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入学式

於：本校７Ｆイベントホール 来賓：２０名
美容科・ﾍｱﾒｲｸ科・ﾋﾞｭｰﾃｨｰｴｽﾃ科
１・２年生オリエンテーション
２０１９年春期ネイリスト技能検定１級試験 会場貸出し
２０１９年春期ネイリスト技能検定２級試験 会場貸出し
サロン説明会（道外企業：５５社）
サロン説明会（道外企業：５３社）
高等教育段階の教育費負担軽減新制度機関要件確認申請説明会
（於：北海道庁 阿部出席）
２０１９年春期ネイリスト技能検定３級試験 会場貸出し
エステティックグランプリ北海道地区大会 会場貸出し
美容科１・２年生、ﾍｱﾒｲｸ科１年生 特別セミナー
（於：本校 ピカ子氏来校）
美容科２年生ヘアメイクコース メイク検定２級
（於：本校）
オープンキャンパス・ピカコセミナー（高校生対象）
（於：ロイトン札幌 廣地出席）
株式会社芭里絵 入社式
奈井江町立奈井江中学校
見学実習
高等教育段階の教育費負担軽減新制度機関要件確認申請説明会
（於：十勝総合振興局 松田出席）
妹背牛町立妹背牛中学校 ／岩内町立岩内第二中学校 見学実習
サロン説明会（道内・道外企業５１社）
サロン説明会（道内・道外企業５９社）
日本エステティック協会

１５日
１６日
１７日
２０日
２１日

２２日
２３日
２４日

２５日
２８日

２９日
３０日
３１日

厚岸町立真龍中学校
枝幸町立枝幸中学校

第１回認定試験制度ＷＧ会議

（於：日本エステティック協会（東京）

菅原（智）出席）

学実習

／釧路市立阿寒湖中学校

／別海町立野付中学校

／帯広市立帯広第四中学校

新十津川町立新十津川中学校 ／弟子屈町立川湯中学校 ／長沼町立長沼中学校 見学実習
美容科１・２年生、ﾍｱﾒｲｸ科1年生、ﾋﾞｭｰﾃｨｰｴｽﾃ科１年生、ｴｽﾃ校２年生 健康診断
２０１９年度 監事会
（於：本校 監事：２名・加納会計士）
２０１９年度 第１回理事会・評議員会
（於：札幌ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ国際館ﾊﾟﾐｰﾙ 理事：４名 監事：１名 評議員：２名）
美唄市立東中学校 見学実習
夕張市立夕張中学校 ／釧路市立阿寒中学校
岩見沢市立東光中学校 ／砂川市立砂川中学校 見学実習
余市町立東中学校 ／根室市立光洋中学校 ／稚内市立潮見が丘中学校 見学実習
ＯＣＥＡＮＴＯＫＹＯ特別セミナー 美容科１・２年生､ﾍｱﾒｲｸ科１年生対象
（於：本校 ＯＣＥＡＮＴＯＫＹＯ：高木琢也氏・スタッフ２名来校）
釧路市立景雲中学校 美容 ／釧路市立青陵中学校 見学実習
オープンキャンパス・ＯＣＥＡＮ ＴＯＫＹＯ 高木琢也セミナー（高校生対象）
百日草花粧会 全国きもの着付コンクール全国大会
於：国際ファッションセンターKFCホール（東京） 校長見学 引率：吉田・布川久美子
留袖着付部門 ：２年生２名出場 － 優秀賞２名
中振袖着付部門：２年生３名出場 － 奨励賞３名
室蘭市立港北中学校／釧路市立鳥取中学校／登別市立鷲別中学校／下川商業高校
見学実習
釧路町立富原中学校 見学実習
ｴｽﾃ１・２年生合同レクリエーション （於：円山陶房 引率：菅原（智）・中村・横田）

６月

１日
２日
５日
６日
８日
１２日
１３日
１４日
１７日
１８日
２０日
２１日
２２日
２３日
２７日
２８日
２９日

７月

１日
２日
３日
５日

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
（於：都市センターホテル（東京） 校長出席）
日本エステティック協会 第１２回定時社員総会
釧路市立春採中学校 見学実習
ジックリ体験入学・ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙｲﾍﾞﾝﾄ
江別高校 学校見学
美容科・ﾍｱﾒｲｸ科１年生 前期中間試験（学科）
（於：北海道理容美容専門学校 吉田出席）
全国理容美容学生技術大会実行委員会
ﾋﾞｭｰﾃｨｰｴｽﾃ科１年生 特別講習
（於：本校 体幹トレーニング 堀田亘先生）
（於：本校 美容科１・２年生、ﾍｱﾒｲｸ科１年生、ﾋﾞｭｰﾃｨｰｴｽﾃ科１年生、ｴｽﾃ校２年生聴講）
ＳＮＳリテラシーセミナー
美容師実技試験委員指導者研修会
（於：ＴＩＭＥ２４（東京） 吉田出席）
ﾋﾞｭｰﾃｨｰｴｽﾃ科１年生 特別講習
（於：本校 フィトメール講習 高野美幸先生）
ｴｽﾃ校２年生 特別講習
（於：本校 フィトメール講習 高野美幸先生）
日本ネイリスト協会 全日本ネイリスト選手権リハーサル 会場貸出し
日本ネイリスト協会 全日本ネイリスト選手権地区大会 会場貸出し
美容科・ﾍｱﾒｲｸ科１年生 前期中間試験（実技）
恵庭市立柏陽中学校 見学実習
ａｐｉｓｈセミナー

美専校１・２年生対象

（於：本校

ａｐｉｓｈ坂巻 哲也氏・スタッフ２名）

オープンキャンパス・AO面談･坂巻哲也ｾﾐﾅｰ（高校生対象）
通信課程３年生（秋）スクーリング開講日
通信課程２年生（秋）スクーリング開講日
苫小牧市立勇払中学校 見学実習
ミニ体験入学、AO面談

（於：ｶﾅﾓﾄﾎｰﾙ ）
札幌市立中の島中学校 ／苫小牧市立開成中学校 ／浦川町立浦川第一中学校 見学実習
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 廣地出席）
日高町立富川中学校 見学実習
２０１９年夏期ネイリスト技能検定２級試験 会場貸出し
第１１回 全国理容美容学生技術大会北海道地区大会 懇親会
（於：ロイトン札幌 校長出席）
第１１回 全国理容美容学生技術大会北海道地区大会 審査・監視委員事前会議
（於：ロイトン札幌 松井出席）
２０１９年夏期ネイリスト技能検定３級試験 会場貸出し
第１１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
2019 HBS HAIR SHOW（美容科70期生）

１０日
１１日
１３日
１４日
１４日
１５日

ワインディングデザイン巻き：２年生５名出場－優勝：１名
１６日
１７日
１８日
２２日
２３日
２５日
２６日
２７日
２９日

６位：１名

校長出席）
日本エステティック協会 第３回総務委員会
士別市立士別中学校 見学実習
（於：Ｃ-ＷＯＲＫ会議室（東京） 校長出席）
日本エステティック協会 第２回認証制度部会
洞爺町立洞爺中学校 ／江別市立野幌中学校 見学実習
美容科・ﾍｱﾒｲｸ科１年生 終業日
中標津町立中標津中学校 見学実習
第４０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４０回 美容師国家試験実技試験委員打合せ会議 会場貸出し
（於：京王プラザホテル札幌 工藤・松井・沢村受講）
第１回「職業実践専門課程」に係る研修会

日本理容美容教育センター

教員資格認定研修会

（於：日本理容美容教育センター（東京）

1名参加

美容科２年生・ﾋﾞｭｰﾃｨｰｴｽﾃ科１年生・ｴｽﾃ校２年生 終業日
オープンキャンパス、ＡＯ面談
（於：きくや青山スタジオ（東京）沢村参加
ﾄﾆｰｱﾝﾄﾞｶﾞｲ教育認定講師資格取得研修
第１１回 全国理容美容学生技術大会東北地区大会

３０日

４位：１名

（於：日本エステティック協会（東京）

事前打合会議

～７／３１迄）

（於：アパホテルＴＫＰ仙台駅北

閉講日（１６期秋－１名・１７期秋－８名）
第１１回 全国理容美容学生技術大会東北地区大会
（於：ゼビオアリーナ仙台

～８／９迄）

吉田出席）

通信課程２年生 １７期秋

吉田出席）

８月

１日
２日
６日
７日
８日
１９日
１９日
２０日
２１日
２２日

第４０回
第４０回

理容師国家試験（実技）会場貸出し（試験管：８名

受験者：２０名）

美容師国家試験（実技）会場貸出し（試験委員・吉田・関川 試験管：２２名 受験者：１４４名）

ジックリ体験入学
日本エステティック協会
ジックリ体験入学
ジックリ体験入学

講習会

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：滝川株式会社札幌営業所

（於：ガモウ本社スタジオ（東京）

ﾍｱﾒｲｸ科１年生・美容科２年生 始業日
美容科１年生 始業日
遠軽町立南中学校 ／留萌市立留萌中学校 見学実習
美容科２年生ブライダルコース ブライダル研修見学

横田出席）

2名参加

～8/21迄）

（於：ブライダルハウスBIBI本店）

札幌市内 市立中学校 ／北見市立相内中学校 ／
北見市立光西中学校 ／網走市立第三中校 見学実習
２４日
２６日

ｴｽﾃ校２年生 始業日
ミニ体験入学、ＡＯ面談
（於：本校 ﾋﾞｭｰﾃｨｰｴｽﾃ科２年生受験 試験官：菅原（智）・岡部（日本通信紙㈱））
AJESTHE認定上級ｴｽﾃﾃｨｼｬﾝ試験（筆記）
（於：株式会社百日草本社（東京）布川久美子出席）
オーガナイザー会議
日本エステティック協会

２７日
２９日
３０日

９月

１日
２日
６日
７日
９日
１１日
１２日
１３日
１３日
１４日
１６日
１７日

１８日
１９日
２１日
２５日
２６日

第３回認定試験制度ＷＧ会議

（於：日本エステティック協会研修センター（東京）菅原(智)出席）

ﾋﾞｭｰﾃｨｰｴｽﾃ科１年生 始業日
サロン説明会（道内企業４５社）
北見市立小泉中学校 見学実習
西興部村立西興部中学校 ／斜里町立斜里中学校 見学実習
稚内市立稚内中学校 ／北見市立上常呂中学校 ／北見市立高栄中学校 ／
雄武町立雄武中学校 ／枝幸町立枝幸中学校 見学実習
エステ校２年生 特別講習 （於：本校 ロミロミ講習 小山・木村講師）
第４１回 理容師美容師国家試験（筆記）会場貸出し（受験者 １６８名）
北見市立南中学校 ７名 見学実習
利尻町立利尻中学校 見学実習
１日体験入学＆ミニヘアショー、AO面談
百日草７０周年＆百日草花粧会５０周年合同記念パーティー （於：品川プリンスホテル（東京） 校長出席）

美容科１年生前期期末試験（実技）
浜頓別町立浜頓別中学校
見学実習
稚内町立稚内南中学校 ／佐呂間町立佐呂間中学校
見学実習
美専校１年生前期期末試験（実技）
ｴｽﾃ校２年生 特別授業
（於：本校 顔ヨガ 羽深未来先生）
幌延町立幌延中学校 見学実習
オープンキャンパス＆ミニヘアショー、AO面談
（於：札幌プリンスホテル（札幌） ～9/17迄 廣地・鈴木出席）
菊地ビューティーフェア２０１９
２０１９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
引率：松井・石川
デザイン巻き－２年生３名出場：２位、３位
パーパス巻き－２年生４名出場：優勝・２位
パーパス巻き－１年生６名出場：３位、４位
石狩市花川中学校
見学実習
第２４回全国学生技術コンテスト コンテスト会場下見及び施設側との打合せ
（於：品川区立総合区民会館「きゅりあん」（東京） 廣地出席）
入試説明会、ＡＯ面談
美容科・ﾍｱﾒｲｸ科１年生前期期末試験（学科）
（於：池袋東京セミナー学院 廣地出席）
学生技術コンテスト 第４回コンテスト委員会
美容科２年生 前期期末試験（学科）

１０月

１日
２日

３日
６日
８日
９日
１０日
１１日
１２日
１４日
１５日
１６日
１７日
２０日
２４日

２５日
２６日
２７日
２９日
３０日
３１日

（於：アスティ４５（札幌） 松田・阿部出席）
就学支援制度説明会
（於：日本理容美容教育センター（東京）～10/17迄 1名受講）
日本理容美容教育センター 教員資格認定研修
（於：日本エステティック協会会議室（東京） 校長出席）
日本エステティック協会総務委員会
（於：アスティ４５
松田・阿部出席）
日本学生支援機構奨学金業務研修会
ｴｽﾃ校２年生 特別授業
（於：本校 ロミロミ 小山雅子・木村先生）
（於：ホテル黒部（北見） 校長・松田・吉田・沢村・間明出席 １０／４迄）
北海道地区理容美容学校連盟教職員研修会
（於：ホテル黒部（北見） 校長出席）
北海道地区理容美容学校連盟臨時総会

美容科２年生ブライダルコース

ウェディングフェア

美容科・ﾍｱﾒｲｸ科１年生、美容科２年生

特別セミナー

（於：札幌プリンスホテル

（於：本校

（株）ｳﾞｨｻｰｼﾞｭｸﾘｴｰｼｮﾝ

引率：廣地・吉田）
白坂春光氏、他３名来校）

札幌市立山鼻中学校 見学
令和元年度 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６名・学校関係者評価委員会８名）
全国学生技術コンテスト 第５回コンテスト委員会 （於：池袋東京セミナー学院 廣地出席）
（於：本校 各学科講師７名、校長・廣地・教員８名・学務）
美専校 令和元年度前期反省会
ＣＩＤＥＣＣＯ国際認定校 教育委員会会議 （於：CIDESCO-NIPPON事務局（東京） 菅原智出席）
ベネッセこども英会話教室宮の沢教室 ﾊﾛｳｨﾝｲﾍﾞﾝﾄﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ参加
（引率：廣地・関川・間明）
（於：地下歩行空間
学生１名 引率：廣地・関川）
デザインザドリームコンテスト
日本エステティック協会

第４回認定試験制度ＷＧ会議 （於：日本ｴｽﾃﾃｨｯｸ協会試験ｾﾝﾀｰ（東京） 菅原智出席）

岩見沢市立豊中学校 見学実習
（於：ホテル名古屋ガーデンパレス 阿部出席）
日本学生支援機構奨学金業務研修会
北連各連 第２回札幌支部理事会
（於：札幌医学技術福祉専門学校 校長出席）
第１回入学試験
第２４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 校長見学 引率：廣地・松井・杉田
ワインディングデザイン巻きの部 ２年生３名出場－２位・４位
ワインディング
２年生の部３名出場－１位
ワインディング
１年生の部３名出場－１位・４位
デザインカットの部
２年生
３名出場－４位
千歳市立勇舞中学校 見学実習
（於：スガイディノスノルベサ（札幌） 引率：１年教員４名）
美容科・ﾍｱﾒｲｸ科１年生 ボウリング大会
ミニ体験入学、AO面談
ﾋﾞｭｰﾃｨｰｴｽﾃ科１年生 ネイル検定３級対策授業（於：本校 出勤：成田・佐藤 管理：横田）
２０１９年秋期ネイリスト技能検定３級試験 会場貸出し
（於：日本ネイリスト協会（東京） 校長出席）
日本ネイリスト協会スクール委員会
旭川市立愛宕中学校 ／蘭越町立蘭越中学校 見学実習
第１２回 エステティックコンテスト基本部門及び応用部門の協議審査前日打ち合わせ

（於：パシフィコ横浜展示ホール 菅原（智）出席 １０／３０迄）
第１２回 エステティックコンテスト基本部門及び応用部門
於：パシフィコ横浜展示ホール 校長見学 審査員：菅原（智） 引率：横田
基本部門：１年生１名出場－入賞なし 応用部門２年生１名出場－入賞なし
日本エステティック協会 AJESTHE Beauty Festival in YOKOHAMA
（於：パシフィコ横浜展示ホール 校長出席）

１１月

７日

８日
１２日
１３日
１４日
１５日
１６日
１８日
１９日

１９日
２０日

市立札幌啓北商業高校 見学実習
市立札幌大通高校 インターンシップ
市立札幌大通高校 インターンシップ
（於：滝川株式会社（札幌） 校長・菅原（智）・中村出席
日本エステティック協会AJESHE講習会北海道会場
（於：ホテル札幌ガーデンパレス 校長出席）
北海道私立専修学校各種学校教員能力認定委員会
（於：百日草本社研修ルーム（東京） 布川久美子出席～１１／１４迄）
百日草花粧会 第２回創定委員会
札幌市立栄中学校 見学実習
札幌市立藻岩中学校 見学実習
オープンキャンパス、ＡＯ面談
（於：ウエスティンホテル仙台 校長出席）
第１１回全国理容美容学生技術大会前夜祭
第１１回全国理容美容学生技術大会全国大会
於：宮城県総合運動公園総合体育館 校長見学 引率：松井
美容ワインディングの部：２年生２名出場－入賞者なし
通信課程１９期（秋）入学オリエンテーション （於：本校）
札幌市立札幌中学校 ／札幌市立東白石中学校 見学実習
札幌市立平岡中学校 見学実習
学生技術コンテスト

２１日
２７日
１２月

３日

第６回コンテスト委員会（反省会） （於：池袋・東京セミナー学院 廣地出席）

札幌市立澄川中学校 見学実習
美容科・ﾍｱﾒｲｸ科１年生 後期中間試験（学科）
日本エステティック協会 認定事業運営委員会
美容科２年生 卒業試験（学科）
日本エステティック協会

４日
５日
７日
１２日
１３日
１８日
２０日
２３日

１月

７日
８日
１０日
１４日
１７日
１８日
２１日

２５日
２７日

理事監事候補者選考委員会

（日本エステティック協会事務局（東京）

菅原（智）出席）

（於：ＴＫＰ麹町（東京）

校長出席）

美容科・ﾍｱﾒｲｸ科１年生 後期中間試験（実技）
ミニ体験入学、ＡＯ面談
日本パーソナルカラー協会 色彩技能パーソナルカラー検定モジュール１、モジュール２
（於：札幌ガーデンパレス 廣地出席）
「職業実践専門課程」に係る研修会
（於：札幌ガーデンパレス 校長出席）
北専各連文科省委託事業 第１回分科会
（於：日本ｴｽﾃﾃｨｯｸ協会研修ｾﾝﾀｰ（東京） 校長出席）
日本エステティック協会 第３回教育内容部会
美専校１・２年生、エステ校２年生 終業日
日本エステティック協会

認定事業委員会第２回会議

（於：日本ｴｽﾃﾃｨｯｸ協会事務局（東京）

菅原（智）出席）

（於：日本ｴｽﾃﾃｨｯｸ協会事務局（東京） 菅原（智）出席）
日本エステティック協会 認定事業委員会
美容科２年生 始業日
（於：日本ネイリスト試験研修センター（東京） 校長出席）
ＪＮＥＣ評議員会・理事会
（於：札幌ガーデンパレス 校長・廣地・松田・阿部出席）
北専各連札幌支部 現職教員新年研修会
（於：札幌ガーデンパレス
校長・松田・阿部出席）
北専各連札幌支部 現職教員新年交礼会
美容科２年生 卒業試験（実技）
美容科・ﾍｱﾒｲｸ科１年生 始業日
２０２０年冬期ネイリスト技能検定２級試験 会場貸出し （於：本校 管理：松田）
２０２０年冬期ネイリスト技能検定３級試験 会場貸出し （於：本校 管理：吉田）
（於：北海道理容美容専門学校 吉田・関川出席）
第４１回美容師国家試験実技試験委員事前会議
サロン説明会 （道内：２５社、道外：３０社）
ﾋﾞｭｰﾃｨｰｴｽﾃ科１年生 始業日
（於：日本エステティック協会事務局（東京） 菅原（智）出席）
日本エステティック協会 認定事業運営委員会
ｴｽﾃ校２年生 始業日
第４１回 美容師国家試験 実技試験

２月

４日

（於：北海道理容美容専門学校

５日
７日

（於：北海道理容美容専門学校

２年生：１３１名受験

第４１回美容師国家試験

１３日
１４日

１６日
１８日
２３日
２７日
２９日

３月

１日

２日
５日
１０日

１３日
１６日
１７日
１８日

試験委員：関川

補助委員：吉田

引率：２年担任）

実技試験
試験委員：関川

補助委員：吉田

引率：佐々木・杉田・石川）

ミニ体験入学
ｴｽﾃ校２年生 終業日
（於：北海道ドレスメーカー学院 校長出席）
道進協理事研修協議会
（於：ホテル名古屋ガーデンパレス
阿部出席）
日本学生支援機構 奨学業務連絡協議会
（於：TKP麹町駅前会議（東京） 菅原（智）出席）
日本エステティック協会 認定校会議
（於：本校
教育課程編成委員会６名出席）
第２回 教育課程編成委員会会議
（於：日本エステティック協会事務局（東京）
菅原智出席）
日本エステティック協会 認定事業運営委員会
全専各連・全国法専協会

第１３０回理事会・合同会議 （於：アルカディア市ヶ谷（東京） 校長出席）

美容科・ﾍｱﾒｲｸ科１年生 進級試験（実技）
（於：本校）
美容２年生 国家試験筆記対策授業
第４１回美容師国家試験 筆記試験
（於：北海道理容美容専門学校 ２年生：１３１名受験 引率：２年担任）
（於：本校 ｴｽﾃ校2年生4名受験 ４名合格）
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 ｴｽﾃ校2年生4名受験 ４名合格）
CIDESCO-NIPPONｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｴｽﾃﾃｨｼｬﾝ試験（実技）
美容科・ﾍｱﾒｲｸ科・ﾋﾞｭｰﾃｨｰｴｽﾃ科１年生

休校・自宅学習～３／１１迄

（新型コロナウイルス感染症予防・拡大防止の為）

令和元年度 卒業式
（於：本校７Fイベントホール）
学校法人布川学園 令和元年度 第２回理事会・評議員会
（於：札幌プリンスホテル ２８階すずらん 理事４名・監事２名・評議員４名）
美容科・ﾍｱﾒｲｸ科１年生 終業日
まつ毛エクステンション講習会 ～３／１９迄
（於：本校

百日草
百日草

講師：勝部郁美

受講者：工藤・佐々木（雅）・松井・間明・石川・佐々木（ゆ）・菅原（千）・中村）

留袖着付検定試験
中振袖着付検定試験

（於：本校

美容・ﾍｱﾒｲｸ科１年生５名受験

（於：本校

美容・ﾍｱﾒｲｸ科１年生３６名受験

審査員：４名）
審査員：４名）

