
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

・入学式　・始業式　・ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ

・防災訓練・教員面談

・健康診断・opencampus(通年)

・個人面談・親睦会・就職ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ(2年)

・研修旅行美容科1・２年・個別面談

・サロン協力会総会・学友会総会・1年

親睦会

・中間試験

・エスグラ見学(大阪/エステ科)・ス

ポーツ大会

・終業式	・ビジネス検定ジョブパス

・理美容甲子園東海大会(豊田市)

・理美容甲子園壮行会

・通信ｽｸｰﾘﾝｸﾞ	・集中講座(アロ

マ・Fシェービィング)

・始業式	・学期末試験

・通信卒業式

・建学の精神、教育目標の理解

・挨拶励行(オアシス運動)

・学生満足度UP(通年)・前向な空気作り(通年)

・基本的学習態度と生活習慣

・基本的学習態度と生活習慣定着

・資格取得の重要性の確認

・中退防止　・学生募集

・トレーニングの習慣づけ

・職業人となる自覚と決意

・交通安全　・就活

・整理整頓　・学生募集AO

・夏休みの安全と健康

・学生募集	・就活

・進路意識の啓発

・自立心と積極性の発掘　・学生募集

・学生募集(追込)

・事故防止・基礎学力

・技能の維持向上・自宅学習の徹

底）

・規則正しい生活習慣

・災害指導・行事と安全

・前期の総括

・休み明け変調等注視

学校環境

・建学の精神，教育目標の理解

・3.7.30の法則の実践　・ATM運動(通年)

・基本的学習態度と生活習慣

・基本的学習態度と生活習慣定着

・資格取得の重要性の確認

・中退防止

・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞの習慣づけ

・職業人となる自覚と決意

・交通安全・冷房器機取扱

・整理整頓

・夏休みの安全と健康

・進路意識の啓発

・自立心と積極性の発掘

・事故防止

・基礎学力

・技能の維持向上

・自宅学習の徹底

・規則正しい生活習慣

・前期の総括

・休み明け変調等注視

学校生活

・学習意欲と学習態度

・交通安全	・時間厳守

・仲間作りサポート

・3.7.30の法則の実践

・安全な通学・喫煙SNS指導

・仲間作りｻﾎﾟｰﾄ

・本学でのﾙｰﾙとﾏﾅｰ

・役割活動のパターン化

・学習・役割活動のマンネリや

なれあい防止

・喫煙・服装指導

・休暇中の心得

・集中講座について
・出校日・補講

・防災の日

・行事と安全

美容1年
・生活習慣作り、仲間作り

・基本動作確認　・個人面談

・五月病対策・生活習慣振り返り・研

修旅行・親睦会

・ビジネス検定対策

・中間試験対策・芸術鑑賞

・ビジネス検定・夏休み前の振り返

り・中間試験振り返り
・集中講座　・夏休みの課題

・休み明け対策　・追試対策　・

期末試験対策

美容2年

・始業・始業挨拶・授業姿勢・個人面談

・休み明け対策・毎日学習（通年）・

パーマ講習①

・コンテスト対策

・コンテスト対策（学生技術大会）

・5月病対策（希望者個人面談）・中間テスト

対策（学科）研修旅行

・コンテスト対策（学生技術大

会）・基礎トレーニング・パーマ講

習②

・学生技術大会

・夏休み対策　・集中講座
・希望者出校日・夏休み課題

・期末試験対策・追試対策・休み

明け対策・国試対策・エステ検定

美容通信
スクーリング受講シート授業計画表準備

2２期春生入学式

スクーリング

19期秋生　受験願書
スクーリング

スクーリング

19期秋生国試実技対策　100％合格

スクーリング・学科集中講義

19期秋生国試筆記対策〜卒業準備

19期秋生　卒業式

22期秋生　入学準備

学生部

(学生指導）

・登下校の安全・身だしなみ指導・挨拶励行・

学校生活の習慣づけ・救急救命講習

・遅刻ゼロ運動・挨拶励行

・学校生活マナー指導・良いオアシス運動

・登下校時の指導・交通安全強化月間

・良いオアシス運動・クールビズ

・夏休みの過ごし方や事故防止指導

・体調管理・クールビズ

・夏休みの過ごし方や事故防止指導

・体調管理・クールビズ

・登下校時の指導　・学校生活マナー指

導　・遅刻ゼロ運動・クールビズ

就職指導　キャリ

ア教育

（1年）一般常識指導・（2年）求職票の提出・

県外就職者エントリー指導・会場就職ガイダン

ス

県内就職希望者ｴﾝﾄﾘｰ指導 （2年）サロン見学・面接
（1年）接遇マナー指導

（2年）サロン見学・面接
　サロン見学・面接

トータル科

・学生生活の心構え・教材配布

・身だしなみ徹底・挨拶励行

・掃除指導・課外授業参加確認

親睦会・個人面談 ・中間試験
・ビジネス検定/ネイル検定

・後期選択専攻説明会

・ジェル講習・エステ技術力確認

試験（実技）

・アロマセラピー講習

ネイル2級　・期末試験

・バリ検定対策講座・東京研修・

メイク検定3級・ジェルネイル初級

学生指導(就職)・

ｷｬﾘｱ	生指/ﾄｰﾀﾙ

科）

・就職指導

・就職希望アンケート　・身だしなみ・挨拶の

徹底

・求人の貼り出し

・GWサロンリスト作り

・求人貼りだし　・身だしなみ、挨拶の徹底

・身だしなみ・挨拶の徹底・インターン

シップ

・求人貼り出し　・サロン見学

・就活用	証明写真提出　・サロン説明会

・卒業生講話　・身だしなみ・挨拶の徹底

・サロン見学

・活動状況に合わせて個別対応

・サロン見学

・身だしなみ・挨拶の徹底

・活動状況に合わせて個別対応

・サロン見学/面接

・身だしなみ、挨拶の徹底

・求人の貼り出し

ラパージュ オープンキャンパス オープンキャンパス オリジナルコスメ開発 サロンメニュー作成 オープンキャンパス ・パンフレット、HP準備

寮
大掃除

規則正しい寮生活について
役割分担について

除草作業

エアコンなどの点検
帰省に関する指導 帰省 大掃除

入学式・決算処理・書類整理・専門実践申請・

教員氏名変更届

修学支援金手続き

基本調査・役員会準備・サロン協力会準備・

登記届・通信配本依頼　学校関係者評価委員

会・奨学生在学採用者推薦

AOエントリー受付開始

労働保険料報告

就職ガイダンス準備

AO面接 通信願書受付

自己点検評価開始

通信卒業・入学準備・学園祭協賛

依頼・通信生アンケート

・open	campusガイダンス通年

・広報計画の策定
・高校訪問（スチューデントボイス/指

定校他）・ブログ強化・HP完成

・AOスタート・ブログ強化

・夏休OC告知訪問・ネット出願ス

タート

・夏休みDM・夏の職業体験講座・AO・

通信の広報活動(社会人)　・秋冬OC打

合せ

・AO・通信の広報活動

・新ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ打合せ(表紙案)・秋

冬OC完成

推薦入学AO報告／高校訪問　通信追い込

み・学園祭告知２年生に向けて・学祭広

報・準備・夏のOC振り返り

学

生

生

活

・

教

務

指

導

事務局・学校評価

広報

2022年度�前期 年間事業計画（保健安全計画）
月

学校行事

重点目標

保

健

安

全

管

理



１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

・通信入学式・学園祭・願書受付開始		・１

年就職ガイダンス・1年研修旅行・津祭りボ

ランティア・東海地区教員研修・ネイル検

定・エステ科始業式・学園祭

卒業見込み会議・美容甲子園（全

国）・後期中間試験・1年インターン

シップ①

・コース卒業制作

・終業式　　・集中講座色彩活用パー

ソナルカラー検定対策講座

・始業式

・進級ガイダンス

・インターンシップ②

・学年末試験　・国家試験(実技)・色

彩活用パーソナルカラー検定　・通信ｽ

ｸｰﾘﾝｸﾞ(集中講座)・入学生ガイダン

ス・バリ研修　・卒業認定会議

・卒業式・終業式　・教員面接

・入学生ガイダンス

・国家試験(筆記)・学友会総会

・前期の反省と後期めあて設定

・学習意欲の高める創意工夫

・学校行事の安全・事故防止

・ｽﾁｭｰﾃﾞﾝﾄｻﾛﾝ立ち上げ

・学校行事の成功と安全

・事故防止　・国試対策

・ﾁｰﾑﾜｰｸと信頼構築

・団体行動を通じた人間教育

・冬休みの健康と事故防止

・旅行の安全と健康

・国試対策

・自己実現に向けての目標設定

・学習環境の充実・整備

・国試対策

・時間厳守等ルールの徹底

・国試対策･学習の総仕上げ

・職業とは?・社会人とは?

・ｷｬﾘｱ教育とは？

・社会人としての自覚

・就職準備

学校環境
衛生観念・美化意識確立

節約・省ｴｽ・ｴｺ活動ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ

・消火器類の点検

・安全点検

・暖房の機器の取扱

・安全点検・大掃除

・衛生業務としての理・美容

(実習室･設備器機用具の衛生)

・安全点検

・大掃除

・照明換気についての指導

・安全点検

・大掃除

・施設設備の点検

・修理・改善

学校生活

・後期の心構え	自律と共生

・後期目標の策定(前期の総括)　・校外活動

（学園祭等）での心構え

・安全対策
・冬休み課題

・冬休みの過ごし方

・国試、進級

・卒業試験に向けての指導

・卒業・就職

・進級指導

・進級指導

・春休みの過ごし方

美容1年
・前期反省と後期目標設定・就職ガイダン

ス・学園祭準備　・津まつりボランティア・

研修旅行・学園祭・ネイル検定

・中間試験対策		　　　　　　・インター

ンシップ
・冬休みの課題

・色彩活用パーソナルカラー検定講座

・インターンシップ

・進級に向けての心構え

・進級試験対策・進級試験

・色彩活用パーソナルカラー検定

・追試対策

・ワイディングコンテスト

・進級にあたっての心構え　・認定フェ

イシャル検定

美容2年
・学園祭準備　・模擬試験　　　　　　　・

津まつりボランティア・研修旅行

　・中間テスト対策

　・国試実技対策

・コース卒業制作

・国試対策（実技・筆記）　　・テーブル

マナー

　・国家試験対策実技（特訓）

・国家試験対策筆記（補修実習）

　・卒業試験対策

　・国家試験対策筆記　（補修学科）

・卒業後の心構え

・就職に向けての心構え

美容通信 22期秋生　入学式
スクーリング

20期春生　受験願書　　卒業試験
スクーリング

スクーリング

20期春生国試実技対策　100％合格

スクーリング・学科集中講義・　20期

春生国試筆記対策〜卒業準備

20期春生　卒業式

23期春生　入学準備

学生部

(学生指導)

・秋の交通安全強化月間・挨拶励行

・地域社会行事参加の意識

・良いオアシス運動

・国家試験に向けての心構え

・冬季身だしなみ指導・体調管理

・インフルエンザ予防の呼びかけ

・年末年始の交通安全

・冬休みの過ごし方や事故防止指導

・インフルエンザ予防の呼びかけ

・登下校時の指導・自己体調管理指導

・インフルエンザ予防の呼びかけ

・挨拶励行・良いオアシス運動・体調

管理

・インフルエンザ予防の呼びかけ

・社会人に向けての心構え・挨拶励行

・体調管理

就職指導

キャリア教育

県内就職未定者個別指導・インターンシップ

準備

就職・ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟにむけてOB講話・1年イン

ターンシップ事前指導、実習
(1年)インターンシップ準備 (1年)インターンシップ　事前指導〜実習 (２年)就職未定者個別指導

(1年)就職活動準備指導

(2年)サロン勤務心得

トータル科
・津祭り	/	ボランティア	・学園祭

・ネイル検定2級
・化粧品検定2級　・定期試験　・ア

ロマ検定

・エステティクセンター試験

・パーソナルカラー検定対策

・体調管理

・挨拶励行・身だしなみ徹底

・色彩活用パーソナルカラー検定

・卒業試験　・バリ研修・ジェルネイ

ル中級

・卒業式

学生指導

(就職・生指

トータル科)

・就職個別対応・身だしなみ・挨拶の

徹底　活動状況に合わせて個別対応
(希望に近いサロンや情報を検索し、プリン

トアウトして共に活動していることを伝え

る)・求人貼り出し

・就職個別対応・身だしなみ・挨拶

の徹底　活動状況に合わせて個別対

応
(希望に近いサロンや情報を検索し、プリン

トアウトして共に活動していることを伝え

る)・求人貼り出し

・就職個別対応・身だしなみ・挨拶の

徹底　活動状況に合わせて個別対応
(希望に近いサロンや情報を検索し、プリン

トアウトして共に活動していることを伝え

る)・求人貼り出し

・就職個別対応・身だしなみ・挨拶の徹

底　活動状況に合わせて個別対応
(希望に近いサロンや情報を検索し、プリント

アウトして共に活動していることを伝える)・

求人貼り出し

・就職研修

(社会人としての教養確認)

・就職内定先へご挨拶状

ラパージュ

・サロン準備・接客指導

・技術チェック・広報活動

・津祭り参加

・サロン準備　・エステサロン体験

・無料ﾓﾆﾀｰにてﾌﾟﾚｵｰﾌﾟﾝ

・技術チェック・振り返り

・サロンオープン

・技術チェック・振り返り

・ﾈｲﾙﾒﾆｭｰスタート

・ﾊﾞﾘｴｽﾃﾒﾆｭｰ・技術チェック

・振り返り・ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ参加

・サロン実習総まとめ

・ステップアップ　・感謝day
・クローズ

寮 大掃除 火気取り扱い指導 帰省に関する指導 入所説明・見学会 大掃除 入寮説明・見学・手続き

入試準備（合否）

通信配本依頼

教材見積依頼　推薦入試事務　（奨学金返

還説明）

進級ガイダンス準備

年末調整	　　学校指定申請

入学ガイダンス準備

教材の確定　校外賞の準備

卒業式・役員会準備

教材発注

36協定手続き

入学式準備　学生アンケート　サロン
協力会更新　棚卸　　自己点検評価分析

奨学生適格認定報告

・新ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ打合せ

・学園祭

・各業者打合せ

・新ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ打合せ

・広報計画

・新ﾊﾟﾝﾌ(表紙のみ)データ完成

・高校まわり　年賀状
・年始挨拶		・パンフデータ完成

・春から夏のOCリーフレット打合せ

・高校挨拶	・新パンフ発送（高

校生）・パンフ納品・各業者サイ

ト／媒体準備

・高校中学挨拶	・春から夏OCﾘｰﾌﾚｯﾄ完

成

・通信の広報活動

学

生

生

活

・

教

務

指

導

事務局・学校評価

広報

2022年度�後期 年間事業計画(保健安全計画)
月

学校行事

重点目標

保

健

安

全

管

理


