじめ、 

結婚式場、化粧品会社など幅広い分野への就職に成功。圧倒的な実績を誇る就職保証制度を全校生徒に 

徹底しています。 

（３）美容のプロを創る 

「美容のプロを創る学校」という理念のもと、在学中から営業中の現場に立ち、プロの仕事に触れる取組 

を実施。長年の実績からサロン・企業との連携を可能にし、求人ネットワークを実現。第一線で活躍する 

特別講師を招いての授業も強みです。 

留意点 

（１） 自家用車通学は許可制ですが可能です。（ただし入校後３ヶ月後可能です。） 

（２） 明星祭ヘアショー（毎年 8 月）ファッショニスタ（毎年１０月）スポーツイベント（毎年１０月）等の行

事があり、行事への参加が必要です。 

施設見学 

について 

入学前見学は随時可能です。 

火曜日～土曜日 ９：００～１６：００ 

 地図 明星国際ビューティカレッジ 

 

 

学校案内を請求される方は、電話またはメール

でお申込ください。 

 

（電話） 097-556-5600 

（メール）info@myojo.org 

 

ホームページも是非ご覧ください。  

http://www.myojo.org 
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 ◆カリキュラム概要 (標準内容ですので、詳細は各訓練実施校へお問い合わせください。） 

科目 訓練の内容 

関係法規・制度 法制度の概要、法の実際、衛生法規の概要 

衛生管理 公衆衛生、予防衛生、保健・環境衛生 

保健 人体の構造および機能 

香粧品化学 美容業務の科学知識、美容器具・香料の適正な取扱い 

文化論 美容の歴史、ファッション文化の研究 

美容実習 実習により必要な技術と知識を学ぶ 

メイクアップ メイク基礎、器具の基本的な使用方法 

◆入校願書提出後の流れ 

  

  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

募集案内、入校願書の入手、受講手続きのお問い合わせ 

     住所地を管轄するハローワーク（公共職業安定所） 

カリキュラム、受講内容についてのお問い合わせ 

     各訓練実施校（P.２～４参照） 

入校願書の提出先 

 大分県立大分高等技術専門校 
 委託訓練担当 
 〒870-1141 大分市大字下宗方 1035-1 

 TEL 097-542-3411  

  ※締切日 17：00 必着   

選 

考 

(3 月 10 日) 

開 

講 

(4 月) 

訓練受講 

訓練 

修了 

(令和 5 年 3 月) 

就職 
※就職状況報告 

（証明書添付） 

選考結果 

発表 

(3 月 16 日) 

入校 

説明会 

(下記参照) 

◎選考結果発表 

 選考結果通知書の郵送については、発表日に投函しますので、到着までに数日かかる場合があります。 

 電話での選考結果の確認はできません。 

◎入校説明会（注意：受講の条件となりますので必ず出席してください） 

開催日時：3 月 25 日（木） ９：３0 ～１３：００（予定） 

開催場所：№１４. 専門学校 明日香美容文化専門大学校 大分市東大道 1 丁目 4 番 22 号 

№１５. 専修学校 明星国際ビューティカレッジ 大分市大津町 1-1-1 

№１６. アンビシャス国際美容学校  大分市大字市５５１番地（無料駐車場有り） 

 その他携行物等については、選考結果通知書に記載いたします。 

◎受講指示等（注意：出席できない場合は、訓練受講ができなくなります） 

訓練中に雇用保険を受給される方は、開講日前日（もしくは前週の金曜日）の受講指示をハローワークで受け

ていただきますので、必ず出席してください（ジョブ・カードの持参が必要です）。また、求職者支援制度によ

って受講される方は、ハローワークに指示された日に必ず出席してください。 

◎選考日等には、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当日朝の検温と、マスクの着用をお願いします。 

 また、試験当日に発熱（37.5 度以上）、咳、風邪の症状など体調のすぐれない方等は受験できません。 

◎訓練修了日から３ヶ月以内に就職状況を報告していただきます。 

◎訓練期間中に、キャリアコンサルティングを受けていただきます。 

◎就職後６ヶ月間、訓練機関による定着支援を行います。 
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