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学校法人 長谷川学園  

旭美容専門学校  

 

1. 法人・学校情報 

(1)法人名称  学校法人 長谷川学園 

(2)学校名称  旭美容専門学校 

(3)主たる事務所  津市上浜町一丁目 14番地 

(4)創立   昭和 24年 4 月 21日  

(5)連絡先   〒514-0008 三重県津市上浜町一丁目十四番地 

   電話 059-228-8481 FAX059-227-2611 e-mail info@abic.ac.jp 

web  http://www.abic.ac.jp 

2.沿革(歴史) 

創業者長谷川初子は外地で美容業を営んでいましたが昭和20年11月、戦後直ぐ三重県津市に帰国しナリス

美容室を開業しました。初子の美容室は戦後の苦しい生活の中でも「きれいになりたい」と願う沢山のお

客様が訪れ大盛況。その状況に初子は「美容という仕事は、美を提供するだけでなく、一人ひとりの心を

満たして喜びを与えられる。人を幸せにすることができる職業なのだ」ということを深く知りました。同

時に、将来の美容業界を担うプロフェッショナルを育てることの必要性を強く感じ昭和24年 旭美容専門

学校を設立しました。 以来、初子の「美で一人ひとりを幸せに」という想いは「ヒューマン・ビューテ

ィー」の心として、学校の建学の精神・教育理念となって現在まで受け継がれています。70年を経た今日

も厚生労働省指定の美容師養成校として、また学校法人認可を受けた専修学校として次代の美容業界を担

う人材育成を行っています。 

 

昭和 24年 4月   旭服飾美容専門学校として津市広明町 349にて開校 

   三重県知事より各種学校認可  

昭和 26年 5月  厚生大臣指定校として認可  

昭和 31年 11月  旭理容美容専門学校と名称変更 

昭和 42年 3月  津市上浜町 1-14に校舎を建設 移転 

昭和 51年 4月  専修学校認可 

昭和 53年 7月  旭花嫁着付研究会発足 旭美容専門学校 30周年記念ショー開催 

昭和 57年 3月  津市上浜町 1-13に鉄骨 2階建講堂建設 

昭和 62年 9月  津市上浜町 1-6-2に鉄骨 3階建   学生会館舎を新築 

平成 8年 1月  ヴィダルサスーンアカデミーとのスクールシップ提携 

平成 9年 9月  学園本校舎南館を増設 

平成 10年 4月  日本ネイリスト協会認定校 

平成 11年 1月  日本エステティシャン協会認定校 
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平成 11年 4月 5日  津市上浜町 1-16-6に 3号館を建設 

平成 11年 9月  50周年記念ショー 

平成 12年 9月  学友会主催第一回学園祭 

平成 22年 4月  トータルエステティック科スタート 

平成 23年 5月  La page-PRO(トータルビューティーサロン)スタート 

平成 24年 4月  旭美容専門学校に校名変更 

平成 26年 9月  Abian Spa Aesthetic Academy と提携 

平成 31年 4月   美容科 ビューティースペシャリストコース 新設 

  

3.建学の精神と教育目標     

 

建学の精神    「HUMAN  BEAUTY」 

   基本に忠実な確かな技術と 美を愛し お客様一人一人を大切にする 

   ヒューマン・ビューティーの精神を身につけたスペシャリストの養成 

 

教育目標   

(1)専門能力を身につけたスペシャリストの養成(確かな技能とそれを支える専門知識・デザイン感覚) 

(2) 一人一人のお客様を大切にするホスピタリティマインドの涵養(感謝的心構えとテーラーメイド感覚) 

(3)職業人として必要な問題解決能力の開発 (夢を形にする実現力)   

(4)社会人として正しく行動できる人間教育 (自律自戒の精神) 

(5)衛生サービスに必要な衛生教育 (衛生観念の確立) 

 

2020年度教育テーマ   

 

「一流を育てる」 

新時代・変化への対応   教育改革・機関要件(減免・給付)対策 

一、職業(実学)教育  一、キャリア教育  一、資格取得支援 

本年度教育テーマと 3 つの柱 

本学では年間事業計画において、世代や価値観の変化やその時々の業界ニーズに適合した人材育成を行うため、毎年度  

”教育テーマ”ならびに”教育の 3つの柱”を定め、時流に適した人材育成を行っています。 

令和 2年度は建学の精神ならびに職業教育の原点に立ち返り、教育テーマ「一流を育てる」のもと、新時代の変化に対応で

きる一流の社会人育成に取り組んでいきます。 
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4.旭美容専門学校  学科等 

学科 課程 

修 業 

年 限 

入学

定員 

収容 

定員数 摘要 

美容科 専門課程 2年 70 140 

トータルヘアモードコース 

ヘア&メイクコース 

ブライダル・スタイリストコース 

ビューティー・スペシャリストコース 

美容科 高等課程 2年 10 20   

トータルエステティック科 専門課程 1年 16 16   

美容科 通信課程 3年 40 120 4月 10月入学 

エステティック通信講座 通信講座 6 ヶ月 16  4月 10月入学 

 

【 付帯事業 】 

付属トータルビューティーサロン  ラパージュ & ラパージュ・プロ 

旭学生ホール (食堂)  旭学生会館 (学生寮) 

 

【 認定校・提携校 】 

● 社団法人日本ブライダル事業振興協会（会員）●日本エステティック協会  

● 日本メイクアップ連盟（会員）●日本ヘアケアマイスター協会（会員） 

● ●NPO 法人日本ネイリスト協会認定理容美容養成学校 R-00067 

●日本理容美容教育センター まつ毛エクステンション検定 メイクアップ検定 認定校 

● Sasoon Academy （ロンドン）●mondo Academy（東京） 

● mondo artist-group（東京）●アビアン スパ エステティック アカデミー(インドネシア)   

 

5.役員・教職員 

(1)役員  理事 5人(内、理事長 1 人)、監事 2人 

(2)評議員  11人  

(3)教職員       令和 2年 5月 1日現在 

教員 職員 

専任 兼任 小計 専任 兼任 小計 

12 25 37 5   5 

 

6.学校の施設設備 

学校敷地面積  2782.62㎡   

学校施設  本館 1124.12 ㎡   南館(旭講堂)1063.54 ㎡  3 号館 386.59 ㎡    

  旭学生会館 269.34㎡       合計 2843.59 ㎡ 
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7.本学の特色 

(1) 70年の伝統と実績 1万人超の卒業生 

(2) 3つの校舎と学生会館からなる充実の施設・設備。津駅から徒歩 5分と通学にも便利 

(3) 深く学べる独自のカリキュラム 

 ・ 67年のノウハウが詰まった独自のカリキュラム Abicメソッド  

(4)コース制・担任制で密着指導 

(5)世界トップレベルの技が学べる  

・ ロンドン サスーンアカデミー・スクールシッププログラム(サスーンカット) 

・ モンドアーティストグループ、モンドアカデミーとの提携校(ヘアメイク) 

・ アビアン・スパ・エステティックアカデミー(バリエステ)他 

(6)資格に強い  

(7)コンテスト入賞常連校  

(8)スチューデントサロンで本物のお客様に施術(トータルエステティック科) 

(9) 就職を徹底サポート  就職希望者 就職率 100%  

サロン協力会との連携と独自のキャリア教育(インターンシップなど)によりミスマッチのない就職先を 

(10)楽しいキャンパスライフ(学生同士はもちろん先生との距離もとても近い学校、 

美味しい給食を提供する学生ホールやバスケットコートなど学生の憩いのスペースも充実している) 

 

8.学校運営 

(1)年間事業計画 (保健安全計画)  

各部署は各月重点目標と学校行事のもと、保健安全管理・学生生活・教務指導・学生寮・付帯事業・事務

局 ・広報それぞれの事業計画策定し活動している。別紙 

 

(2)規定関係  

・学則・・・組織編成・教育課程・管理運営など学生が修業上必要な事項を定める  

 附属規程として(1)学生心得  (2)履修認定規程 (3)学則ならびに学生心得施行細則 (4)その他災害 

等に対する規程や公欠規程など必要なものは学生手帳に示す  

・旭美容専門学校奨学金規程 (学生の学費支援) 

・旭美容専門学校奨学給付金制度(規程) (優秀学生の顕彰) 

・服務規程・・・服務の基本原則・心得をはじめ教職員としての規律に関する事項、人事、表彰及び制裁、

安全衛生、災害補償、教育訓練・福利厚生の項目からなる。この規則には (1)給与規程 

 (2)退職金規程(3)育児・介護休業等に関する規則が付属する。 

・個人情報保護規定及び個人情報保護指針・・・個人情報の保護管理の徹底 

・消防計画・東南海 南海地震防災規程      以上 

 

 

http://www.weblio.jp/content/%E7%B5%84%E7%B9%94
http://www.weblio.jp/content/%E7%B7%A8%E6%88%90
http://www.weblio.jp/content/%E6%95%99%E8%82%B2%E8%AA%B2%E7%A8%8B
http://www.weblio.jp/content/%E7%AE%A1%E7%90%86
http://www.weblio.jp/content/%E9%81%8B%E5%96%B6
http://www.weblio.jp/content/%E5%AE%9A%E3%82%81
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三、教育活動 

美容科(専門課程 高等課程 ２年制) 

「美容科」では、1年次に全員が美容のベーシックテクニックを学び、2年次より、「トータル・ヘアモード」「ヘア＆メイク」 

「ブライダル・スタイリスト」「ビューティースペシャリスト」4つのコースのいずれかを選択します。国家資格である 

「美容師免許」は、どのコースに進んでも取得を目指します。 

 

 

 

トータルエステティック科(専門課程  1 年制)  

トータルエステティック科では、エステティック技術の習得を中心にネイルやメイクアップ・アロマセラ

ピーなど トータルビューティーを 1 年間で実践的に学びます。 abic 付属のエステティックサロンで一

般のお客様への施術・接客の経験を重ね 即戦力のスキルを身につけます！ 

 

 

 

 

通信美容科(3年制) 

美容室で働きながら、あるいは他のお仕事や家事・子育てをしながら、美容師資格をめざすコースです。

 通信教育とスクーリングで美容の知識・技術を深めるので、_毎日学校に通わなくても美容師国家試験受

験資格を取得できます。 入学時期は 4 月と 10 月の 2 回、美容室で毎日働く方のコースと一般コース(そ
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れ以外の方)からなり_スクーリングの時間数が異なります。スクーリングは主に月曜、第 2・第 3 火曜に

開校していますから、_それぞれのご都合に合わせ受講していただけます。 (国家試験前には 2 週間の学

科目集中講義と同 2週間の実技集中トレーニングも実施します) 

 

 

エステティック通信講座  (2019年度〜新コース開設のため休講中) 

「日本エステティック協会」認定カリキュラムにそった、「エステティック通信講座」。 本校でのスク

ーリングと、自宅での通信教育の組み合わせによりスキンケアの基礎技術から高度な施術法まで、エステ

ティシャンに必要な技能を、身につけていきます。一般社会人の方から、すでにエステティシャンとして

働く方まで受講していただけます。 卒業時には、「日本エステティック協会認定エステティシャン」の

受験資格を得られ、夢の実現へと近づきます。 

 

 

以上 


