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Admission Policy（アドミッション・ポリシー） 

秋田ヘアビューティカレッジは、学校教育法及び美容師法に基づき、美容師並びに美容業に必要な
知識と技術を習得させ、美容業界の向上と発展に寄与するとともに、地域社会に貢献し得る人材の養
成を目的としています。 

このような教育目的のもと、以下のような学生を求めています。 

① 本校での学修を強く志望し、本校で自己成⾧・自己実現を成そうと志望する人。 
② 美容の分野に強い興味と関心を持ち、将来、この分野において業界や地域社会の持続的発展に 

貢献しようという意思を持つ人。 
 

募集学科 
 

募集学科 募集定員 修業年限 入学時期 

美容科（職業実践専門課程） 40 名 昼間 2 年 2023 年４月 

 

文部科学大臣認定「職業実践専門課程」について 

専門学校のうち、企業等と密接に連携して、最新の実務の知識・技術・技能を身につけられる実
践的な職業教育に取り組む学科を文部科学大臣が「職業実践専門課程」として認定します。 

秋田ヘアビューティカレッジの美容科は、美容の職業に必要な実践的かつ専門的な能力を育成
することを目的として美容分野における実務に関する知識、技術及び技能について組織的な教育
を行うものとして「職業実践専門課程」に認定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

美容分野の企業、団体や学術機関（大学等）と一緒にカリキュラムを編成して 

おり、企業等のニーズを反映したカリキュラムが学べます 

最新の美容の技術・知識・取組が学べる美容サロンと連携した実習、演習等の 

授業を経験することができます 

最新の実務や指導力を習得するための教員研修を毎年実施しており、よりレベル 

の高い先生から直接指導を受けることができます 

さまざまな学校関係者と一緒に学校評価を実施して学校の質を総合的に向上さ 

せており、卒業まで安心して学ぶことができます 

ホームページやＳＮＳ等で学校のカリキュラムや取組等の情報を積極的に情報 

提供しています 

特長① 

特長② 

特長③ 

特長④ 

特長⑤ 
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出願区分・出願資格・選考方法 

 

出願区分 出願資格 選考方法 

ＡＯ入学 

●高等学校、修業年限３年以上の専修学校高等課程、高
等専門学校のいずれかを、2023 年 3 月卒業見込みの
方、及び卒業した方（高等学校を卒業した方と同等以上
の学力があると認められる方を含む） 

●本校を専願とし、合格後の本校入学が確実である方 

面接（ＡＯ面接） 

書類審査 

特待生入学 

●高等学校、修業年限３年以上の専修学校高等課程、高
等専門学校のいずれかを、2023 年 3 月卒業見込みの
方、及び卒業した方（高等学校を卒業した方と同等以上
の学力があると認められる方を含む） 

●本校を専願とし、合格後の本校入学が確実である方 

書類審査 

面接 

筆記試験（現代文） 

社会人入学 
●高等学校、修業年限３年以上の専修学校高等課程、高

等専門学校のいずれかを卒業した方（高等学校を卒業し
た方と同等以上の学力があると認められる方を含む） 

●本校を専願とし、合格後の本校入学が確実である方 

書類審査 

面接 

一般入 学 
●高等学校、修業年限３年以上の専修学校高等課程、高

等専門学校のいずれかを、2023 年 3 月卒業見込みの
方、及び卒業した方（高等学校を卒業した方と同等以上
の学力があると認められる方を含む） 

書類審査 

面接 

 

出願区分別の主な特徴 

ＡＯ入学 

 

■予めＡＯ志望理由書の提出（エントリー）が必要 

■高等教育の修学支援新制度併願可  

特待生入学 

 

■推薦書（学校推薦、又は自己推薦のどちらでも可）の提出が必要 

■高等教育の修学支援新制度併願可   

社会人入学  

 

高等学校を卒業した方（既卒者）の入学について 

高校既卒の社会人や学生（大学生・短大生・専門学校生等）の方は、上記の「ＡＯ入学」、「特待生入
学」、「社会人入学」、「一般入学」から選択して出願することができます。 

※本校は秋田県の委託を受けて美容師（国家資格）を取得し、その資格をいかした再就職を希望する方を受け入れる
「⾧期高度人材育成コース」の対象校です。 
※「⾧期高度人材育成コース」については、13 ページをご確認ください。 

入 学 金 免 除 制 度 対 象 早 期 入学 内定 可 

特待生制度対象（授業料最大 30 万円免除） 

合格者の入学金全額免除（入学金免除制度対象、入学時負担軽減） 
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出願に必要な提出書類等 

 

出願区分 提出書類等 

ＡＯ入学 
エントリー時  ▶ＡＯ志望理由書 

ＡＯ合格認定後 ▶入学願書、受験票、出願資格を証明する書類、入学検定料 

特待生入学 
推薦書（学校推薦又は自己推薦） 
入学願書、受験票、出願資格を証明する書類、入学検定料 

社会人入学 入学願書、受験票、出願資格を証明する書類、入学検定料 

一般入学 入学願書、受験票、出願資格を証明する書類、入学検定料 

 

提出書類等準備の注意事項 

入学願書 
本校所定の様式とします。必要事項を全て記入し、証明写真を１枚貼り付けてく
ださい。 

ＡＯ志望理由書 本校所定の様式とします。ＡＯ志望理由と必要事項を全て記入してください。 

推薦書 
本校所定の様式とします。 
在籍する学校（校⾧等）からの推薦書、又は自己推薦書として作成してください。 

受験票 
本校所定の様式とします。必要事項を全て記入し、証明写真を１枚貼り付けてく
ださい。 

証明写真 ２枚 

・縦４cm×横３cm のカラーとし、出願前３か月以内に撮影してください。 
・上半身、脱帽で正面を向き、無地の背景としてください。 
・写真の裏面に氏名を記入してください。 
・入学願書と受験票に、それぞれ１枚ずつ貼り付けてください。 

出願資格を証明

する書類 

・高等学校、修業年限３年以上の専修学校高等課程、高等専門学校を 2023 年 3 月
卒業見込みの方は調査書 

・高等学校、修業年限３年以上の専修学校高等課程、高等専門学校を卒業した方は
卒業証明書 と 成績証明書又は単位修得証明書（発行不可の場合を除く） 

入学検定料 

10,000 円の普通為替証書とします。 
現金をゆうちょ銀行又は郵便局の窓口で 10,000 円の普通為替証書に換えてくだ
さい（発行料金は普通為替証書１枚につき 430 円）。なお、指定受取人は空白と
し、何も記入しないでください。 
※出願書類等一式を本校の受付窓口に直接持参する場合に限り、現金 10,000 円に

よる納入も可能です（手数料無料）。 

宛名ラベル 
本校所定の様式とします。必要事項を全て記入し、出願書類等を封入する封筒
（角形２号）に貼り付けてください。（公式サイトからダウンロード可能） 
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出願手続 

 

❶ 出願書類（本校所定様式）のお取り寄せ方法について 

⑴ ダウンロードによる方法 

「入学願書」、「受験票」、「ＡＯ志望理由書」、「推薦書」、「宛名ラベル」の各様式は、本校ホーム
ページ（公式サイト）からダウンロードすることができます。 

【公式サイト URL】 http://www.hairbeauty-akita.com 

〈注意事項〉 
※ダウンロードできるファイル形式は PDF 形式です。 
※ダウンロードした様式を印刷する用紙は日本産業規格Ａ４サイズの白紙とし、印刷時の拡大や縮小は

行わないように設定して出力してください（両面印刷不可）。 
※ご利用になるパソコンや周辺機器の環境等により、本校で指定した様式と異なって印刷されている場

合は、改めて書類に必要事項を記入・押印していただくことになります。 

⑵ 郵送でのお取り寄せ 

●WEB サイトからお申込み …… 本校ホームページ（公式サイト）の資料請求ページで必要事項
を入力し、郵送で取り寄せることができます。 

●電話で直接お申込み  ………… 本校の入試広報係までご連絡ください。 
入試広報係 【TEL】018－833－2023 【受付時間】９:00～17:00（休校日を除く） 

 

 

❷ 出願書類等の提出方法について 

出願期間内必着となりますので、余裕をもって早めのご提出をお願いいたします。 
※ＡＯ入学の出願期限は、６ページをご確認ください。 
※特待生入学、社会人入学、及び一般入学の出願期間は、７ページをご確認ください。 

●郵送で提出する場合 
市販の角形２号封筒（Ａ４用紙が折らずに入るサイズ）に本校所定の「宛名ラベル」を貼り付

け、出願書類等一式を封入して郵便局窓口から「簡易書留」で郵送してください。 

●本校に直接提出する場合 
市販の角形２号封筒（Ａ４用紙が折らずに入るサイズ）に本校所定の「宛名ラベル」を貼り付

け、出願書類等一式を封入して本校の受付窓口に持参してください。 
【受付時間】９:00～17:00（休校日を除く）  
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ＡＯ入学 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① ＡＯ志望理由書の作成 

● 本校所定様式の「ＡＯ志望理由書」に記入してください。 
● 高等学校、修業年限３年以上の専修学校高等課程、高等専門学校を 2023 年 3 月卒業見込みの

方は、保護者（又は保証人）及び在籍校の先生（担任の先生等）の確認印が必要です。 

② ＡＯ入学にエントリー 

「ＡＯ志望理由書」を下記の期限までに本校へ提出してエントリーしてください。 

受付期間 エントリー期限 ＡＯ面接日 

ＡＯ１期選考 
2022 年 6 月 1 日 受付開始 

2022 年 7 月 29 日（金）必着 
随時 

※エントリー受付後 10 日以内
に郵送で通知します。 

ＡＯ２期選考 
2022 年 8 月 1 日 受付開始 2022 年９月 30 日（金）必着 

ＡＯ３期選考 
2022 年 10 月 1 日 受付開始 2022 年 11 月 30 日（水）必着 

※市販の角形２号封筒に本校所定の「宛名ラベル」を貼り付け、ＡＯ志望理由書を封入し、郵
便局窓口から「簡易書留」で郵送、又は本校の受付窓口に直接持参してください。 

※受付期間内であっても、募集定員に達した場合は、その後のエントリー受付を終了すること
があります（本校ホームページ（公式サイト）にて告知いたします）。 

③ ＡＯ面接を受ける 

ＡＯ面接の日時と場所は、「ＡＯ志望理由書」を本校で受領後、通知により指定します。 

※志願者の学校活動（部活動等）により、本校で指定したＡＯ面接日を変更したい場合には、
本校の入試広報係までご連絡ください。なお、ＡＯ面接日変更の受付は、通知から１週間以
内とさせていただきます。 
入試広報係 【TEL】018－833－2023 【受付時間】9:00～17:00（休校日を除く） 

ＡＯ入学では、秋田ヘアビューティカレッジのアドミッション・ポリシー（入学者受け入れの方針）
に基づき、志願者の志望理由を評価して合否を判定します。 

 

〈ＡＯ入学の手順〉 
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ＡＯ入学合格者の優遇措置（入学金免除制度） 

ＡＯ入学の合格者は、選考における評価及び成績の結果に基づき入学金を免除します。 

本校のアドミッション・ポリシーをよく理解し、
評価及び成績の結果がＡ判定の方 入学金全額免除（７万円免除） 

本校のアドミッション・ポリシーをよく理解し、
評価及び成績の結果が A 判定以外の方 入学金の減免（２～６万円減免） 

 

④ ＡＯ面接結果を確認 

● ＡＯ面接結果は、ＡＯ面接日から 10 日以内に郵送で通知します。 

● ＡＯ面接結果で合格を認定された方は、忘れずに、「⑤出願」の手続を行ってください。 

● ＡＯ面接結果で合格を認定されなかった方は、引き続き、一般入学、特待生入学、又は社会人
入学で出願することができます。 

⑤ 出願 

● ＡＯ面接結果で合格を認定された方は、下記の出願期限までに、ＡＯ入学の出願に必要な書
類等を全て提出してください（すでに提出済みの書類等は除く）。 

● ＡＯ入学の出願に必要な書類等について詳しくは３ページをご確認ください。 

ＡＯ合格認定者の区分 ＡＯ入学の出願期限 
（2022 年 9 月 1 日（木）受付開始） 

ＡＯ１期選考で合格を認定された方 2022 年９月 30 日（金）必着 

ＡＯ２期選考で合格を認定された方 2022 年 10 月 28 日（金）必着 

ＡＯ３期選考で合格を認定された方 2022 年 12 月 23 日（金）必着 

 

⑥ ＡＯ入学合格通知書を受け取り、入学手続を行う 

● 本校が「出願に必要な書類等」を全て受領し、内容を確認した上で不備がなければ、入学
願書に記載された出願者本人住所宛てに「合格通知書」を郵送で通知します。 

● 合格通知書には、入学手続に関する書類が同封されますので、内容をご確認の上、所定の
手続を行ってください。 
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特待生入学・社会人入学・一般入学 

 

選考日程 ※特待生入学・社会人入学・一般入学の選考は共通の日程となります。 

出願期間（※期間内必着） 選考試験日 

一次募集 2022 年 10 月 3 日(月)～2022 年 10 月 14 日(金) 2022 年 10 月 22 日（土） 

二次募集 2022 年 10 月 15 日(土)～2023 年３月 31 日(金) 
随時 

※願書受付後 10 日以内に
郵送で通知します。 

 

特待生入学・社会人入学・一般入学の出願から合否確認まで 

 

 

３ページ記載の出願区分に応じた提出書類等を揃え、全て提出してください。 
※出願書類等の提出方法は、４ページの「❷出願書類等の提出方法について」をご確認ください。 

 

 

受験票は、選考試験日の当日に持参してください。 
 

 

詳しくは、受験票と一緒に送付される「入学者選考試験のご案内」をご確認ください。 

 

 

合否結果は、選考試験日から 10 日以内に、入学願書に記載された出願者本人住所宛てに郵送で
通知します。 

 

特待生入学合格者の優遇措置（特待生制度） 

本校では、特待生入学の選考試験で優秀な成績を修めた者に対して学費の一部を免除する特待生制度
を設けています。 

詳しくは、８ページをご確認ください。 
 

社会人入学合格者の優遇措置（入学金免除制度） 

社会人入学の合格者は、選考試験における評価及び成績の結果に基づき入学金を免除します。 
詳しくは、８ページをご確認ください。  

❶ 出願 

❷ 受験票を受け取る 

❸ 選考試験を受験する 

❹ 合否結果を確認する 
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学納金等 

 
納入項目 納入金額 納入期限 

 入学金 070,000 円 入学手続期間内 

（合格通知発送日から 10 日以内）  施設設備維持費 200,000 円 

 教材費 280,000 円 2023 年４月（入学時） 

 １学年前期（４月～９月）授業料 

各期 300,000 円 

2023 年３月 27 日 

 １学年後期（10 月～３月）授業料 2023 年９月 27 日 

 ２学年前期（４月～９月）授業料 2024 年３月 27 日 

 ２学年後期（10 月～３月）授業料 2024 年９月 27 日 

※学納金は、定められた期日（納入期限）までに納入してください。 
※教材費は、入学時より２年間で使用するテキスト（教科書等）のほか、各種モデルウイッグ、シザーズ（鋏）、メイク、

ジェルネイル、まつ毛エクステンション、エステティック、ワインディング、オールウェーブセッティング等の実習
教材を含みます。なお、２年次に国家試験用カットウイッグの購入が別途必要となる場合があります。 

※2023 年 3 月 31 日までに入学辞退を申し出た方には、入学金を除き施設設備維持費を返還しますが、既に購入した
教材等については実費を頂きます。 

 

秋田ヘアビューティカレッジの各種サポート制度 

特待生制度 

本校では、特待生入学の選考試験で極めて優秀な成績を修めた者に対して学費の一部を免除する特待
生制度を設けています。 

特待生選考結果がＡ判定の方 授業料を最大 30 万円免除（６か月分） 

特待生選考結果がＢ判定の方 授業料を最大 15 万円免除（３か月分） 

特待生選考結果がＣ判定の方 授業料を最大５万円免除（１か月分） 

※特待生は募集定員の 20％以内とさせていただきます。 
※特待生選考の結果、特待生に該当しなかった方は、一般入学といたします（再受験は不要）。 
※入学後の成績評価、出席状況、及び学生の本分に反した行為等で、特待生としての適性を欠く者は、特待生の資格

が失われる場合があります。 
※学費の一部免除は、1 学年の後期授業料分が対象となります。 

入学金免除制度 

本校のアドミッション・ポリシーをよく理解し、
評価及び成績の結果がＡ判定の方 入学金全額免除（７万円免除） 

本校のアドミッション・ポリシーをよく理解し、
評価及び成績の結果が A 判定以外の方 入学金の減免（２～６万円減免） 
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学納金分割納入制度（無利子） 

通常の納入方法よりも入学前の負担が軽減されます。 
〘分割納入の一例〙施設設備維持費と授業料を 20 回分割で納入とした場合 

回 納入金額 納入期限（毎月 25 日） 

１ 70,000 円 2023 年４月 25 日 

２ 70,000 円 2023 年５月 25 日 

３ 70,000 円 2023 年６月 25 日 

…
 

18 70,000 円 2024 年９月 25 日 

19 70,000 円 2024 年 10 月 25 日 

20 70,000 円 2024 年 11 月 25 日 
※入学金及び教材費は、分割納入の対象外です。 
※分割納入を希望される方は、入学手続期間内（合格通知発送日から 10 日以内）に本校事務へ申請書類を

提出し、手続を行ってください。 
 

 

学校指定教育ローン「学費サポートプラン」 

学費サポートプランは、株式会社オリエントコーポレーションと提携した教育ローンです。 
学費等は、オリエントコーポレーションから本校指定口座へ直接入金されます。 

ローン対象費用 入学金・授業料・施設設備維持費・研修費・教材費の一部等 
ローン申込上限金額 500 万円 

お支払い方法 

◉通常払い 
在学中から分割支払額（あらかじめ指定した金額）を支払います 

◉ステップアップ払い 
在学中は分割払手数料のみを支払い、卒業後に通常払いで支払います。 

◉親子リレー返済プラン 
卒業後に支払いをお子さまに引き継ぎます。 

※一部繰上返済も可能（３万円以上）。繰上返済手数料は無料です。 
分割払手数料率 実質年率 3.9％（固定） 

申込者（契約者） 保護者の方（本校に入学または在学する学生の親権者で安定した収入のある方） 
※ご契約には審査（最短１日）があります。 

必要書類 合格証・学生証などの証明書、納入額の記載書類など 

申込方法 ◉Web 申込 
◉電話申込（郵送申込） 

お問い合わせ先 
株式会社オリエントコーポレーション 
0120－517－325（フリーダイヤル） 
https://orico-web.jp/gakuhi/ 
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国の教育ローン 

国の教育ローンは日本政策金融公庫（政府系の金融機関）が国民生活事業として行っている固定金利
で返済期間も⾧い教育ローンです。本校受験前や合格前であってもお申込み可能です。 

ご利用用途 

●受験費用（受験料、受験時の交通費・宿泊費など） 
●学納金（入学金、授業料、施設設備費など） 
●教科書代、教材費、パソコン購入費、通学費用、研修旅行費用、学生の国民健康保険料など 
●学生の住居費用（マンション・アパート等の敷金・家賃など） 

※今後 1 年間に必要となる費用がご融資の対象となります。 
※入学資金については、原則として入学される月の翌月末までご融資が可能です。 

ご利用いただけ
る方 

学校に入学・在学される方の保護者（主に生計を維持されている方）で、世帯年収（所得）が
次表の金額以内の方 

お子さまの人数 世帯年収（所得）の上限額 上限の緩和＊ 

１人 790 万円（600 万円） 990 万円（790 万円） 

２人 890 万円（690 万円） 990 万円（790 万円） 

３人 990 万円（790 万円） ̶ 

４人 1,090 万円（890 万円） ̶ 

５人 1,190 万円（990 万円） ̶ 
※（ ）内の金額は事業所得者の場合の所得上限額です。 
※世帯年収（所得）には、世帯主のほか、配偶者等の収入（所得）も含まれます。 
※今年の世帯年収（所得）が上記の金額以内となる見込みのある方は、ご利用いただける場合があります。 
※ご親族などでもご利用いただける場合があります。 
※独立行政法人日本学生支援機構の奨学金と併せてご利用いただけます。 
※審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがございます。 

＊上限の緩和要件 
お子さまが２人以内の場合で、以下の１～８の要件のいずれか一つに該当する場合、990 万円（790 万

円）まで上限額が緩和されます。 
1. 勤続（営業）年数が 3 年未満 
2. 居住年数が 1 年未満 
3. 世帯のいずれかの方が自宅外通学（予定）者 
4. 借入申込人またはその配偶者が単身赴任 
5. 今回のご融資が海外留学資金 
6. 借入申込人の年収（所得）に占める借入金返済の負担率が 30%超  
7. ご親族などに「要介護（要支援）認定」を受けている方がおり、その介護に関する費用を負担 
8. 大規模な災害により被災された方 

融資限度額 
お子さまお 1 人につき 350 万円以内 
※融資限度額はお子さま単位です。また、今後 1 年間に必要となる費用がご融資の対象となりますが、融資限

度額内であれば、複数回に分けてお借り入れいただくことが可能です。 

金利 

令和４年 5 月１日現在 年 1.80％（固定金利・保証料別） 
母子家庭、父子家庭、世帯年収 200 万円（所得 132 万円）以内の方または子ども３人以上の
世帯かつ世帯年収 500 万円（所得 356 万円）以内の方は上記利率の▲0.4％（固定金利・
保証料別） 

返済期間 
18 年以内 
（母子家庭、父子家庭、交通遺児家庭、世帯年収 200 万円（所得 132 万円）以内の方または子ども 3
人以上の世帯かつ世帯年収 500 万円（所得 356 万円）以内の方は 18 年以内） 

返済方法 

1.元利均等返済（元金と利息を合わせた毎月の返済額が一定） 
※ボーナス月（年 2 回）の増額返済も可能です。（最大で融資額の 1/2 まで） 

2.元金据置（在学期間中は利息のみのお支払が可能） 
※在学期間中は、元金を据え置いて利息のみのお支払いとすることもできます 

お問い合せ先 
教育ローンコールセンター 0570－008656（ナビダイヤル） 

日本政策金融公庫ホームページ https://www.jfc.go.jp/ 
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日本学生支援機構奨学金制度（貸与奨学金） 

学生本人に対して学資金をサポートする制度で、返還義務も本人にあります。 
勉学に励む意欲があり、またそれにふさわしい能力を持った学生が経済的理由により修学をあきらめ

ることのないよう支援することを目的として国が実施する制度です。 

募集時期 

 予約採用 ・・・ 本校へ進学する前に高等学校等の窓口を通じて申し込みます。 
 在学採用 ・・・ 本校へ入学後に本校の窓口を通じて申し込みます。 

⑴ 定期採用 ・・・ 原則、毎年春に学校を通じて奨学生の募集が行われます。 
⑵ 緊急採用・応急採用 ・・・ 生計維持者（原則父母）の家計が急変した学生を対象とします。 

種 類 第一種奨学金（無利子貸与） 第二種奨学金（有利子貸与） 

貸与の方法 奨学生名義の口座に原則として毎月１回振込 奨学生名義の口座に原則として毎月１回振込 

貸与月額 

自宅 自宅外 

2 万円から 12 万円までの間で 

1 万円単位で額を選択 

最高 53,000 円 最高 60,000 円 
 

40,000 円 
30,000 円 
20,000 円 

50,000 円 
40,000 円 
30,000 円 
20,000 円 

※最高月額は、併用貸与の家計基準に該当する場
合のみ利用できます。 

学力基準 

高等学校又は専修学校高等課程最終２か年の

成績の平均が 3.2 以上 

 

※上記を満たさない場合であっても該当となる場合

があります。詳しくは、日本学生支援機構にお問

合せください。 

次のいずれかに該当すること。 

①出身学校又は在籍する学校における成績が平均
水準以上と認められること。 

②特定の分野で特に優れた資質能力を有すると認め
られること。 

③学習に意欲があり学業を確実に修了できる見込み
があると認められること。 

④高等学校卒業程度認定試験合格者で、上記①
～③のいずれかに準ずると認められること。 

家
計
基
準
(
在
学
採
用

場
合
) 

給与所得

者の世帯 

（年収） 

第一種 併用貸与 第二種 

自宅 自宅外 自宅 自宅外 自宅 自宅外 

783 万円 828 万円 723 万円 785 万円 1,126 万円 1,171 万円 

給与所得

以外の世帯 

（所得） 

第一種 併用貸与 第二種 

自宅 自宅外 自宅 自宅外 自宅 自宅外 

375 万円 420 万円 332 万円 377 万円 718 万円 763 万円 

※上記の家計基準は、４人世帯の年間の収入・所得の上限の目安です（2022 年 5 月１日現在）。その他の世帯人数の
年収・所得の上限額の目安は機構ホームページに掲載されています。 

※家計基準は、生計維持者（原則父母）の年収・所得金額から特別控除額等を差し引いた金額（認定所得金額）が、
世帯ごとに設定された収入基準額以下であることです。「生計維持者」の説明については機構ホームページをご確認ください。 

入学時特別増額

貸与奨学金 

10 万円から 50 万円までの間で 10 万円単位で額を選択 
※上記の奨学金の初回振込時に増額して１回だけ振込（一時金）。 
※第一種・第二種・併用の貸与奨学金と同時に申し込み、貸与始期を入学年月とする必要あり。 
※公庫の「国の教育ローン」を申し込み、低所得等を理由に利用できなかった世帯の学生に貸与されます。 

貸与終了後の 
返還について 

奨学金の貸与終了後、その翌月から数えて７か月目に返還が始まり、手続きした金融機関の口座からの自動
引落としによって行われます。 

日本学生支援機構のホームページ https://www.jasso.go.jp/  
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高等教育の修学支援新制度（給付型奨学金＋授業料等減免） 
非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生本人に対し、日本学生支援機構の給付型奨学金と本校の授業

料等減免の２つの支援により安心して学んでいただく制度です。 

支給額（月額） 

第 1 区分 第２区分 第３区分 

自宅通学 自宅外通学 自宅通学 自宅外通学 自宅通学 自宅外通学 

38,300 円 75,800 円 25,600 円 50,600 円 12,800 円 25,300 円 

※給付奨学金と第一種奨学金（貸与奨学金）を併せて利用する場合、第一種奨学金の貸与月額が調整さ
れます。具体的な金額については、機構ホームページをご確認ください。 

学
力
基
準 

予約採用 

以下の 1.もしくは 2.のいずれかに該当する必要があります。 
1.高等学校等における全履修科目の評定平均値が、5 段階評価で 3.5 以上であること（※1） 
2.将来、社会で自立し、及び活躍する目標をもって、進学しようとする大学等における学修意欲を有すること
（※2） 
※1 専修学校の高等課程の生徒等は、これに準ずる学修成績となります。 
※2 学修意欲等の確認は、高等学校等において面談の実施又はレポートの提出等により行います。 

在学採用 

■１年次では、次の 1～3 のいずれかに該当すること。 
1.高等学校等における評定平均値が 3.5 以上であること 
2.高等学校卒業程度認定試験の合格者であること 
3.将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが、学修計画書等により確認で

きること 
■２年次以上では、次の 1、2 のいずれかに該当すること。 
1.GPA（平均成績）等が在学する学部等における上位 2 分の 1 の範囲に属すること 
2.修得した単位数が標準単位数以上であり、かつ、将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意

欲を有していることが、学修計画書により確認できること 

家
計
基
準 

収
入
基
準 

予
約
採
用 

■世帯構成例  世帯人数４人（本人、親 A（給与所得者）、親 B（無収入）、中学生）の場合 

第 1 区分 第２区分 第３区分 

年間の収入金額上限 271 万円 年間の収入金額上限 303 万円 年間の収入金額上限 378 万円 

■世帯構成例  世帯人数４人（本人、親 A（給与所得者以外）、親 B（無収入）、中学生）の場合 

第 1 区分 第２区分 第３区分 

年間の所得金額上限 182 万円 年間の所得金額上限 212 万円 年間の所得金額上限 287 万円 

在
学
採
用 

■世帯構成例  世帯人数４人（本人、親 A（給与所得者）、親 B（無収入）、高校生）の場合 

第 1 区分 第２区分 第３区分 

年間の収入金額上限 295 万円 年間の収入金額上限 395 万円 年間の収入金額上限 461 万円 

■世帯構成例  世帯人数４人（本人、親 A（給与所得者以外）、親 B（無収入）、高校生）の場合 

第 1 区分 第２区分 第３区分 

年間の所得金額上限 186 万円 年間の所得金額上限 267 万円 年間の所得金額上限 338 万円 

※表中の数字はあくまで目安です。日本学生支援機構の「進学資金シミュレーター」で、収入基準に該当するかおおよそ
の確認ができますので、ご利用ください。 

資産基準 
申込日時点のあなたと生計維持者（原則父母２人）の資産額の合計が 2,000 万円未満（生計維持者が
１人のときは 1,250 万円未満）であること。 

授業料等減免の 

 上限額（年額） 

第 1 区分 第２区分 第３区分 

入学金 授業料 入学金 授業料 入学金 授業料 

約 16 万円 約 59 万円 約 10 万円 約 39 万円 約 5 万円 約 19 万円 

実質負担金額 
（年額） 

0 円 約 1 万円 0 円 約 21 万円 約 2 万円 約 41 万円 

日本学生支援機構のホームページ https://www.jasso.go.jp/ 
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ひとり暮らし応援サポート制度 

本校在学期間中、ひとり暮らしで学生マンションや賃貸アパートへの入居を希望する方は、入学前に
本校を通じて紹介された物件への入居時に仲介手数料等が割引されます。 

申 込 資 格 本校を専願とし、合格後は本校への入学が確実である方 
※一般入学の出願者も含まれます。 

申 込 方 法 出願時に入学願書のひとり暮らし応援サポート制度申込欄で「申込する」に✓をつけ
てください。 

※他の制度との併用が可能です。 
※空室の状況により、ご希望の物件への入居にお応えできない場合があります。 

 

●秋田県職業能力開発事業（公共職業訓練・長期高度人材育成コース） 
 

 ※ただし、テキスト（教科書等）、教材や各種受験料、消耗品等は自己負担 
【対象】以下のいずれにも該当する方 

・公共職業安定所（ハローワーク）で求職登録をされている方 
・直近の就業形態において有期労働契約などによる非正規雇用労働者など、就業経験において不安定

就労の期間が⾧いことや、安定就労の経験が少ないことにより能力開発機会が乏しかった者または
出産・育児等により⾧期間離職していた女性等 

・秋田ヘアビューティカレッジを修了し美容師の資格を取得する明確な意思を有する方 
・正社員就職を強く希望する方 
・公共職業安定所（ハローワーク）における職業相談において、ジョブ・カードを活用したキャリアコ

ンサルティングを受け、職業経験の棚卸し及び職業生活設計等の結果、当該訓練の受講が必要と認め
られる方 

【応募期間】例年１月頃から３月頃まで 
※当該訓練は、国・県予算の審議状況等により実施されない場合もありますので、予めご了

承ください。 
 

 

 

 
●お電話でお問合せ 【入試広報係】018－833－2023（９時～17 時 / 休校日を除く） 

●ホームページからお問合せ 【公式サイト URL】 http://www.hairbeauty-akita.com 

●メールでお問合せ 【E-mail アドレス】 info@hairbeauty-akita.com 
●直接来校して相談（詳しい説明を聞きたい方や個別に相談したい方） 

土・日にオープンキャンパス、説明会・見学相談会を開催しています。日程はホームページ 

にてご確認ください。 

平日のご相談や授業見学をご希望の方は、お電話にてお問い合わせください。 

 

※個人情報の取扱いについて 
出願の手続に必要な全ての書類等に記載された個人情報は、本校の入学者選考試験及び入学手続に関する本校からの連絡並びに入学

後の学生指導の参考資料としてのみ利用し、第三者への提供は一切行いません。また、入学手続の後に入学辞退をされた場合、全ての

出願書類は速やかにかつ確実に破棄いたします。 

入学金・学費等 無料※ 

入試・学費・制度についてのお問合せ 
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