
令和３年度事業報告に関する件 

 

 平成２５年４月に公益社団法人としてスタートし、９年目となる令和３年度の教育セン

ターの事業は、理事会の決議を受けた令和３年度事業計画に基づいて、事業を実施いたし

ましたが、これらの事業の経過ならびに結果について、次のとおり報告します。 

 

［その１］通信教育事業の実施に関する事項 

(1) 通常コース及び美容･理容修得者コースについて、２２４校の養成施設との業務委託

契約に基づく授業を適正かつ円滑に実施しました。 

(2) 添削指導について厳格かつ正確性の徹底を図りました。 

(3) 添削指導による中学卒業者講習を継続して実施しました。 

(4) 通信科生向け機関誌「学習だより」（2021 年夏号、2022 年冬号）について、継続的

に企画及び記事の刷新と充実を図りました。 

(5) 通信科生用 e-Learning の利用率向上のための施策を実施し、令和３年度の年度平均

利用率は前年度の 59.0％を上回る 65.4％となりました。また、令和３年９月には過去

最高の 69.1％の利用率を記録しました。 

(6) 令和５年度からの報告課題の e-Learning 化を円滑に進められるよう養成施設への

周知を徹底し、システム改修を開始しました。 

 

［その２］昼・夜間課程用教科書の編纂等に関する事項 

(1) 必修課目教科書については、令和５年の全面改訂に向けて教科書編纂委員会の改訂

の基本方針に基づき、原稿の執筆を進めております。 

(2) 選択課目教科書は、引き続き発行・販売をしております。 

(3) 教科書編纂委員会及び各課目の小委員会の開催については、新型コロナウイルスの

感染拡大を勘案し、以下の二つの小委員会を除いて見送りとしました。 

 

＜ 教 科 書 編 纂 委 員 会 ＞ 

1) 関係法規・制度小委員会 

第４回 令和３年７月２１日（Web 開催） 

2) 理容技術理論・理容実習小委員会 

第４回 令和３年８月１０日 

 

［その３］教員資格認定研修会の実施及び地区養成施設協議会主催教職員研修会の支援等

に関する事項 

(1) 理容師美容師養成施設教員資格認定研修会は、５月１３日（木）から３月２９日（火）

までの期間に、教育センターにおいて次のとおり実施し、延べ受講者数２７７名（再

受験者２０名を含む。）、合格者は２５２名でした。 

理容技術理論・理容実習については、１月１７日（月）から２月１日（火）に開催を

予定しておりましたが、受講者が新型コロナウイルス陽性者の濃厚接触者（後に感染



が判明）となったため、１月２５日に中止しました。なお、残りのカリキュラムを   

３月２２日（火）から３月２９日（火）に実施し、全課程を終えております。 

 

区  分 研修期間 
受講者数 

（受験者数） 
合格者数 不合格者数 

美容技術理論 

美容実習 

【１回目】 

5月13日～5月28日 

受講 ４９名 
 

再受験 ９名 
実技   ９名 

計  ５８名 

４５名 
 

７名 
７名 

計  ５２名 

４名 
実技   ４名 

２名 
２名 

計   ６名 

香粧品化学 6月7日～6月18日 

受講 ４５名 

再受験 ４名 

計  ４９名 

４０名 

３名 

計  ４３名 

５名 

１名 

計   ６名 

保健 9月30日～10月15日 

受講 １９名 

再受験 ２名 

計  ２１名 

１９名 

１名 

計  ２０名 

０名 

１名 

計   １名 

文化論 10月20日～11月2日 受講 ２１名 ２１名 ０名 

衛生管理 11月15日～12月3日 受講 ２９名 ２９名 ０名 

運営管理 12月6日～12月17日 受講 ２９名 ２８名 １名 

理容技術理論 

理容実習 

1月17日～1月24日 

3月22日～3月29日 

受講 １７名 
 

再受験 ２名 
筆記   ２名 

計  １９名 

１４名 
 

１名 
１名 

計  １５名 

３名 
筆記   ３名 

１名 
１名 

計   ４名 

美容技術理論 

美容実習 

【２回目】 

2月24日～3月11日 

受講 ４８名 
 

再受験 ３名 
実技   ３名 

計  ５１名 

４１名 
 

３名 
３名 

計  ４４名 

７名 
実技   ７名 

０名 
０名 

計   ７名 

合   計 ２７７名 ２５２名 
２５名 

筆記  １２名 

実技  １３名 

 

 

 

 

 

 



(2) 同時授業担当教員資格認定研修会は、９月１６日（木）から９月２２日（水）まで

の期間に、教育センターにおいて次のとおり実施し、延べ受講者数１５名、修了者は

１５名でした。 

 

区  分 研修期間 
受講者数 

（受験者数） 
修了者数 未修了者数 

香粧品化学 9月16日～9月17日 受講 １１名 １１名 ０名 

運営管理 9月21日～9月22日 受講  ４名 ４名 ０名 

合   計 １５名 １５名 ０名 

 

(3) 地区養成施設協議会主催教職員研修会は次のとおり実施され、支援については、今

年度の地区主催研修会助成金配分基準に基づき助成しました。なお、新型コロナウイ

ルス感染症の影響により、開催した地区は北海道、近畿、中国、九州の４地区でした。 

 

地区 研 修 内 容 

北
海
道 

期間 １０月７日（木） 

場所 北海道札幌市 札幌プリンスホテル国際館パミール 

課題 1) 自己の最大化 

講師：一般社団法人 A-bank 北海道  代表理事 曽田 雄志 

2) 組織の未来を変える“心動かす価値”の伝え方 

講師：北海道クリエイティブ株式会社 

   みらいバリュークリエイティブ株式会社 

     代表取締役 吉田 聡子 

3) 日本発 顔の輪郭を変える小顔シンメトリー矯正 

講師：日本フェイスデザイン協会・小顔22Bolty 

     理事長・総院長 河野 隆 

4) 試験事務手続きについて 

講師：(公財)理容師美容師試験研修センター 

     北海道ブロック所長 髙橋 俊幸 

近
畿 

期間 １１月２７日（土） 

場所 京都府京都市 ＡＮＡクラウンプラザホテル京都 

課題 1) 仏教とおもてなし 

講師：妙心寺退蔵院  副住職 松山 大耕 

2) 自発的に考えて行動する子供の育て方 

講師：高嶋 舞 

3) コロナ禍から考える感染症とともにある社会 

講師：森井 大一 

 



地区 研 修 内 容 

中
国 

期間 １０月１７日（日） 

場所 島根県浜田市 浜田ワシントンホテルプラザ 

課題 1) 業界動向と学生意識の変化 

講師：金 孝大 

2) 学び方･教え方･働き方の未来 AI やテクノロジーがもたらす教育･仕事革命 

講師：京都大学高等教育開発推進センター長  教授 飯吉 透 

3) 近代の石見神楽と提灯式蛇胴の誕生 

講師：島根県古代文化センター  専門研究員 石山 祥子 

九
州 

期間 １０月２５日（月） 

場所 鹿児島県鹿児島市 鹿児島サンロイヤルホテル 

課題 1) 鹿児島と九州各地のつながり 

講師：東川 隆太郎 

2) 世界への挑戦 ヘアデザインとカラー 

講師：井手口 庄吾 

3) 健康づくり・運動スポーツ 

講師：中垣内 真樹 

 

［その４］エステティック等認定制度（ＡＢＥ）に関する事項 

(1) 養成施設認定について 

新規に認定した養成施設は、まつ毛エクステンション７校、更新は、ネイル１校、

まつ毛エクステンション７校となりました。廃校及び未更新校を除き、令和４年３月

３１日現在の認定養成施設は、エステティック１８校、ネイル１５校、メイクアップ

１８校、まつ毛エクステンション７６校の合計１２７校となりました。 

 

養成施設名 ｴｽﾃﾃｨｯｸ ネイル ﾒｲｸｱｯﾌﾟ 
まつ毛 

ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝ 
認定日 

大村美容ファッション専門学校    ○ 5 月 1 日 

麻生美容専門学校    ○ 7 月 1 日 

沖縄ビューティーアート専門学校    ○ 7 月 1 日 

盛岡ヘアメイク専門学校    ○ 9 月 1 日 

アミューズ美容専門学校    ○ 9 月 1 日 

高津理容美容専門学校    ○ 11 月 1 日 

東京ベイカレッジ    ○ 1 月 1 日 

合   計 ０ ０ ０ ７  

 



(2) 技術者認定について 

学生を対象とした技術者認定は、ＡＢＥ認定校において次のとおり実施されました。 

 

教   科 
認定試験 認定者数 

受験者数 合格者数 令和３年度 累計※ 

エステティック ３２１ ３１４ ２８７ ２，００３ 

ネイル ２６７ ２５７ ２５４ １，８５２ 

メイクアップ ３９４ ３８０ ２９８ ２，４４２ 

まつ毛エクステンション ２，４９９ ２，２８８ １，５８９ ６，４２２ 

合   計 ３，４８１ ３，２３９ ２，４２８ １２，７１９ 

※ エステティック、ネイル、メイクアップは平成２６年度、まつ毛エクステンションは 

平成２７年度からの累計 

 

(3) 指導者養成について 

指導者養成研修会は、４月１２日（月）から２月１８日（金）までの期間に、教育

センターにおいて次のとおり実施する予定でしたが、エステティックについては最少

催行人数に達しなかったため、また、まつ毛エクステンション（２回目）については

直近の研修会において受講者が新型コロナウイルス陽性者の濃厚接触者（後に感染が

判明）となったため、感染予防の観点から開催を中止しました。 

 

区  分 研修期間 受講者数 合格者数 不合格者数 

まつ毛 

エクステンション 
4月12日～4月23日 

受講 ４０名 

再受験 １名 
筆記  １名 

計  ４１名 

４０名 

１名 
１名 

計  ４１名 

０名 

０名 
０名 

計   ０名 

エステティック 
6月28日～7月2日 

7月12日～7月16日 
開催中止 

まつ毛 

エクステンション 

1月31日～2月4日 

2月14日～2月18日 
開催中止 

合   計 ４１名 ４１名 ０名 

 

［その５］全国理容美容学生技術大会に関する事項 

第１３回全国理容美容学生技術大会は、新型コロナウイルス感染症の影響により、

地区大会及び全国大会を中止しました。なお、北海道、関東、東海、近畿、大阪、中国

地区は独自大会を開催しました。 

全国理容美容学生技術大会運営会議を１０月５日（火）に開催し、大会運営マニュ

アル、競技規程等の改訂について検討を行いました。 

地区養成施設協議会会長・代表幹事合同会議を１１月９日（火）に開催し、大会運

営マニュアル、競技規程等の改訂について報告しました。 



［その６］産学連携就職情報交換事業に関する事項 

産学連携就職情報交換事業は、理容９名、美容３８５名、合計３９４名の就職が内

定しました。 

 

［その７］機関誌発行等に関する事項 

(1) 機関誌「教育センター紀要」（2021年夏号、2022年冬号）を予定どおり発行し配布し

ました。 

(2) 社員校向けホームページを利用した養成施設への情報提供・情報共有を行うととも

に効率的業務運営を推進しました。 

 

［その８］その他法人の目的達成に必要な事項 

(1) 理容師・美容師養成功労者厚生労働大臣表彰を行い、次の３８名の方が栄えある受

賞者として表彰されました。 

 

都道府県 氏  名 養  成  施  設  名 

北海道 池野 美香 旭川理容美容専門学校 

岩手県 髙橋 一美 北日本ヘア・スタイリストカレッジ 

〃 高橋 洋子 盛岡ヘアメイク専門学校 

山形県 齋藤 明子 山形美容専門学校 

栃木県 小山 智弘 国際テクニカル美容専門学校 

埼玉県 山本美智子 大宮理容美容専門学校 

東京都 佐藤美奈子 山野美容芸術短期大学 山野美容専門学校 

〃 竹田 政宏 国際文化理容美容専門学校渋谷校 

〃 田崎 顕二 中央理美容専門学校 

〃 茂木 留美 山野美容芸術短期大学 

〃 八巻 勝則 国際文化理容美容専門学校渋谷校 

〃 米山 博司 国際文化理容美容専門学校国分寺校 

神奈川県 大川 康代 アイム湘南理容美容専門学校 

〃 三好 裕美 横浜市立横浜商業高等学校別科 

山梨県 河合まどか 山梨県美容専門学校 

長野県 小口  忍 松本理容美容専門学校 

静岡県 今井富美子 静岡県西部理容美容専門学校 

〃 中安 輝美 静岡県西部理容美容専門学校 

愛知県 糟谷 里子 名古屋理容美容専門学校 

〃 加藤 武彦 愛知県東三高等美容学校 

〃 山口  孝 アリアーレビューティー専門学校 

三重県 鈴木 良幸 伊勢理容美容専門学校 



都道府県 氏  名 養  成  施  設  名 

京都府 水   史 京都美容専門学校 

大阪府 岡本 勝茂 小出美容専門学校 

〃 谷本 佳隆 大阪美容専門学校 

〃 土橋 晋一 ル・トーア東亜美容専門学校 

〃 冨田 敬子 高津理容美容専門学校 

兵庫県 後藤 恵子 姫路理容美容専門学校 

〃 半田 一朗 尼崎理容美容専門学校 

島根県 福島 隆博 松江理容美容専門大学校 

岡山県 北村 宣幸 岡山県理容美容専門学校 

愛媛県 大村  孝 一般社団法人宇和島美容学校 

高知県 清藤 千秋 高知理容美容専門学校 

福岡県 古賀 英次 ハリウッドワールド美容専門学校 

〃 白石 幸子 福岡美容専門学校北九州校 

鹿児島県 下山由香里 鹿児島県美容専門学校 

〃 長野 慧子 鹿児島県美容専門学校 

沖縄県 伊良波眞正 中部美容専門学校 

 

(2) 理容学校生美容学校生に対する理事長表彰について、理容学校生美容学校生への学

業成績優秀者並びに技術優秀者に対する理事長表彰は、社員校からの推薦に基づき、

学業成績優秀者は１５３校、１９１名、技術優秀者は１３１校、１５６名の方々に表

彰状が贈られました｡ 

また、社員・理事長等及び養成施設の教職員に対する教育功労者の理事長表彰の受

賞者が、令和４年３月１７日（木）の理事会において、社員・理事長等４名、教職員

は、理容師養成施設関係２名、美容師養成施設関係３９名、理・美容師養成施設関係

６名、計４７名が次のように決定されました。 

 

（社員・理事長等） 

都道府県 氏  名 養  成  施  設  名 

千葉県 中田 裕之 パリ総合美容専門学校柏校 

静岡県 橋本 有希 池田美容学校 

和歌山県 亀井都紀子 和歌山高等美容専門学校 

福岡県 橋口 郁朗 福岡美容専門学校福岡校 

 



（教職員） 

都道府県 氏  名 養  成  施  設  名 

北海道  德菜津美 北海道理容美容専門学校 

青森県 磯島 弥生 八戸理容美容専門学校 

〃 榊  くみ 青森県ヘアアーチスト専門学校 

宮城県 髙橋 利之 仙台ヘアメイク専門学校 

福島県 八島 伸江 福島県高等理容美容学院 

茨城県 富樫真姫子 専門学校水戸ビューティカレッジ 

群馬県 大林 理恵 群馬県美容専門学校 

〃 秋山 美絵 高崎ビューティモード専門学校 

千葉県 谷澤 静子 パリ総合美容専門学校千葉校 

〃 赤海 英輝 パリ総合美容専門学校柏校 

神奈川県 巴  妙子 横浜市立横浜商業高等学校別科 

〃 中村 一枝 横浜理容美容専門学校 

東京都 茂木 康江 山野美容専門学校 

〃 窪田  崇 窪田理容美容専門学校 

〃 高橋希委子 国際文化理容美容専門学校渋谷校 

〃 榎戸 博子 中央理美容専門学校 

〃 中村 千尋 日本美容専門学校 

〃 今野 浩志 国際理容美容専門学校 

〃 森田 春香 資生堂美容技術専門学校 

〃 永松 義之 国際文化理容美容専門学校国分寺校 

〃 平田 昌義 山野美容芸術短期大学 

〃 板橋 宮子 東京ビューティーアート専門学校 

長野県 中村 真妃 松本理容美容専門学校 

新潟県 本間 由希 新潟理容美容専門学校 

富山県 笹原 正徳 専門学校 富山ビューティーカレッジ 

静岡県 大石 朋子 静岡県美容専門学校 

愛知県 福山 智子 中日美容専門学校 

〃 近藤ふみの 中部美容専門学校岡崎校 

〃 鶴下 加代 セントラルビューティストカレッジ 

三重県 丹羽 孝喜 旭美容専門学校 

〃 加藤 正雄 伊勢理容美容専門学校 

京都府 廣谷 伸子 京都理容美容専修学校 

兵庫県 安東 達也 アルファジャパン美容専門学校 

大阪府 木村 利幸 ル・トーア東亜美容専門学校 



都道府県 氏  名 養  成  施  設  名 

大阪府 吉竹 祐美 NRB 日本理容美容専門学校 

〃 眞吉 一巳 高津理容美容専門学校 

岡山県 福田 啓子 岡山県理容美容専門学校 

徳島県 古田 恭子 専修学校徳島県美容学校 

愛媛県 福井 啓子 一般社団法人宇和島美容学校 

〃 松本健太郎 愛媛県美容専門学校 

高知県 髙野 敏彰 高知理容美容専門学校 

福岡県 小山 隆史 福岡美容専門学校福岡校 

〃 緒方 直樹 大村美容ファッション専門学校 

〃 小川 知里 福岡美容専門学校北九州校 

大分県 古城 真紀 専門学校 明日香美容文化専門大学校 

〃 村井 雅子 専修学校 明星国際ビューティカレッジ 

沖縄県 永山 和美 中部美容専門学校 

 


