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「ありがとう」と言われる美容のプロになる。

・JR・名鉄・近鉄「名古屋駅」
桜通口より徒歩１０分
・地下鉄東山線・桜通線「名古
屋駅」１番出口より徒歩１０分

■トータルビューティー科
メイク・エステ・ネイルなど、美をトータルに学ぶことができる
学科です。１年次前期は、全員メイク・エステ・ネイルを学習し、
１年次後期に４つのコースから１つを選択し、各コースに特化し
た授業を履修します。希望者は美容科通信課程を併修することで、
美容師の国家資格も同時に取得することができます。
■エステティック科
２０２０年に新設。エステのプロフェッショナルになるカリキュラム
が揃った学科です。１年次からエステを専門的に学び、２年次か
ら自分の目指す資格取得に合わせて３つのコースから１コースを
選び、業界トップレベルの知識と技術を身に付けることができます。

 

・美容師国家試験合格率９２.０％①
・２０２２年度日本エステティック協会AJESTHE認定２級エステティ
シャン合格率９３.７％①
・２０２２年度日本トータルメイクアップ協会トータルメイクアップ
検定ベーシック合格率１００％①
・２０２２年度公益財団法人日本ネイリスト検定試験センター JNEC
ネイリスト技能検定試験２級合格率１００％①
その他多数取得可能資格有り

 

就職決定率９８.７％（２０２２年３月卒業生データ）
【美容室・スタジオ】株式会社ＴＪ天気予報、株式会社ビームズ、
株式会社アクシス 'AXIS、株式会社バディ、株式会社ラパンセ、
株式会社サムソンSophia、株式会社あっしゅ、レイフィールド株
式会社、株式会社創寫館　…その他多数
【化粧品メーカー】シャネル合同会社、パルファン・クリスチャ
ン・ディオール・ジャポン株式会社、ELCジャパン株式会社（MAC、 
TooFaced）、株式会社コーセー JILL STUART、ADDICTION　…
その他多数
【エステサロン】株式会社不二ビューティ（たかの友梨）、株式会
社ソシエ・ワールド、株式会社スリムビューティーハウス、TBC
グループ株式会社、株式会社ニューアート・ヘルス＆ビューティー、
株式会社ぷらいむ、株式会社ルミエ・パリ　…その他多数
【ネイルサロン】株式会社ネイルジャパン、株式会社タカミ、株
式会社プレシャスヘア、株式会社TEN、Blue daisy、J'S PINKY、
Nail salon elfin Leciel、liconail&eyelash、株式会社TREAT、株式
会社REJOUIR、株式会社ビーファースト　…その他多数

 

経済支援制度／特待生制度（年間５～５０万円の学費免除×在籍年
数）／就職の斡旋／奨学金制度／冷暖房完備／学生寮／ステージ
アップ制度（姉妹校や同一校別学科・コースへの再入学制度）／東
京未来大学編入学制度／スクールカウンセラー／ふるさとサポー
ト制度（就職活動の交通費一部補助）／高等教育の修学支援新制度

取得資格と合格状況

卒業後の進路状況（過去３年間卒業生実績）

特典

　美容師、メイクアップアーティスト、エステティシャン、ネイ
リストなどを育成しています。
　本校は全国１２都市に６４の姉妹校、１大学、１短大、２高校のネッ
トワークを持つ三幸学園が母体となっている専門学校です。
　本校の大きな特徴として、入学後にコース選択を実施できると
いう点があげられます。１年次に半年間、基礎を学んでから希望
のコースを選択することができるのでミスマッチを防ぐことがで
きます。
　授業は、実技中心の実践的な内容です。最新設備のそろった美
容実習室やエステティック実習室を使用して、思う存分技術を磨
く事が出来ます。
　また、本校の売りは、生徒１人当りの資格取得数と高い就職率
です。資格取得数は、１人当り平均８個、就職率は毎年９５％以上
の実績を残しています。この実績を支えているのは、入学から就
職まで、一貫して担任が指導するオリジナル教育システムです。
この他にも、プロフェッショナル業界の最先端の知識が豊富な講
師陣と、熱い担任スタッフによる一人ひとりを大切にする親身な
指導も魅力です。
　資格取得や就職に向けての学習以外にも校内サロンやビュー
ティーショーなど、学生生活を満喫できる行事がいっぱいの楽し
く学べて、しっかり就職できる学校です。
　「素直な心・感謝の気持ち・高い意欲を持ち続け、自ら考え自
ら行動することで、社会に貢献する人材」を学園の育てたい人物
像とし、アクティブラーニングや社会人基礎力の視点を生かした
人間教育を積極的に取り入れています。

 

■美容科
美容師の国家資格取得を目指す学科です。１年次前期は基礎を学
習し、１年次後期に５つのコースから１つを選択し、各コースに
特化した授業を履修します。２年次後期からは、国家資格対策を
集中的に実施し、国家資格合格を目指します。

■ヘアメイク科
メイクに特化したカリキュ
ラムでメイクの基礎から
応用までをしっかり学び
ながら、最短２年間で美
容師国家資格が取得でき
ます。あらゆるシーンに
合わせて実践的なヘアメ
イクをマスターし、将来
はヘアメイクアップアー
ティストとしての活躍を
めざします。 

学科説明

〔理事長〕昼間 一彦 〔校長〕古渕 泰弘 入学相談係   ０１２０‐３５‐７５８４

〒４５１‐００４２　愛知県名古屋市西区那古野２‐１２‐１０
TEL（０５２）５３３‐３３６３／フリーコール ０１２０‐３５‐７５８４
FAX（０５２）５３３‐３３４３
ホームページアドレス　https://www.sanko.ac.jp/nagoya-beauty/
Eメールアドレス　info-nagoya-beauty@sanko.ac.jp

即戦力につながる「サロンワーク」

本校の特色

本校への交通機関就職状況（２０２３年３月１日現在）

２０２１年度２０２２年度

３５０３１７卒業者数

３２６２９６就職希望者数

３２１２８２関連分野　 就職者数

２４関連外分野 就職者数

１７５進学者数

６４４６３３求人会社数

７,１９３７,１６７求人人数
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エステティック科
（昼）
ヒーリングエステコース

エステティック科
（昼）
上級エステティックコース

エステティック科
（昼）
CIDESCOインター
ナショナルコース

トータルビュー
ティー科★（昼）
トータルビューティーコース

トータルビュー
ティー科★（昼）
ネイルアートコース

トータルビュー
ティー科★（昼）
エステティックコース
※１年次後期よりエス
テティック科に転科

トータルビュー
ティー科★（昼）
メイクアップコース

ヘアメイク科
（昼）

美容科（昼）
ヘアスタイリストコース
ヘアメイク＆アイラッシュコース
ブライダルコース
ネイル＆アイラッシュコース
ヘアカラーリストコース

２年２年２年２年

４０名（女子のみ）１６０名（女子のみ）１４０名１７５名

２０２３年１０月１日!～２０２４年３月３１日!

在籍高等学校の推薦が受けられる者

書類審査書類審査・面接

２０,０００円

定員なし（２０２２年度実績　定員の約２０％）

併願可能

２０２３年１０月１日!～２０２４年３月３１日!

面接

なし

２０,０００円

有（専・６／１!～・募集定員の７０％）

（１年）２１０時間
（２年）　９０時間

（１年）２１０時間
（２年）　９０時間

（１年）２１０時間
（２年）　６０時間

（１年）２１０時間
（２年）　９０時間

（１年）２１０時間
（２年）　３０時間（１年）１２０時間（１年）２１０時間

（２年）　９０時間
（１年）１２０時間
（２年）　３０時間

（１年）２１０時間
（２年）　３０時間

（１年）６１５時間
（２年）６３０時間

（１年）６１５時間
（２年）６３０時間

（１年）６１５時間
（２年）７８０時間

（１年）６００時間
（２年）６３０時間

（１年）６００時間
（２年）６９０時間（１年）７０５時間（１年）６００時間

（２年）６３０時間
（１年）８１０時間
（２年）９９０時間

（１年）７２０時間
（２年）９９０時間

（１年）　０時間
（２年）　８０時間

（１年）　０時間
（２年）　８０時間

（１年）　０時間
（２年）　８０時間

（１年）　０時間
（２年）　８０時間

（１年）　０時間
（２年）　８０時間

（１年）　０時間
（２年）　８０時間

（１年）　０時間
（２年）　８０時間

（１年）　６０時間
（２年）　０時間

（１年）　６０時間
（２年）　０時間

１年　前期２７・後期２８（週５日制）
２年　前期２４・後期２４（週５日制）

１年　前期２７・後期２８（週５日制）
２年　前期２４・後期２４（週５日制）

１年　前期２７・後期２８（週５日制）
２年　前期２８・後期２８（週５日制）

１年　前期２７・後期２８（週５日制）
２年　前期２４・後期２４（週５日制）

１年　前期２７・後期２８（週５日制）
２年　前期２４・後期２４（週５日制）１年　前期２７・後期２８（週５日制）１年　前期２７・後期２８（週５日制）

２年　前期２４・後期２４（週５日制）
１年　前期３１・後期３１（週５日制）
２年　前期３２・後期３０（週５日制）

１年　前期３１・後期３１（週５日制）
２年　前期３２・後期３０（週５日制）

１００,０００円

美容科・ヘアメイク科・トータルビューティー科・エステティック科：７３０,０００円（分割納入可〔２回〕）

２２０,０００円

３５０,０００円～３８０,０００円前後

なし

７４名（常勤　２２名　非常勤　５２名）教　　員　　数２００２年４月１日創立

［２０２２年度］　７７５名（男子　３０名　　女子 ７４５名）
在籍学生総数

２００２年４月１日認可

［２０２１年度］　７１０名（男子　２５名　　女子 ６８５名）学校法人　三幸学園法人名称

２８３.３９㎡　※校舎１階の床面積校舎面積衛生専門課程課程名

鉄筋コンクリート造（７階建）建物の構造三幸学園は、１９８５年の開校以来、「技能と心の調和」
を教育理念に掲げ、教育を展開してまいりました。
ここでは、社会への有益な職業人を数多く輩出する
ことを目標に、“有益な職業人とは、専門的知識・専
門的技術を十分持ちながら、常に変遷する社会に対
し柔軟に対応するため日々研究・研鑽を続け、職業
人としての使命感をしっかり確立した人物”と定義
し、心豊かな人間性を育む教育に注力しております。

建学の精神（沿革）
教育方針

有寮

美容実習室・撮影室・メイク実習室・ネイル実習室・エス
テティック実習室・図書室

主な施設設備の概要
（厚生施設を含む）

学科・コース名
（昼・夜）

★は職業実践専門課程
　認定学科です

修業年数

募集定員

願書受付期間

推薦入試

推薦基準

選考方法

選考料

推薦定員

専願・併願区分

願書受付期間

一般入試
選考方法

試験科目

選考料

ＡＯ入試

一般科目年
間
授
業
時
間

授
業
時
数

専門科目

実習

週授業時数

入学金

学費 年間授業料

設備費など

教材費
経費

その他の経費

利用できる奨学制度・特待生制度課外活動の種類就職あっ旋の方法

!日本学生支援機構奨学金制度
!AO特待生入試・三幸学園特待生入試・チャレン
ジ特待生入試

　SS特待生＝１００万円　S特待生＝６０万円
　A特待生＝４０万円　B特待生＝２０万円　C特待生＝１０万円
　※各金額×在籍年数分免除。進級時、再審査あり。

返還義務なし。（退学者除く）
!三幸学園初期費用軽減＆学費分割制度
!三幸学園給付奨学金＆学費納入制度
!高等教育の修学支援新制度

就職セミナー・サロン見学・サロン実習・校内模
擬サロン・新入生オリエンテーション・海外研修・
姉妹校合同Ｂ×artコンテスト・ビューティー
ショー・三幸フェスティバル・円頓寺祭りやイオ
ンモールでのキッズビューティーイベントなど地
域イベントへの参加など

学生を日常からよく知る担任と企業のことをよく
把握している企業担当教員が１人の学生に対し２
名体制で１人ひとりにあった就職先を斡旋してい
きます。長期にわたり個別相談や面接練習も実施
しますし、実際にサロン実習やサロン見学を通し
ミスマッチのない就職活動ができるよう全力でサ
ポートしています。

特記事項（体験入学・見学会・その他）

＜オープンキャンパス情報＞毎月開催／参加費無料／服装自由
オープンキャンパス　１０：００～１２：００／１４：００～１６：００／毎月開催（日程の詳細は学校のホームページにてご確認ください。）
オープンキャンパスでは体験授業、学校説明、入試・学費説明、施設見学、教員・在校生との個別相談ができます。
AOセミナー　１０：００～１２：００／１４：００～１６：００
AO入試について詳しくお伝えしていきます。※参加者特典として、面接ポイント練習会への参加ができます。
入試説明会　１０：００～１２：００／１４：００～１６：００
入試方法の説明や学費、面接のポイントなどをお伝えしていきます。
面接練習会　１０：００～１２：００／１４：００～１６：００
面接のポイントを理解し、本番さながらのシチュエーションで面接練習をすることができます。
平日学校見学　９：００～１７：００（土日祝は除く）
授業見学や個別相談ができます。随時受け付けていますのでお気軽にご来校ください。※要予約（３日前まで）
交通費補助制度
オープンキャンパス等イベント参加にかかる交通費の一部を補助します。※要予約（イベント参加日の３日前まで）
金額は在住地域によって異なります。期間などの詳細は学校のホームページにてご確認ください。

全国高等学校進路指導協議会統一様式準拠

衛生
分野

オープンキャンパスの
詳細・予約


