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員募集学科募集 ･コース・入学定

年限入学定員 性別学 科 コース

160名 男・女美 容 科

’
40名へアメイクコース

2年
女子トータルビューティコーストータルビューティ科

80名

エステティックコース

美容師法第3条の規定により、心身の障害により美容師の業務を適正に行うことができない方は、美容師免許を取得できない場合があります。

<推薦入学。一般入学。共通〉
出願期間内に所定の提出書類を下記の願書提出先に専用の出願用封筒（速達・書留）を利用し、郵送または持参し
てください。

剛期間中随時受付しています。 （締切当日の消印有効）
選考料は同封の選考料振込依頼票を使用して納入してください。

脇受付時間月曜~金曜午前9時~午後5時
土・日・祝祭日、 12月28日～1月6日は受付いたしません。

選考料は同封の選考料振込依頼票を使用して納入するか、現金を持参してください。

願書提出先：〒730-0052広島県広島市中区千田町3-15-1

学校法人上野学園

広島美容専門学校入学事務局
TEL(082)240-1185

願書類出
①入学願書 この要項に添付の本校指定のものを使用してください。

●高等学校等(注)の卒業(見込を含む)者は｢進学用調査書」

●大学･短大卒業(見込を含む)者は｢成績証明書と卒業(見込)証明書」
●高等学校卒業程度認定試験(大学入学資格検定)合格者は｢合格成績証明害」

②進学調査書等

③推薦書(推薦入学のみ）

④顔写真(j枚）

この要項に添付の本校指定のものを使用してください。

入学願書に貼付してください｡(タテ3cm×ヨコ2.4cm､白黒カラーどちらでも可）

同封の｢選考料振込依頼票｣を使用して振込み､振込通知書(入学願書貼付用)を願書裏面に
貼付してください｡※入学願書持参の場合は現金でも可。

この要項に添付の本校指定のものを使用してください。

必要事項(住所･氏名)を記入の上､62円切手を貼付してください。

⑤選考料(17,000円）

⑥受験票

女子寮､学園ﾏﾝｼｮﾝ希望者は､この要項に添付の本校指定の申込書を使用してください。
(各申込書には顔写真が必要です｡）

寮･マンション(希望者のみ）

(注)高等学校､中等教育学校(6年制中高一貰校)､専修学校高等課程､高等専門学校の3年次まで､外国人学校のうち高等課程と認定された教育施設
を意味します。
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出願方法



推薦入推 出願要項学
①本校に専願の方。

②2019年3月に､高等学校等(注)または､大学･短期大学を卒業見込の方。
③出身学校等の推薦を受けられる方｡(成績基準等はなし）

出願資格

2018年10月1日(月)～10月4日(木）第一次
出願期間

(※締切当日の消印有効） 2018年10月9日(火)～12月27日（木）

※期間内であっても定員との関係で募集しない場合や途中で締め切ることがあります。
第二次

｜

’
面接(15分程度)書類審査(成績出席状況･担任所見等を総合的に審査）選考方法

選考日 選考後7日以内に本人宛に郵送。結果通知
随時(日時は本校が指定します｡）第二次

'一般入学出願要項学
△

入学時に18歳に達する方で､下記のいずれかに該当する方。

①高等学校等(注)または､大学･短期大学を卒業した方｡2019年3月卒業(修了)見込の方を含む。

②高等学校卒業程度認定試験または大学入学資格検定に合格した方。
③海外において､学校教育における12年の課程を修了した方。

（※留学生の出願要項は別途定める｡）
④その他個別の入学資格審査により､高等学校卒業と同等以上の学力があると認めた方。
（詳細は入学事務局まで）

出願資格

2018年10月1日(月)～10月4日(木）第一次
出願期間

(※締切当日の消印有効） 2018年10月9日(火)～2019年3月29日（金）
※期間内であっても定員との関係で募集しない場合や途中で締め切ることがあります。

第二次

| 選考方法 ’選考方法 筆記(基礎的な数学･国語)面接(15分程度)･書類審査(成績出席状況･担任所見等を総合的に審査）

(注)高等学校､中等教育学校(6年制中高一貰校)､専修学校高等課程高等専門学校の3年次まで､外国人学校のうち高等課程と認定された教育施設
を意味します。
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第一次 2018年10月13日(土）

結果通知 選考後7日以内に本人宛に郵送。選考日
第一次

二次第

2018年10月13日(土）

随時(日時は本校が指定します｡）



1.学費年間授業料は入学前納入時に一括納入することも可能です｡(入学事務局までご相談下さい｡）

1年次 2年次
…

第1回学費

授業料 実習費

第2回学費

授業料

第1回学費

授業料｜ 実習費

第2回学費

授業料
合計入学金 合計

全学科･コース
共通

300,000円 710,000円120,000円 300,000円 110,000円 300,000円 830,000円 300,000円 110,000円

※学費は一年間分を全額納入することを原則とした上で､授業料を2回の分納制としております｡(前期分･後期分という扱いでは

ありません｡）

2.諸費用

本校では､年間諸費用の概算額を年度初めにお預かりし､円滑に教材を準備する預り金方式を採用しています。

利用状況については､その都度お知らせいたします。

また､年度ごとに精算いたしますので､1年次修了時の過不足等によって､2年次諸費用(預り金額)が変更となる場合があります。

1年次 2年次

美容科 300,000円 160,000円

’ヘアメイク 350,000円 180,000円

トータルビューティ 250,000円 110,000円

320,000円 130,000円エステティック

※上記諸費用には、同一学科・コースの学生全員が使用する教材費（シザー、 ドライヤー、各種ウィッグ、メイク
ネイル・エステ用品等)、テキスト代、実習着代、新入生研修費などが含まれます。
また、消費税8％で計算していますので、教材価格の変動等により金額が変更となる場合があります。

※上記のほかに、美容師国家試験・各種検定試験の受験料、講習費用、補習用教材費、エステティック資格に関する
登録料・年会費、研修旅行、美容科選択科目の教材費（下表参照）等、個々人で発生する時期・費用が異なるもの
がかかります。これらの費用については、ご案内のうえ、その都度口座振替をいたします。

く参考＞美容科選択科目別教材費

科目名 内容 金額

カラーリング カラーリング用品､ウィッグ等 約50,000円

スタイリング

メイクアップ

ネイルアート

セットウィッグ等 約50,000円

メイク用品 約20,000円

ネイル用品 約40,000円

和装着付け 着付小物･クリーニング代等 約5,000円

※選択科目教材費は､｢1年次9月｣と｢2年次5月｣の2回に分けて口座振替いたします。
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学費･諸費用



‐司寺細入期「

※1年次第2回学費以降は、口座振替による納入となります。

【注意事項】
1.学費は､入学年度の金額が卒業まで適用され､途中で変更することはありません。

2.寄附金･施設費･設備費･補習費等は一切徴収いたしません。

3.入学金･学費･諸費用の専用振込用紙は､合格通知に同封し､送付いたします。

4.入学金･学費･諸費用は原則として指定された期日までに納入してください。

指定された期日までに入学手続きが行われないときは､合格を取り消すことがあるので注意してください。

ただし､特別の事情があり､その旨本校入学事務局に連絡があった方については､この限りではありません。

5.2019年3月29日(金)までに入学辞退(入学辞退届を本校が受理)した場合､納入済みの授業料･実習費は全額

返還いたします｡その後は､理由の如何を問わず､一切返還いたしません。

（※入学金･選考料･出願書類は返還いたしません｡また､学費返還に関する振込手数料は辞退者負担とします｡）

11曜ﾉで－｢j1度

本校では、就学にかかわる費用を安全に納入していただくために、学校指定金融機関の学生本人または保護者名義
の口座から引落しを行う 「口座振替制度」を実施しております。

引落金額および口座振替日については、その都度お知らせいたします。
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1年次 2年次

出願区分 合格日 入学金 第1回学費 諸費用 第2回学費 第1回学費 諸費用 第2回学費

推薦一次

一般一次

推薦二次

一般二次

2018年10月中旬

2018年10月下旬～

2018年12月末日

2019年1月7日～

2019年1月末日

2019年2月1日～

2019年2月末日

2019年3月1日以降

合格日より

7日以内

2018年

12月7日(金）

2019年

1月31日(木）

2019年

2月28日(木）

合格日より

7日以内

2019年

3月8日(金）

合格日より

7日以内

2019年

9月

2020年

3月

2020年

4月

2020年

9月



就学才一につし
翻（ijIl度

アダ

本校では教育機会の均等に寄与するために､進学費用による家計の経済的負担を軽減できるよう､家計状況を書類審査し、

適格度の高い順に学費の一部を免除する制度を用意しています。

■種類・免除内容・採用人数

■申込資格

・推薦第一次入学または一般第一次入学試験に出願される方。

■申込期間

2018年7月20日(金)～9月5日(水)まで(消印有効）

■申込方法

・下記の申込書類を｢広島美容専門学校入学事務局｣宛てに郵送､または持参してください。

■申込書類

■塞杳方法

・上記申込書類から家計状況を審査

※先着順は審査に関係いたしません。

※選考内容等に関するお問い合わせは受け付けません。

■採用結果通知

･2018年9月13日(木)発送予定

。この制度の採用結果が入学試験の合否に影響することは一切ありません。
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種類 免除内容 採用人数

A種
初年度授業料より40万円免除
(第1回･第2回授業料から､それぞれ20万円免除）

2名程度

B種
初年度授業料より30万円免除
(第1回･第2回授業料から､それぞれ15万円免除）

10名程度

C種
初年度授業料より10万円免除
(第1回授業料から免除）

20名程度

①学費免除制度申込書 この要項に添付してある､指定のものを使用してください。

②住民票 本人を含む同一生計を営む世帯全員分の住民票

③収入に関する書類 世帯全員分の所得証明書

(例)父･母･兄･本人･妹･祖父の6人家族

父(自営業)…確定申告の写し､または所得証明書

母(専業主婦)…所得証明書(所得金額0円）

兄(会社員)…源泉徴収票の写し､または所得証明書

祖父(年金)…所得証明書

※学生･生徒等のアルバイト収入は必要なし。



隔地入学生特典制度度入遠
本校では､広範囲からの入学希望者をより多く迎え入れ､異なる地域社会や環境下で育った若者が相互交流することに

より､広い視野を持った人材育成を行おうとしております｡地域を越えて集まった若者から発せられる問題意識や団結心

は､めまぐるしく変わる現代社会への適応力となり､職業人として活躍するのに必要な力となることでしょう。

このような思いから遠方の入学希望者を受け入れるにあたり､自宅通学が困難な女子学生を対象にした寮費を免除する

特典制度を用意しています。

■特典内容・採用人数

※入寮費・食費・共益費は除く。

※入寮後、学則・寮規約に反する行為があった場合は、特典を打ち切る場合があります。

■申込資格

本特典制度は、下記の条件をすべて満たしている方を対象とします。

①推薦第一次入学または一般第一次入学に出願し、合格した場合に入学・入寮を確約できる方。

②高等学校等を2019年3月卒業見込で、調査書の評定平均が5段階評価で3．0以上の方。
③自宅通学が極めて困難で、女子寮への入寮を希望する方。
④学校及び寮でリーダーシップを発揮し、各種学校行事・広報活動等にも積極的に参加・協力できる方。
⑤将来、美容分野への就職を実現したいという明確な目標を持っている方。

■申込方法

下記の本校指定の書類それぞれに、 「遠隔地入学生特典制度」の欄内で、 「希望する」を○で囲んで下さい。

①入学願書

②女子寮申込書

■認定選考方法

①自宅から本校までの距離と所要時間・交通機関状況

②面接・書類審査（推薦第一次入学または一般第一次入学の選考に基づく）

親族減免制度減免 度I

入学希望者の父母･兄弟姉妹が､上野学園各校のいずれかに在籍､又は卒業している場合(専修学校制度が制定された

1976年4月以降の入学者で､夜間部生や聴講生､中退者は除く)は､1年次第1回授業料より50,000円を減免いたします。

(該当者を入学願書所定欄に記入してください｡出願後は受付いたしませんので､出願時に必ずご記入下さい｡）

~、厩学支援各種制度について

｢学費免除制度｣､｢遠隔地入学生特典制度｣、｢親族減免制度｣のうち､いずれか1つのみの採用とさせていただきます。

重複した場合には､特典･免除額の大きい方での採用となります。

－ノし
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特典内容

寮費648,000円を免除
(水道光熱費・管理費含む）

採用人数

女子10名程度



|奨学金制度
＜日本学生支援機構奨学金概要＞

※｢給付型奨学金(返還義務なし)」について･･詳細は、商校等の奨学金窓口へご確認ください。本校入学後の申込はできません。

【貸与型奨学金(返還雑務あり)】 〈2018年3月現在〉

類 第一種（無利子）奨学金樋 第二種（有利子）奨学金

自宅

通学者

いずれか選択

20,000円･30,000円・40,000円･53,000円
いずれか選択

20,000円

60,000円
100,000W

30,000円･40,000円･50,000円

70,000円･80,000円・90,000円

110,000円･ 120,000円

貸与月額
いずれか選択

20,000円・30,000円･40,000円･50,000円

60,000円

自宅外

通学者

入学時特別増額貸与奨学金（有利子)※

入学後、奨学金の初回振込時に一時金として貸与を受けることができる

100,000円･ 200,000円・ 300,000円・ 400,000円･ 500,000円から希望金額を選択

入学時特別

増額貸与

貸与期間｜貸与開始月から在籍する学科の修業年限
日本学生支援機構(JASSO)

ホームページhttp://www.jasso.go.jp/
問い合わせ先

※新規希望者には、入学後、申込方法・支給方法等についての説明会を実施します。

|新聞奨学金’
本校は、朝日新聞の新聞奨学生対象校となっています。 <2017年度実績〉

奨学金

（返済不要）
支給総額88万円8千円(毎年10月･4月に22万2千円ずつ支給）

給 与

特別手当

休日 ・休暇

宿 舎

保 険

そ の他

月額67,030円(早朝手当含む）

6月･12月の年2回支給※ただし勤務評価の査定があります

週休制(4週を通じて4日の休日） 年次有給休暇は1年目10日､2年目11日

個室を無料で提供(水道､光熱費は自己負担）

労災保険､交通傷害保険､賠償責任保険など各種保険に加入

通学定期代の月額3,000円までを補助入学時貸付制度あり(無利子)限度額600,000円

申込・受付
問い合わせ先

〒730-0015広島市中区橋本町8-4日刊スポーツビル2F

｢朝日奨学会広島事務局｣念(082)221-6160

’教育ローン
本校は、国や各金融機関の教育ローン対象校となっています。

国の教育ローン(教育一般貸付）

日本政策金融公庫

350万円

年1.76％(固定金利)※

15年以内※

一般の教育ローン

各銀行､信用金庫､JA(農協)､ろうきんなど

1,000万円※

年1.77%～(変動･固定各種あり）

14年以内

貸付機関

融資限度額

利 率

返済期間

満20歳以上65歳未満で､完済時が71歳未満の
定例年収のある方

世帯年収が1.190万円※対 象

問い合わせ先 教育ローンコールセンター壷0570-008656 各銀行､信用金庫などの窓口

※貸付機関によっては､融資を受けられない場合があります｡また､申込者の状況や条件等で上記以外にも融資内容や利率など条件が異なる
制度があります｡詳細は各貸付機関へ直接お問い合わせください。
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女子寮’女子寮
進学を機に自宅外通学をされる女子学生のために、本校より徒歩10分程度の通学に便利な場所に、女子寮を用意して
います。

1.入学願書提出時に女子寮入寮申込書(顔写真を貼付)を同封して提出してください。

（入寮定員との関係で、入寮できない場合があります｡）
2．年度初め(4月）に入寮し、年度末(3月)退寮を原則とし、年度中途の自主退寮を認めません。

（ただし、 1年次学年末には保護者の同意をもって退寮が可能となります｡）
3.寮費は、年額一括納入、食費は月々の口座振替となります。

食費(月額）寮費(年額） 入寮費部屋タイプ寮名 部屋数

第5千田寮 21室
35,000円

※入寮時のみ

12,000円

※平日の夕食のみ

洋室1人部屋

※約6畳エアコン･べｯﾄ付

324,000円

※水道光熱費･管理費込
※月額に換算すると27,000円第6千田寮 22室

＊入寮費は返還いたしません。

＊各部屋のエアコンは、プリペイドカード(4,000円)を各自で購入し実費負担となります。
＊生活消耗品の実費として、共益費を月々数百円徴収します。
*NHK受信料、インターネッI､接続料等は各自実費負担です。

園ﾏﾝｼｮﾝ(女子専用）(女子ンショ学
1.入学願書提出時に学園マンション入居申込書(顔写真を貼付)を同封して提出してください。

（入居定員との関係で、入居できない場合があります｡）
2.入居の契約は、 1年単位。家賃は年額一括納入可能です。

敷金家賃(月額） 入居費部屋タイプマンション名 ｜ 部屋数

80,000円
※入居時のみ

35,000円
※入居時のみ

1K･26.64nf

※バス･ﾄｲﾚ別
35,000円U-Court御幸橋 24室

*契約期間中、中途退去する場合は期間満了までの家賃を支払わなければなりません。
*礼金、手数料は不要。敷金は、退去時に修繕費等の営繕費用に充当します。
*在学期間に応じた火災保険に加入していただきます。 （実費負担）
*入居費は返還いたしません。

*水道光熱費･NHK受信料などは各自実費負担となります。

F殿ﾏﾝｼｮﾝ･ｱパｰﾄ･アパーマン
一

本校の入学予定者で、一般のマンションやアパートを希望される方には、学習や通学に適した住まいを優先的に斡旋
する指定不動産業者をご紹介します。

■申込手続きについて

入学願書の「入学後の住まい」欄で、 「指定不動産会社斡旋希望」を○で囲んでください。
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