
２０１８年度　事業報告

学校法人　布川学園



４月  株式会社百日草 帯結び講習会

平成３０年度　入学式 於：本校７Ｆイベントホール　来賓：２１名

１・２年生オリエンテーション

サロン説明会（道外企業）

サロン説明会（道外企業：）
エステティックグランプリ北海道地区大会　会場貸出し

北専各連　常任理事会・理事会

法専協会　理事会

日本ネイリスト協会 スクール委員会

富良野東中学校　見学実習

ピカコセミナー（美専校１・２年生対象）

株式会社芭里絵 入社式・歓迎会

５月

旭川第二中学校　見学実習

長沼中学校　見学実習

サロン説明会

サロン説明会

通信課程３年生　願書記入説明会

赤平中学校／奈井江中学校　見学実習

エステ校２年生　フィトメール特別講習

岩見沢東光中学校　見学実習

北専各連 札幌支部　理事会・通常総会

エステ校１年生　フィトメール特別講習

稚内潮見ヶ丘中学校　／新篠津中学校　見学実習

日本ネイリスト協会　全日本ネイル選手権北海道地区大会　会場貸出し

平成３０年度　監事会
釧路阿寒中学校　見学実習
平成３０年度　第１回理事会・評議員会

釧路鳥取中学校／小樽朝里中学校　／小樽長橋中学校／

砂川石山中学校　／小樽望洋中学校　見学実習

岩見沢清園中学校／標津立川北中学校　見学実習

北専各連　通常総会

法専協会　通常総会

釧路富原中学校　見学実習

（於：本校　）

一日体験入学

（於：京王プラザホテル札幌　校長出席）

２０１８年度事業報告
２０１８年

ｴｽﾃ校2年生　特別講習（於：本校　ﾀﾞｲｴｯﾄ講習）

ｴｽﾃ校1年生　特別講習（於：本校　ﾀﾞｲｴｯﾄ講座）

（於：日本ネイリスト協会（東京）

（於：赤坂東急ビル（東京）

日本ｴｽﾃﾃｨｯｸ協会　メンバーシップ委員会・理事会 （於：日本ｴｽﾃﾃｨｯｸ協会（東京））

（於：本校　アブコ株式会社）

（於：札幌ガーデンパレス）

（於：本校　アブコ株式会社）

室蘭港北中学校／根室光洋中学校／根室啓雲中学校　／

（於：京王プラザホテル札幌　校長出席）

妹背牛中学校　／厚岸真龍中学校　／長沼中学校　見学実習

全国理美容学校連盟 第23回全国学生技術ｺﾝﾃｽﾄ 第1回委員会

美専校１・２年生 特別セミナー （於：本校　ＯＣＥＡＮＴＯＫＹＯ来校）

２０１８年春期ネイリスト技能検定３級試験　会場貸出し

（於：ロイトン札幌）

（於：札幌ガーデンパレス）

日本ネイリスト協会　第１回評議員会

（於：株式会社百日草（東京））

北海道理美容学校連盟 監査委員会 （於：北海道理容美容専門学校）
（於：札幌ガーデンパレス）北海道私立専修学校各種学校連合会 教員能力認定委員会

北海道理美容学校連盟　学生技術大会実行委員会・幹事会 （於：北海道理容美容専門学校）
北海道理容美容学校連盟　通常総会 （於：ニューオータニイン札幌）

（於：ﾃﾞｨﾉｽﾎﾞｳﾙﾉﾙﾍﾞｻ（札幌）ｴｽﾃ校1・2年生 新入生歓迎会 ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ大会

２０１８年春期ネイリスト技能検定１級試験　会場貸出し

２０１８年春期ネイリスト技能検定２級試験　会場貸出し

オープンキャンパス（高校生対象）

（於：札幌ガーデンパレス）

於：池袋東京セミナー学院）

（於：札幌ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ国際館ﾊﾟﾐｰﾙ）



百日草花粧会　全国きもの着付コンクール全国大会

於：KFC国際ファッションセンターホール（東京）　

留袖着付部門　：２年生２名出場　－　優秀賞　１名

釧路春採中学校　見学実習

下川商業高校　見学実習

６月 釧路景雲中学校　／浦臼中学校　／島牧中学校　見学実習

ジェルネイル技能検定　初級試験　　会場貸出し

ジェルネイル技能検定　中上級試験　会場貸出し

岩内第一中学校　見学実習

釧路青陵中学校　見学実習

平成３０年度 第１回 北海道私立学校審議会

美容１年生 前期中間試験（学科）

江別高校　見学実習

エステ校１年生 特別講習

北海道高等学校奨学会 第１回評議員会

理容師美容師試験研修ｾﾝﾀｰ 平成30年度 主任美容師実技試験委員研修会

（於：有明フロンティアビル（東京））

日本ｴｽﾃﾃｨｯｸ協会 AJESTHE講習会

全専各連 定例総会・理事会

全国理美容学校連盟　理事会・社員総会

全国法専協会　理事会・定例総会

日本理容美容教育ｾﾝﾀｰ　社員総会

エステ校２年生 特別講習

恵庭柏陽中学校　見学実習

マーケティングセミナー

クリーンコーポレーション　鼠・害虫点検

日本ｴｽﾃﾃｨｯｸ研究財団 第17回理事会

美容１年生　前期中間試験（実技）

７月

中標津中学校　見学実習

マーケティングセミナー

苫小牧啓明中学校　見学実習

第３８回　美容師国家試験実技試験委員打合せ会議　会場貸出し

株式会社内田洋行主催　ＮＥＷ ＥＤＵＣＡＴＩＯＮ ＥＸＰＯｾﾐﾅｰ

株式会社内田洋行主催　ＮＥＷ ＥＤＵＣＡＴＩＯＮ ＥＸＰＯｾﾐﾅｰ

北専各連　平成３１年度に向けた広報事業のあり方検討会 （於：札幌ガーデンパレス）

日本ｴｽﾃﾃｨｯｸ協会　定時社員総会

（於：日本ｴｽﾃﾃｨｯｸ協会（東京））日本ｴｽﾃﾃｨｯｸ協会　本部講師任命式・研修会

（於：北海道庁）

（於：本校　ロミロミ）

日経ＢＰ社 クラウドセミナー （於：札幌ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ　）

ジックリ体験入学・ブライダルイベント

千歳北斗中学校　／江別第一中学校　／江別第一中学校　見学実習

（於：札幌）

（於：本校　アピッシュ：）

エステ校１・２年生 合同レクリエーション

（於：北海道理容美容専門学校）

一日体験入学

（於：日本ｴｽﾃﾃｨｯｸ協会（東京））

美容２年生 カットコース カット試験 （於：本校）　

（於：札幌ファクトリー）

日本ｴｽﾃﾃｨｯｸ試験ｾﾝﾀｰ 第16回評議員会

（於：TKPｶﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀｰ（東京））

通信課程2・3年生（秋）スクーリング開講日

（於：都市センターホテル（東京））

千歳勇舞中学校　／小樽向陽中学校　／芦別啓成中学校　／小樽桜町中学校　見学実習

北専各連札幌支部 体育事業ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会開会式

（於：札幌市民ﾎｰﾙ）

（於：札幌ファクトリー）

（於：本校　ロミロミ）

（於：札幌ガーデンパレス）

（於：滝川㈱札幌営業所）

全国理美容学生技術大会 北海道地区大会 第２回実行委員会

ﾘｰﾄﾞｴｸﾞｼﾞﾋﾞｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱ 販促EXPOﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｾﾐﾅｰ

（於：アルカディア市ヶ谷（東京）

日経ＢＰ社 クラウドセミナー （於：札幌ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ）

（於：アルカディア市ヶ谷（東京）

（於：アルカディア市ヶ谷（東京）

（於：日本理容病教育ｾﾝﾀｰ（東京）　

美専校１・２年生 特別セミナー

（於：札幌東区美香保体育館）

（於：全国理容美容学校連盟事務局（東京））全国理容美容学校連盟　理事会

（於：東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ）

ﾐﾆ体験入学、ＡＯ面談
2018 HBS HAIR SHOW（美容科69期生）



全国理美容学校連盟 第23回全国学生技術ｺﾝﾃｽﾄ 第3回ｺﾝﾃｽﾄ委員会
（於：池袋東京ｾﾐﾅｰ学院）
苫小牧和光中学校　見学実習
日高富川中学校　見学実習

第１０回 全国理容美容学生技術大会　北海道地区大会
　於：ﾛｲﾄﾝ札幌　美容１・２年生全校応援　
　ワインディングデザイン巻き：２年生２名出場－1名：優勝
美容１年生　終業日

江別野幌中学校／士別中学校　見学実習

千歳青葉中学校　見学実習

第３８回 理容師国家試験実技試験委員打合せ会議　会場貸出し

第６１回 北海道美容技術選手権大会
（於：函館アリーナ）　

（於：京王プラザホテル札幌）
美容２年生　終業日
エステ校１・２年生　終業日

通信課程２年生 １６期秋　閉講日

８月 通信課程３年生 １５期秋　閉講日

第３８回 理容師国家試験（実技）会場貸出し（試験官：８名　受験者：２４名）

美容１・２年生　始業日

増毛中学校　見学実習

静内第三中学校　見学実習

エステ２年生　始業日

美容２年生 ブライダルコース ブライダル研修見学（ブライダルハウス BIBI本店）

北海道労働審議会　職業能力開発部会

エステ１年生　始業日

サロン説明会

旭川明星中学校　／北見小泉中学校　見学実習

訓子府中学校　／新琴似中学校　見学実習

オープンキャンパス

オープンキャンパス

オープンキャンパス

第６１回 北海道美容技術選手権大会 前夜祭 （於：ホテル函館ロイヤル）　

北海道私立専修学校各種学校教員能力認定委員会 職業実践専門課程に係る研修会

（於：札幌高等技術専門学院）

（於：本校　）

日本エステティック協会 AJESTHE認定講師養成講座 （於：日本エステティック協会（東京））

（於：ガモウ本社スタジオ～8/22迄）

美容２年生　ブライダルコース　ブライダル研修

安平追分中学校／札幌中の島中学校／浦河第一中学校 見学実習

オープンキャンパス、ＡＯ面談

美容２年生 ブライダルコース ブライダル研修見学（ブライダルハウス TUTU札幌）

三石中学校　／遠軽生田原中学校／網走第三中学校　見学実習

AJESTHE認定上級エステティシャン試験（筆記）

（於：北海道庁）
滝上中学校　／美幌北中学校／北広島大曲中学校　／女満別中学校

オープンキャンパス、ＡＯ面談

北海道私立専修学校各種学校 教員能力認定研修会 （於：北海道中小企業会館（札幌））

第３８回 美容師国家試験（実技）会場貸出し（試験官等：２０名　受験者：１４４名）

２０１８年夏期ネイリスト技能検定２級試験　会場貸出し

２０１８年夏期ネイリスト技能検定３級試験　会場貸出し
（於：ﾛｲﾄﾝ札幌 ）第10回 全国理美容学生技術大会 北海道地区大会 審査委員・監視委員 事前会議

北海道労働審議会　職業能力開発部会

（於：北海道）

ﾄﾆｰｱﾝﾄﾞｶﾞｲ教育提携校 認定講師定例研修会・資格更新研修

（於：札幌プリンスホテル）

遠軽安国中学校　／北見光西中学校　／北見相内中学校　／小清水中学校　／札幌市立中学校　見学実習

エステ１年生 レクリエーション メイク講習 （於：本校　）

網走第二中学校　／網走第四中学校／紋別潮見中学校　見学実習

平成３０年度第１回 高齢・障害・求職者雇用支援機構 運営協議会 （於：北海道職業能力開発促進ｾﾝﾀｰ（札幌））

北海道労働審議会 職業能力開発部会



９月 第３８回　理容師美容師国家試験（筆記）会場貸出し（受験者　１９１名）

北専各連 札幌支部 理事会

北海道高等学校・専修学校連絡協議会

苫前中学校　見学実習

留萌港南中学校　／倶知安中学校　　見学実習

ダイエット＆ビューティーセミナー

日本ｴｽﾃﾃｨｯｸ研究財団 ｴｽﾃﾃｨｯｸ学術会議

滝川株式会社　全国経営者大会

平成３０年 フジシンワインディングコンクール
於：札幌市産業振興センター　　

デザイン巻き－１年生８名出場
パーパス巻き－２年生２名出場：優勝・２位
パーパス巻き－１年生５名出場：３位・敢闘賞２名
法専協会　理事会

美容１年生　前期期末試験（実技）

美容１年生　前期期末試験（学科）
美容２年生　前期期末試験（学科）
日本ｴｽﾃﾃｨｯｸ協会　理事会

１０月

平成３０年度 第１回 職業実践専門課程会議
（於：本校　教育課程編成委員会・学校関係者評価委員会）

日本学生支援機構 奨学金業務研修会

平成３０年度 北海道地区理容美容学校 教職員研修会

日本学生支援機構 奨学金業務研修会
美専校 平成３０年度前期反省会 （於：本校）
第１１回 エステティックコンテストスチューデント部門
　於：大田区産業プラザＰｉｏ（東京）　

岩見沢北村中学校　／南幌中学校　見学実習
第１回入学試験
　特待生入学試験　
　一般入学試験　
美容１年生 ボウリング大会
ミニ体験入学・ＡＯ面談・ブライダルイベント

第２３回全国学生技術コンテスト

　於：東京品川区総合区民会館きゅりあん　

　ワインディングデザイン巻きの部　２年生２名出場－３位・８位

　ワインディング　　　　　　　　　２年生の部３名出場－１位

学校法人吉田学園 理事長 吉田 松雄氏 旭日小綬章受章を祝う会 （於：札幌グランドホテル）
（於：札幌市教育文化会館）

日本ドリコム デジタルマーケティングセミナー （於：札幌国際ﾋﾞﾙ　）

（於：札幌ガーデンパレス）

第１０回 全国理容美容学生技術大会 東京地区大会 打合せ会議・前夜祭 （於：東京ワシントンホテル）

全国学生技術コンテスト　第５回コンテスト委員会

日本ｴｽﾃﾃｨｯｸ協会 総務委員会 （於：日本ｴｽﾃﾃｨｯｸ協会（東京））

（於：旭川トーヨーホテル　　～１０／５迄）
日本エステティック試験センター技術力確認試験会場 （於：本校）

入試説明会、ＡＯ面談

（於：立命館いばらきﾌｭｰﾁｬｰﾌﾟﾗｻﾞ（大阪））

（於：スガイディノスノルベサ（札幌）　）

（於：札幌ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟﾚｽ　　～9/9迄）

デザイン巻き－２年生２名出場：優勝

エステ１年生 ネイル検定３級対策授業（於：本校）
日本ネイリスト検定試験センター 2018年秋期ネイリスト検定３級試験 会場貸出し（於：本校）

（於：日本エステティック協会（東京））
（於：CIDESCO-NIPPON事務局（東京））CIDESCO国際認定校 教育委員会 会議

（於：池袋東京セミナー学院　）

オープンキャンパス、ＡＯ面談

（於：札幌ガーデンパレス）

第６１回北海道私立専修学校各種学校教育研修大会

日本ｴｽﾃﾃｨｯｸ協会 第１回職業能力評価基準制度 推進委員会

（北海道経済部労働政策局人材育成課）長期高度人材育成ｺｰｽに係る説明会 （於：北海道立札幌高等技術専門学校）

（於：駒沢体育館（東京））

（於：札幌ガーデンパレス）

（於：日本ｴｽﾃﾃｨｯｸ協会（東京））

（於：東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ　）
（於：東京ﾌｧｯｼｮﾝﾀｳﾝﾋﾞﾙ）

第１０回全国理容美容学生技術大会 東京地区大会

（於：札幌パークホテル）株式会社菊地 ビューティーフェア

（於：グランドニッコー東京台場）

 



　ワインディング　　　　　　　　　１年生の部３名出場－１位

　デザインカットの部　　　　　　　２年生　　３名出場－３位

日本ネイリスト協会 スクール委員会

旭川緑が丘中学校　５名　見学実習

１１月 エステ校２年生海外研修旅行

日本ｴｽﾃﾃｨｯｸ協会 AJESTHE講習会

札幌栄中学校　見学実習

第１０回全国理容美容学生技術大会 全国大会
　於：岡山県総合グランド　

第２回 北海道私立学校審議会

札幌東白石中学校　／札幌中学校　見学実習

札幌陵陽中学校　８名　見学実習

美容１年生　後期中間試験（学科）
北専各連 常任理事会・理事会

１２月 ブライダルビューティープランナー検定 会場貸出し
第１９回ＪＮＡジェルネイル技能検定 初級試験 会場貸出し
パーソナルカラー検定試験 会場貸出し
第１９回ＪＮＡジェルネイル技能検定 中上級試験 会場貸出し
美容２年生 卒業試験（学科）
美容１年生 後期中間試験（実技）

ミニ体験入学・ＡＯ面談・ブライダルイベント
友ランゲージアカデミー札幌校　見学実習

㈱百日草　伝習会
エステ１・２年生 終業日

（於：道庁）
エステ１年生 参観日
美容１・２年生 終業日
「職業実践専門課程」に係る研修会

１月 美容２年生 始業日

美容１年生 始業日

（於：ザ・キャピトルホテル東急（東京））
日本エステティック協会　総務委員会 （於：東京）

第３９回美容師国家試験実技試験委員打合せ会議 （於：北海道理容美容専門学校）

（於：百日草本社（東京）　）

（於：滝川㈱札幌営業所）

㈱内田洋行 大学・高校実践ソリューションセミナー （於：サッポロファクトリー）

（於：札幌ガーデンパレス　）北専各連札幌支部 現職教員 新年研修会・交礼会　

（於：日本ネイリスト協会（東京））

２０１９年

北専各連 私学振興に関する懇話会 全道大会 （於：札幌ガーデンパレス　）

（於：プーケット　エステ２年生　～１１／６迄）

於：札幌ガーデンパレス）

（於：ホテルポールスター札幌）

札幌藻岩中学校　／札幌上篠路中学校　／天塩中学校　見学実習

（於：日本ネイリスト協会（東京））

日本ネイリスト協会 第２回評議員会 （於：赤坂東急ビル（東京））

㈱内田洋行 大学・高校実践ソリューションセミナー （於：サッポロファクトリー　）

日本マイクロソフト㈱主催 経営課題解説セミナー （於：ロイトン札幌　）

全専各連 都道府県協会等代表者会議

日本ｴｽﾃﾃｨｯｸ協会 理事会・職業能力評価委員会 （於：日本ｴｽﾃﾃｨｯｸ協会（東京））

北海道私立専修学校各種学校 教員能力認定委員会 （於：札幌ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟﾚｽ）
（於：道庁）

通信課程１８期生（秋） 入学オリエンテーション（於：本校）

（於：アルカディア市ヶ谷（東京）　）

（於：京王プラザホテル札幌）
２０１９年冬期ネイリスト技能検定２級試験　会場貸出し

２０１９年冬期ネイリスト技能検定３級試験　会場貸出し

高等教育の負担軽減方策に関する説明会

日本ネイリスト協会　役員選任委員会
日本ネイリスト協会　新年会

オープンキャンパス、ＡＯ面談

全国学生技術コンテスト　第６回コンテスト委員会 （於：池袋東京セミナー学院）

第６回 北海道私立専修学校 北海道職業能力開発施設の運営に係る連絡協議会・幹事会

北海道理容美容学校連盟 臨時総会・新年交礼会

（於：浅草ビューホテル（東京））ＺＥＬＥ ＮＥＴＷＡＲＫ 年頭例会



美瑛中学校　見学実習

北専各連 全体会議

２月

ミニ体験入学・ブライダルイベント
第３回 北海道私立学校審議会
教育課程編成委員会 会議
芭里絵経営計画発表会

雇用支援機構運営協議会
美容１年生進級試験（学科）
北専各連 常任理事会
札幌支部 事業部会
養成施設指導調査
美容１年生 進級試験（実技）
全専各連理事会

３月
美容２年生　国家試験筆記対策授業
第３９回 美容師国家試験 筆記試験

北専各連　理事会
平成３０年度　卒業式

北海道高等学校奨学会　評議員会

北海道で働こう応援会議総会

北専各連札幌支部 理事会

美容１年生　技術発表会
美専校・エステ校１年生　終業日

百日草 留袖着付検定試験
百日草 振袖着付検定試験

日本ｴｽﾃﾃｨｯｸ試験ｾﾝﾀｰ　評議員会
留学生サポートフォーラム

学校法人布川学園 平成３０年度 第２回理事会・評議員会

オープンキャンパス

一般社団法人CIDESCO-NIPPON 第２回国際認定校教育委員会 （於：麹町区民会館（東京））

（於：本校　）

（於：日本エステティック協会（東京））

日本学生支援機構 奨学業務連絡協議会 （於：ライフォート札幌　）
（於：本校）

（於：本校　教育課程編成委員会）

日本ネイリスト協会 スクール委員会

（於：北海道新聞社（札幌）

（於：北海道理容美容専門学校　2年生：164名受験　引率：2年生担任）

（於：本校７Ｆイベントホール）

（於：札幌ガーデンパレス）

（於：札幌ガーデンパレス　）
CIDESCO-NIPPONｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｴｽﾃﾃｨｼｬﾝ試験（筆記） （於：本校　）
CIDESCO-NIPPONｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｴｽﾃﾃｨｼｬﾝ試験（実技）

（於：日本ネイリスト協会（東京））

第３９回　美容師国家試験 実技試験

日本学生支援機構奨学金採用返還誓約業務等研修会 （於：ﾎﾃﾙ名古屋ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟﾚｽ　）

日本エステティック協会 認定校会議 （於：日本エステティック協会（東京）

（於：北海道理容美容専門学校）

ｴｽﾃ校2年生　特別講習（於：本校　顔ヨガ講習）

日本ネイリスト協会 第２回 役員選任委員会

（於：大原学園専門学校（札幌））

（於：道庁）

（於：札幌ガーデンパレス）
（於：滝川㈱札幌営業所）

（於：北海道理容美容専門学校　）

（於：札幌プリンスホテル 国際館パミール）

全国理美容学校連盟 第24回全国学生技術ｺﾝﾃｽﾄ第1回ｺﾝﾃｽﾄ委員会

（於：本校　）

全国理美容学校連盟　理事会 （於：全国理美容学校連盟（東京）

（於：本校）

（於：池袋・東京ｾﾐﾅｰ学院）

（於：日本エステティック協会（東京））

（於：エルプラザ（札幌））

（於：札幌グランドホテル）

第３９回　美容師国家試験 実技試験

日本ネイリスト協会 ２０１９年度ＪＮＡ認定校会議

日本エステティック研究財団　理事会 （於：TKP品川カンファレンスセンター（東京

（於：ポリテクセンター（札幌）　

（於：札幌ガーデンパレス　廣地出席）

（於：本校　北海道保健福祉部 健康安全局 食品衛生課より３名来校　２／２７迄）

（於：札幌ガーデンパレス）
（於：札幌ガーデンパレス）

（於：本校）
（於：アルカディア市ヶ谷（東京）

札幌美容協同組合 平成３１年新年交流会

（於：本校　）

高校専門学校意見交換会

日本ｴｽﾃ協会　職業能力評価基準制度推進委員会 （於：TKP麹町駅前（東京））
日本エステティック協会　理事会


