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学校沿革

昭和33年 3月

昭和49年10月

昭和50年 3月

昭和51年 4月

平成10年 4月

平成10年 9月

平成17年 7月

平成20年 4月

平成20年 9月

平成28年 4月

令和2年 4月

鳥取市上町 90 番地の 1（敷地 2,006,922m²）
樗谷、現在の鳥取市歴史博物館（やまびこ館）付近に１学年制の理容美容師養成施設

（理容科・美容科とも定員 50 人）として厚生省認可

学校名：学校法人 鳥取県理容美容専門学校

鳥取市南吉方１丁目 71 番地の 3　現在地に校舎新築着工（敷地 1,117,980m²）

旧校舎より新校舎に移転

厚生省の昇格認可を受け学校名を改称
学校名：鳥取県理容美容高等専修学校
学校法人名：鳥取県理容美容専門学校

指定規則改正：施行に伴い、理容科・美容科ともに２学年制（定員各科 40 人）としてスタート

増改築を行い現在の校舎となる

通信課程設置 ３学年制（定員各科 40 人）

理容科定員を 20 人とする

創立 50 周年記念式典・記念誌発行

鳥取県理容美容専門学校に学校名変更
通信課程に修得者課程を開設
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資格取得・就職を徹底サポート!

国家試験対策を早期開始で
筆記試験も万全！
1年次から知識と技術の基礎を積み重ね、2年次
の早期から本格的に試験対策をスタート。国家試
験に合格するチカラを身につけていきます。

充実の就職ネットワーク
業界や、地元サロンとの密接な提携を実現してお
り、本校は、理美容業界から厚い信頼を寄せられ
ています。業界への密接な提携は、後に続く後輩
たちへの就職へと、つながっているのです。

就職活動を徹底サポート
就職担当の先生が、学生一人一人に対して、丁寧に、
わかりやすく就職アドバイスを行います。希望通り
の就職を実現するため、面接対策も、具体的で細
かい指導を実施。就職における、悩み相談にも対
応しています。

県内サロン
(含マツエク)

58％

県外サロン
（含マツエク・ネイル）

40％

エステ・
ブライダル系
1％

その他
1％

免許取得までの道

厚生労働大臣指定 理容師・美容師養成施設を卒業
（鳥取県理容美容専門学校）

就職は、おもに県内外の理容所・美容所です。その他に数名ですが、エステ、ネイル店、ブライダル関係に就職する生徒もいます。
毎年就職率は100％です。なお、近年の国家試験の合格率は毎年、90％程度です。

就職内定率

トータルビューティを目指した
実践的、専門的な学習が充実01

地元進学ならではのメリット02

MAKE UP

ESTHETIC
EYEL ASH

EXTENSIONS

NAIL

HAIR

経済的に有利
自宅通学ができるため、生活費が
ほとんどかかりません。県外の場合
は、家賃・生活費が年間100万円、2
年間で200万円程度が必要です。

学費が安い 3つのゆとり

TORIBIならではの3つのゆとりを活かし、理容師・美容
師に必要な技量、教養、センスの向上を図ります。

地元の理・美容業界から強力な支援が得られます。プロの理容師・美容師を講師としてお招きし、学習環境の整備にも支援が得られ、
施設・設備も充実しています。

少人数制で
キメ細やかな指導が可能03

TORIBIで学ぶ 4つ のポイント

実技試験 「第 1 課題」「第 2 課題」「理美容を行う場合の衛生上の取扱」
すべての課題において合格点数を満たした場合のみ合格

筆記試験 実技よりも合格ラインが高く、1課目でも0点があると不合格

試験に合格すると合格証書が交付されます。

筆記・実技試験のどちらか1つだけ不合格になった場合は、
次回に限り合格した試験を免除できます。
しかし再び不合格になった場合、
次回、筆記・実技試験の両方の受験が必要です。

国家試験には筆記試験と実技試験があり、両方に合格すると免許の
申請ができます。試験は年2回『夏期』『冬期』に開催されます。

国家試験には受験資格があり、厚生労働大臣が指定した
理容師美容師養成施設（昼間/2年以上、通信/3年以上）を
卒業しなければなりません。

理容師・美容師になるためには、国家試験に合格し免許を取得する必要があります。

免許申請・交付
※試験合格後、免許の申請をせず理容師・美容師の仕事をすると、法律違反になります。

免許の申請をし、理容師・美容師名簿に登録します。

合格証書交付

筆記試験・実技試験

□ 生徒と教師の距離が近く、一人ひとりに対し懇切丁寧な指導　　  □ 国家試験対策・卒業後のフォロー
□ 放課後の自主練習は、教師やOG・OBの指導で充実

メイク・ネイルは本校で試験を実施し、在学中に資格取得が可能。

TORIBIは目指します

TORIBIで生まれるキレイのプロは

県内有数の講師陣を配置して、理・美容の実技、
ネイル・エステ・まつ毛エクステ（美容科のみ）の
科目を生徒全員が学習  し、スキルアップを図ります。

メイク・着付けは選択科目になりました。

理・美容業界からの強い支援04

□経済的なゆとり　　□時間のゆとり
□心のゆとり

県内にも
県外にも強い

就職実績

100%

ステキな理容師・美容師となることを
お客様に喜ばれ   満足され   信頼される

プロを目指し  プロとして振る舞い  プロになることを

◎本校は高等教育修学支援制度認定校です。基準に応じた入学金、授業料の減免が受けられます。

就職先実績
県 内

【理　　容】
【美　　容】

【エ ス テ】

県 外
【理　　容】
【美　　容】

【ネ イ ル】
【マツエク】

アトリエシャルム ／ ケイズ カット ワン ／ ヘアサロンクワモト
アーサ ／ アゲハ ／ アダム＆イブ ／ エストラボ ／ オブジェ ／ クローバーズ ／ サロンドボーテみゆき ／ セクション１美容室
美容室フィエ―ル ／ ヒリップフラップ ／ リミックスヘアー ／ レーブ ／ A・I ／ Aisle ／ aphro dite / baton ／ bouquet
CADAN ／ DIVA byAir ／ Hair gallery Chainon ／ Hair gallery unBroto ／ Hair space Suger+ ／ Hair the FINE
HAIR&RELAXATION LUCENT ／ ICEBERG ／ i-dee ／ LILY HAIR DESIGN ／ LLULL hair ／ LUANA ／ Menon ／ RHY10
RiN ／ Salon de SORA ／ YouYou ／ Vis classic mam
J エステティック

ヘアサロン森本 ／ SHIRA
カッツ ／ チカラコーポレーション ／ ティエラ ／ 美容室 Parco ／ ボディッシュ　　㈱ TAYA ／ ㈱和樂 ／ ㈱さくら ／ ㈱レボル
㈲キャネル ／ Ash ／ CIEL ／ float ／ Goofy Tokyo ／ LaBless ／ Lovest ／ NYNY ／ ROCCA ／ Surely ／ Totia
ウールビューティサロン
La SHE’ｓ ／ OX　CREATION

¥
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※カット・シェービング・整髪は国家試験科目です。道具も試験まで使用します。

履修教科

◎関係法規・制度 ◎衛生管理 ◎保健 ◎香粧品化学

◎文化論 ◎運営管理 ◎理容技術理論 ◎理容実習

◎ビジネスマナー ◎ヘアスタイル画 ◎ネイル ◎エステティック

◎理容総合技術

オイル 丸型アイロン 平型アイロン
セニング
シザーズ

スプレイヤー バリカンシザーズ 角度櫛 シェービング
カップ

剃刀シェービング
ブラシ

■ 理容師免許（厚生労働大臣）

■ 専門士称号（文部科学大臣告示）

■ ジェルネイル技能検定初級（日本ネイリスト協会）

取
得
可
能
な

資
格

カット
コームと鋏を一緒に動かし刈り
上げをします。カットする目の
高さが大切です。

（国家試験課題です）

理 容 科

シェービング・整髪
剃刀を使って、もみあげと顔を
剃っていきます。整髪は 7：3
分髪を練習します。

（国家試験課題です）

アイアニング
ヘアアイロンを使用して毛髪に
カールをつけていきます。アイ
ロンの温度は 110～130℃で
行います。アイロンの持ち方も
大切です。

毛髪診断
毛髪診断、頭皮診断は薬液処理
技術を行う前に欠かせません。
頭皮診断は、スキャナーを使用
し、モニターに映し出します。

ワインディング
パーマをかける技術で基本巻き
の練習後、大会用の巻き方を練
習します。

カラー
ウイッグにブリーチ、おしゃれ
染め、白髪染めマニキュアを使
用して練習をしていきます。

ネイル
マニキュアでのカラーリング、
ネイルアートとともに爪や手の
手入れの方法等を学習します。

ヘアスタイル画
いろいろなヘアスタイルをイ
メージするために、髪の毛の流
れなどの描き方を勉強します。 

エステティック
エステティックの歴史、理論を
学びながら、各種技術の目的、
種類、特徴、技術上の注意を習
得します。

理容技術の基礎を
マスターし、

流行に左右されな
い確かな技術と

時代のニーズに対
応したセンスを

身につけます。

［2年制］

理容科
Student’s VOICE

私は、理容師に憧れて鳥理美に入学しました。
鳥理美では、国家資格を取る為に必要な知識や技術を身に付ける事ができます。
解らない事があれば、先生方が優しくサポートしてくれます。
理容に興味のある方はぜひ一緒に頑張りましょう。

澤田　亮之介

国家資格取得を目指して
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◎理容総合技術

オイル 丸型アイロン 平型アイロン
セニング
シザーズ

スプレイヤー バリカンシザーズ 角度櫛 シェービング
カップ

剃刀シェービング
ブラシ

■ 理容師免許（厚生労働大臣）

■ 専門士称号（文部科学大臣告示）

■ ジェルネイル技能検定初級（日本ネイリスト協会）

取
得
可
能
な

資
格

カット
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ワインディング
ワインディングはスライ
ス、シェープ、角度などす
べての作業の基本が集約
しています。

ウェーブ
毛髪を波状形にすること
です。コームと手指でつく
るフィンガーウェーブと、
出来上がったカールをピ
ンでとめるカールウェーブ
を用いてスタイルを完成
させます。ウェーブの原点
となる基礎的な技術を理
論と共に学んでいきます。

アップ
自分の考えたイメージ通
りにカラーリングされた
毛髪を頭頂部に向かって
まとめあげるテクニック
の基礎を学びます。

カット
最初はシザーズ（ハサミ）
の開閉から始めます。
カットは国家試験の課題
の一つです。

エステティック
エステティックの歴
史、理論を学びなが
ら、各種技術の目的、
種類、特徴、技術上の
注意を習得します。

ネイル
マニキュアでのカ
ラーリング、ネイル
アートとともに爪や
手の手入れの方法等
を学習します。

メイク
ヘアデザインと密接
につながっているメ
イク。メイクの知識と
技術で、顔の雰囲気
や形に合ったヘアス
タイルを創ります。

マツエク
モデルウイッグを人
間と見立て、それぞれ
エクステンションカー
ルの種類に応じた施
術方法や、リムービン
グケアなどの方法又
は理論及び衛生法規
等も学びます。

着付け
相モデルで着付けの
授業をおこないます。
道具の名称等も丁寧
に教えます。

ロッド スプレイヤーペーパー コーム

デンマンブラシ ナイロンブラシ ロールブラシ シザーズ

ローション

Student’s VOICE

※まつ毛エクステは、美容師の資格取得後（卒業後）に認定証が交付になります。

履修教科

◎関係法規・制度 ◎衛生管理 ◎保健 ◎香粧品化学

◎文化論 ◎運営管理 ◎美容技術理論 ◎美容実習

◎ビジネスマナー ◎ヘアスタイル画 ◎ネイル ◎エステティック

◎メイクアップ

■ 美容師免許（厚生労働大臣）
■ 専門士称号（文部科学大臣告示）
■ ジェルネイル技能検定初級（日本ネイリスト協会）
■ メイクディレクター２級（全日本美容業組合連合会）

取
得
可
能
な

資
格

◎着付◎マツエク ◎美容総合技術 鳥理美では、他県の理美容学校よりも学費が
安いうえに、トータル的に様々な美容の技術
や知識を身に付けることができます。
他にも一学年の人数が少ない為、一人ひとり
が分かるまで先生方が教えてくださいます。
鳥取が地元の生徒が大半なので、アットホー
ムな環境でリラックスして仲間達と学びを深
めることが出来ます。
もし、理美容業界に興味のある方は、この鳥
理美で私達と一緒に学びませんか？

寺尾　実夢

僕は、この学校に入って良かったと思います。
鳥理美は少人数での授業なので、1人1人が先
生からの授業を受けることができます。
コロナウイルスの影響でいろいろな大会が中
止になっていますが、校内コンテストはあるの
で、みんながモチベーションを保って楽しく実
習に取り組んでいます。
入学を悩んでいる皆さん僕たちと一緒に鳥理
美で楽しく学びませんか？森田　俊平

美容科基礎はもちろん、

オリジナリティある
センスと

高度な技術を身に
付け、

第一線で通用する

プロフェッショナル
を育成します。

アットホームな学び場 充実のTORIBIライフ
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美容科
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◆入学式

◆オリエンテーション

◆健康診断

◆始業式

◆オリエンテーション

◆健康診断

◆期末考査

◆期末考査◆球技大会

◆終業式

◆終業式

◆実務実習

◆終業式

◆冬季休業

◆実務実習

◆終業式

◆冬季休業

◆球技大会◆球技大会

◆球技大会 ◆国家試験課題発表
　（対策含む）

◆期末考査

◆始業式 ◆期末考査

◆始業式

◆期末考査

◆期末考査

◆国家試験（実技）

◆卒業判定会議

◆終業式

◆春季休業

◆進級判定会議

◆国家試験（筆記）

◆卒業式

TORIBI EVENT SCHEDULE

◆始業式

◆始業式

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月総合型選抜
説明開始

総合型選抜

総合型選抜
エントリー
開始

学校
推薦型
選抜

1次入試 2次入試

年
次

1

共
通

年
次

2

授業以外にもさまざまなイベントがいっぱい!!

最高の仲間たちとのキズナも深まる充実のスクールライフ♪

◆参観日
◆第1回
　オープンキャンパス

◆第3回
　オープンキャンパス

◆中国地区
　学生技術大会（島根）

◆校内コンテスト ◆全国学生技術大会
　（大阪）

夏季休業

夏季休業

校内技術コンテストオリエンテーション サロンガイダンス 球技大会

着付け ヘアデザイン画 カラー演習 実習風景 卒業式

◆第２回
　オープンキャンパス

10 11
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AM10:10~ 2限
サロン経営をするOG・ＯＢから将来への
アドバイスを受けます。

PM1:40~ 5限
シャンプーとマッサージの相モデル実習は、
和やかな雰囲気。モデルになるととっても
気持ちがいいんです。

AM9:10~ 1限
理・美容師の基礎技術“ワインディング”では
時間内にロッドを巻くのにみんな必死です。

PM2:40~ 6限

AM11:10~
3限
コームや、シザーズの
正しい使い方や技術
を学びます。

1年生の1日

「TORIBI での生活ってどんな感じ？」。夢に向かって頑張る先輩 2 人の1日に密着。

授業からプライベートまで〝TORIBI 生の等身大の毎日〟を紹介します。

将来のベースとなる「技術」「知識」の基礎と「ビジネスマナー」を
徹底的に身につけ、トータルで美を提案できる人材を育成します。

国家試験に向けて学科の授業が多くなる 2 年生。
実習も専門性をより深め、個々のレベルアップを図っていきます。

AM9:00~ 朝礼

PM3:30~ 掃除

PM3:40~ 終礼

2年生の1日

初めて
づくし

だけど
、

仲間と
一緒な

ら

頑張れ
る! 国家試験に向かって毎日新しい課題が見つかっています。

プロへの心構えを

AM12:40~ 4限
爪の形を整える・カラーリング・
ネイルアートなどの基礎～応用
まで幅広く学習します。

AM10:10~ 2限
指とコームを使って美しい
ウェーブを作ります。

AM9:10~ 1限
薬剤の特徴や髪が染まる
原理など思い通りの色が
作れるようしっかりヘア
カラーの理論を学びます。

AM12:40~ 4限
エステティック実習は気持ちがよくて
リラックスできます。

AM11:10~ 3限
衛生管理や保健、マツエクなど
美しさの基本となる理論を身に
つけます。

AM9:00~ 朝礼

PM3:30~ 掃除

PM3:40~ 終礼
PM2:40~ 6限
国家試験の実技課題“ワインディング”。2 年生
はスピードと仕上がりの美しさにこだわります。

繊細
な作
業が

必要
なネ
イル

実習
は楽
しい
!

オールウェーブセッティングは国家試験の実技課題

※履修モデルはあくまでも一例です。
※カリキュラムは変更となる場合があります。

ワイン
ディン

グ

上達
のコツ

は

とにか
く練習

するこ
と!

美容科

前嶋 愛友さん

理容科

澤田 亮之介さん

成人式や結婚式などニーズが高い
着付け。体型補正から長襦袢、着物
の着せ方、帯結びまで学びます。

PM1:40~ 5限
自分の考えたイメージ通りにカ
ラーリングされた毛髪を頭頂部に
向かってまとめあげるテクニック
の基礎を学びます。

AM12:00~
お昼休憩
友達とワイワイ話しながらお弁当タイム♪

AM12:00~ お昼休憩
授業の後はとてもお腹が減ります。
お弁当はいつもボリューム満点。

何事に対しても前向きで、ファッショ
ンやメイクもとっても可愛い♡
みんなのまとめ役で、お姉さん的存
在の人。

見た目は少し怖いけど、自ら積極的
に行動でき、優しく面白く、仲間思い
の頼れる人で、頭も良く、お洒落で欠
点が無い人。

前嶋さんってどん
な人？

澤田さんってどん
な人？

ONE DAY
R E P OR T
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初めて
づくし

だけど
、

仲間と
一緒な

ら

頑張れ
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プロへの心構えを
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イル
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ONE DAY
R E P OR T
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【 通 常コ ースの 特 徴 】

「サロンで腕を磨きながら、理容師・美容師国家資格を取りたい。」

「自分の時間を有効に使って、無理なく学びながら、3 年後の国家試験合格を目指したい。」

仕事と勉強の両立は大変ですが、TORIBI が試験合格までしっかりサポートします。

3年間の学費が820,000円で、昼間課程の約半額です。
学生の負担を軽減する学費設定

ご自身で入学までに従事するサロンを見つけておくことが必要です。
サロンで働いていることが第一条件

レポート提出と年間2回のスクーリングで、3年後に国家試験が受けられます
短期集中型の受講で国家試験を受験可能

サロンで働き実践を積みながら、ステップアップが可能です。
働きながら理・美容師の資格を取得可能

働きながら理・美容師を目指す

1年次 2年次 3年次

10月 8・9月 9月 9月下旬

国家試験
（理容師・美容師）

理容師・美容師
免許取得

合格発表
［理容］カット・シェービング・
　　　整髪

□関係法規・制度
□公衆衛生
□感染症　
□衛生管理技術
□運営管理
□人体の構造および機能

［美容］カット（ワインディング
　　　 またはウェーブ）

［共通］衛生

実技（8月）

8科目

筆記（9月）
スクーリング（面接授業）

自宅に送られてくる通信教材を中心に学習し、3年間で、
23科目、合計39通のレポート（報告課題）を提出します。

※中学校卒業者は26科目、合計48通のレポートを提出

レポート（通信授業）

3年間で300時間以上の授業を本校で受講する必要があり、
春（3月：7日間）と夏（7月～8月：8日間）の年2回通学します。

3月／7・8月 3月／8月 3月／7月

※土日祝日は休み。

15日間
1年次

15日間
2年次

15日間
3年次

入

　学

卒

　業

【 スケ ジュール 例 】

□皮膚科学
□香粧品化学
□技術理論
□文化論

通信課程 ［ 理容科・美容科］ CORRESPONDENCE■ 美容師免許（厚生労働大臣）

■ 理容師免許（厚生労働大臣）
取得可能な資格

自宅で教科書を使って

学習する「レポート」と、

学校へ登校し実習や講義を

受ける「スクーリング」で

構成されます。

【 修 得 者コ ースの 特 徴 】

既に理容師免許または美容師免許を持っている人が、もう一つの資格を取得するダブルライセンスに挑戦しやすいコースです。

２年間の学費は約５５０，０００円
必要な学費が大幅に軽減

理容師免許または美容師免許を有するか、
専門学校の理容科または美容科を卒業していることが第一条件

理容・美容技術理論、理容・美容実習、選択課目（１課目）の３課目を履修、その他の課目は履修免除
必要な履修課目が大幅に軽減

本校は2年制課程です。国家試験受験には2年間が必要です。
２年で資格取得が可能

ダブルライセンスでステップアップを目指す

1年次 2年次

10月 8・9月 9月 9月下旬

国家試験
（理容師・美容師）

理容師・美容師
免許取得

合格発表
［理容］カット・シェービング・
　　　整髪

理容・美容技術理論のみ
※他課目は受験免除

［美容］カット（ワインディング
　　　 またはウェーブ）

［共通］衛生

実技（8月）

筆記（9月）

スクーリング（面接授業）

理容・美容技術理論、理容・美容実習の
２課目だけレポートを提出します。

レポート（通信授業）

12月／3月／7月 12月／3月／7月

※土日祝日は休み。

１８日間
1年次

１８日間
2年次

入

　学

卒

　業

【 スケ ジュール 例 】

理容・美容技術理論、理容・美容実習、選択課目（１課目）の３課目を履修
２年間で２４０時間以上の授業を本校で受講します。

冬（１２月：３日間）・春（３月：７日間）・夏（７月～8月：８日間）の
年３回通学します。

履修教科 ◎理容・美容技術理論 ◎理容・美容実習 ◎理容・美容総合実習

入学資格…理容師または美容師免許を有する、あるいは専門学校の理容科または美容科を卒業修得者コース［２年制］
履修教科 ◎関係法規・制度 ◎衛生管理 ◎保健 ◎香粧品化学 ◎文化論 ◎理容・美容技術理論 ◎運営管理

◎理容・美容実習 ◎ヘアスタイル画によるトータルファッション

入学資格…中学校卒業以上通常コース［3年制］

Student’s VOICE

通信過程は３年間で、昼間過程よりは1年間長いですが、普段はサロンで働ける為、早くサロン

ワークに慣れるというメリットもあります。

少人数の為、細かく丁寧な指導もしてもらえる、とても良い環境で学べることができます。

普段仕事をしながら国家試験の勉強や練習もするのは大変ですが、とてもやりがいを感じなが

ら毎日頑張っています。良い環境で学び、充実した美容師生活を送る為にぜひ鳥美で一緒に頑

張りましょう。田渕　杏奈

仕事をしながら学べる充実した毎日

Student’s VOICE

美容師として働いていく中で男性のバー
バースタイルに興味を持ち一貫してシェー
ビング技術を勉強して今後の仕事の幅を
広げていきたいなと思った事がきっかけ
です。そして何より一生できる仕事として
美容と理容の技術を学びそれぞれの価値
を活かした新しい事をしていきたいと思っ
ています。井上　広大

理容と美容の技術を修得
私は美容免許は持っていますが、スキル
アップのために理容師免許も取ることを
決めました。ここには修得者コースがある
と聞き入学しました。良い環境で楽しく学
ばさせていただいております。国家試験に
向け、またその先に向けて頑張っていこう
と思います。

森山　真志

国家試験に向け頑張ります
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OG’S & OB’S
MESSAGE
OG’S & OB’S
MESSAGE
卒業生からのメッセージ

　もともと美容師免許を持っている自分

が理容師技術に憧れを持ち、鳥取県理容

美容専門学校理容科に入学したのは３０

代になってから。やりたいことにチャレン

ジすること、地道な努力を日々重ねるこ

とに年齢は関係ありません。楽しみなが

ら続けていくことでミリ単位の正確な

カット技術、お客様のお顔を美しくしな

がら至福の快感へいざなう顔剃り技術を

手に入れることができます。理容の仕事

は奥深くやればやる程面白い仕事だと思

います。

竹森 佑樹さん

STELLA　PREMIUM　HAIR

平成30年卒業

サロンオーナー

やる程に楽しさが増す職人技術

通信/理容科

　私の学生生活は、自分の好きなことが学

べ、友達とも楽しく過ごせる充実した2年

間だったと思います。今は、県内のサロン

に就職し、もう少しで1年が経とうとしてい

ます。技術の面でも接客の面でも毎日が勉

強です。私は人見知りで、自分から話すこ

とが少し苦手だったのですが、そんな私で

も笑顔でいることはいつも心がけていま

す。お客様と話す時、スタッフの皆さんと話

す時、毎日のように笑って過ごせる日々が

とても楽しいです。美容師はとても素敵な

仕事だと改めて実感しています。皆さんも

夢に向かって楽しんで頑張ってください。

笑顔で接客を

岸野　萌菜さん

bouquet

令和3年卒業 美容科

　鳥美は本当にいい意味で自由なところでした。そこには学生だから

こそできることがありました。学内コンテストをクラスで提案したら

計画は好調で先生や外部の方の協力もあり問題なく実施することが

できて、みんな最高のパフォーマンスをすることができました。入学前

は【小さくて地味な学校】と当時の「坂林校長先生」はおっしゃってま

した。ですが小さな学校だからこそ自分のしたいことや、なりたいも

のに対してまっすぐ進める場所です。学校がつまらないか楽しくなる

かは自分たち次第です。現場に入れば思っていた以上に過酷ですが

夢を応援してくれている家族や友達や先生たちと、二年間の過ごした

日々のおかげでとても充実しています。自分で考えて動くって言うこ

とは就職してから一番大事だって知った今思えば鳥美にしてよかっ

たって思っています。是非みなさん濃い二年間をお過ごしください。

自由な学校TORIBI

石脇　陵貴さん

reve salut

令和3年卒業 美容科

　僕は、国家試験に一度落ち、サロンに

勤めながらもう一度、受験し合格しまし

た。

　サロンに勤めてからは学校生活との

ギャップに苦労したり、辛いと思うこと

もあしました。ですが、サロンで勤める

うえで誰かに感謝されることや仕事が楽

しいと思える時があります。

　これから、美容師を目指す方にかける

言葉は、自分の人生が楽しくなるような

選択をしてください。学生の時にしかで

きないことを精一杯してください。

人生を楽しく！！

大角 健太郎さん

パシフィックダズールコパン店

令和２年卒業 美容科

　私は関東のサロンで働いています。働

き始めて約１年が経ちます。学生の頃は

何となくやっていけると思っていました

が、学生と社会人の違いは自分の１つ１

つの仕事に責任を担うことです。お客様

には、サロンで働いているという時点で

経歴は関係なくプロとして見られます。

営業後のレッスンなど夜遅くなることも

ありますが、丁寧な技術を提供し喜んで

もらえたときはやりがいを感じます。

　最初のうちは慣れないことも多く大変

だとは思いますが、自分がなりたい美容

師像を目指して頑張って下さい。

一つ一つの仕事に責任

森下　玲奈さん

C-LOOP UNITED

平成31年卒業 美容科

　私は現在サロンで顔剃りをおこなうよ

うになりました。お顔剃りの間お客様に

安心して少しでも癒される時間になるこ

とを心がけています。また、どんな技術

も初心を忘れずに、理容師としてこれか

らも日々成長していきたいと思います。

　お客様から、「ここに来てよかった」「ま

た来たい」って思ってもらえるよう努力し

ていきます。

　努力は必ず報われます。入学を考えて

いる皆さん、頑張ってください。

努力は必ず報われます

大久保 志穂さん

ケイズ　カット　ワン

平成30年卒業 理容科

　私がサロンで働いて思ったことは技術

がちゃんとできていてもお客さまに満足

してもらうことは大変だということです。

技術だけではなくお客様と会話をするこ

とも大切でその人の話をしっかり聞いて

初めて満足してもらえることが分かりま

した。それとお客様が帰っていくとき笑

顔でありがとうと言われるとこれからも

頑張ろうという気になれます。美容師の

仕事は大変ですがやりがいのあるいい

仕事です。

コミュニケーションを大事に

中村 希さん

アトリエパルファム

令和２年卒業 美容科

　学生時代は先生に教わり仲間と教え合い、

穏やかでありながら充実した日々を毎日送っ

ていました。実際に働いてみると学校で教

わったことは直接仕事に繋がっていて、全て

働くうえで必要な事だったんだなと今になっ

て思います。僕が学生の皆さんに頑張ってほ

しいことは、毎日を楽しむことです。授業にか

ぎらず自分の趣味や遊びも全力で楽しんでく

ださい。仕事が始まって忙しい日々を過ごす

うえで、なんでも楽しんでやるということはと

ても素晴らしいことだと思います。ぜひ明る

い気持ちで学校生活を楽しんでみてください。

今思えば

鳥谷　怜雅さん

SHIRA

令和3年卒業 理容科

　決して器用ではない自分が美容師を

続けてこられた理由は、常に目標を持ち、

行動することを意識していました。

　また、何より人の役にたつということ

が実感できる仕事だったからです。

　自分のサロンをオープンさせた今もた

くさんの目標があります。

　そのためにまだまだ努力したいと思っ

ています。大変なことも多い仕事ですが、

楽しむことを忘れず目標を持って頑張っ

てください。

楽しむことを忘れないで

廣谷 友希さん

bouquet

平成２２年卒業
美容科

サロンオーナー
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TEACHER’S
先生からのメッセージ

学生を指導する上でのモットーは？ 1 仕事をする上で大切にされていることは？ 2 好きな言葉は何ですか？3外部講師

TORIBIのトータルビューティーを支える

筒井 美紀

メイク

［経歴・資格］

やくも美容室勤務

全美連評価認定メイク指導講師

1 級着付け技能士

花嫁着付け講師

1 メイクの資格試験に全員が合格できるように分からない事があ
れば何度でも分かるまで指導します。一緒に考え、一緒に成長し
ていけたら良いですね。 

2 感性を磨くこと。絶えずアンテナを張って美しさに敏感であるこ
とです。

3 一期一会

安住 真裕美

ネイル

［経歴・資格］

株式会社びようやなぎ　代表取締役
LOVER of NAILS　店主
LON ネイルアカデミー　代表取締役
日本ネイリスト協会　本部認定講師

1 自分の持つ経験と技術を惜しみなく伝え、理論的な指導で応用の
利く技術を身に付けてもらう事と、好きな事への向上心を高められ
る指導をしていきます。

2 常に技術の追求を怠らず、常に前向きに、常に明るく、を心掛けていま
す。

3 「猪突猛進」目標に向かってまっしぐらに進むことが自分らしくあ
ると思っております。

村上 千鶴

エ ステ

［経歴・資格］

癒しサロン　たまゆらオーナー　セラピスト
2001年　ITEC＊リフレクソロジスト取得
2002年　ITEC＊アロマセラピスト取得
※関連資格他多数　　＊ITEC・・・国際セラピスト資格

1 現場で生かせる柔軟で変化に富み幅を広げられる基礎知識と技
術を学生各自の感性や理解方法で納得してもらえるまで伝えた
い。

2 新しく確かな技術と情報に個性を加えて提供し続け、お客様の信
頼と期待を常に寄せていただくこと。それを技術者としての自信
と向上心につなげていくこと。

3 「人間万事塞翁が馬」素早く切り替え、次に備える。慢心や卑下
などせずに着実に前進を！

安田　美穂

まつ 毛 エクステ

［経歴・資格］

MIX hair勤務

全美連認定まつ毛エクステンション
指導者講習会終了

全美連メイク指導講師

全日本美容講師会会員

1 まつ毛エクステンションを好きになってもらえるよう、分かりや
すく指導をします。
細かい作業ですが一緒に頑張りましょう。

2 お客様一人ひとりの個性を生かして差し上げれるよう心掛けてい
ます。

3 「日々精進」技術の世界はこれで終わりということがないので！
感謝の気持ちを忘れない。

吉田 裕美

着 付 け

［経歴・資格］

2010年　全日本美容技術選手権大会　
　　　　  花嫁化粧着付の部 日本大賞受賞

2011年　全美連講師会会員

2014年　全美連着付師社内検定上級取得

ヘアサロン123勤務

1 分らない生徒には細かく丁寧に教え、少しでも興味を持ってもら
えるようにすることです。

2 相手の思いになるべく近づき、お客様に満足していただく事。

3 毎日楽しく!
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学校法人
鳥取県理容美容専門学校

Hairdressing Course / Beauty  Course / Correspondence Course

Tottori Hairdressing and 
Beauty Professional Training College

2023

〒680-0843 鳥取県鳥取市南吉方1丁目71番地3
TEL 0857-22-2951　FAX 0857-22-2991

厚生労働大臣指定/学校法人

鳥取県理容美容専門学校 鳥取理美容 検 索

鳥取駅北口より国府方面へ向けて、3つ目の信号を右折し、約50m先の2本目の道を左折

中央郵便局

JR山陰本線
JR因美

線

産 業 道 路

鳥取
銀行

こぜにや←米子

↓岡山

↑県庁

R
5
3

京都→

ミサワ
ホーム

GS

ブックセンター
コスモauショップ

対翠閣

鳥取市
総合福祉センター
(さざんか会館)

イオン
鳥取店

ローソン

TORIBI

GS

鳥 取 駅

Access

JR鳥取駅 　　　　　　　　　　　　   徒歩約8分

www.toribi.ac.jp

学校沿革

昭和33年 3月

昭和49年10月

昭和50年 3月

昭和51年 4月

平成10年 4月

平成10年 9月

平成17年 7月

平成20年 4月

平成20年 9月

平成28年 4月

令和2年 4月

鳥取市上町 90 番地の 1（敷地 2,006,922m²）
樗谷、現在の鳥取市歴史博物館（やまびこ館）付近に１学年制の理容美容師養成施設

（理容科・美容科とも定員 50 人）として厚生省認可

学校名：学校法人 鳥取県理容美容専門学校

鳥取市南吉方１丁目 71 番地の 3　現在地に校舎新築着工（敷地 1,117,980m²）

旧校舎より新校舎に移転

厚生省の昇格認可を受け学校名を改称
学校名：鳥取県理容美容高等専修学校
学校法人名：鳥取県理容美容専門学校

指定規則改正：施行に伴い、理容科・美容科ともに２学年制（定員各科 40 人）としてスタート

増改築を行い現在の校舎となる

通信課程設置 ３学年制（定員各科 40 人）

理容科定員を 20 人とする

創立 50 周年記念式典・記念誌発行

鳥取県理容美容専門学校に学校名変更
通信課程に修得者課程を開設


