認定番号：23-47-03-19-0613

緊急人材育成支援事業（基金訓練）新規成長・雇用吸収分野等訓練コース（実践演習コース）

募集期間
平成23年７月１９日（火）～８月３１日（水）

訓練期間
平成23年９月２７日（火）～
平成24年３月２６日（月）/６ヶ月

訓練時間
１６：００～２１:００
１．願書の配布および対象となる求職者、
(1)配布日

(2)配布場所

平成２３年７月１９日（火）～平成２３年８月３１日（水）
①居住地がハローワーク那覇管轄の方

⇒

ハローワークプラザ那覇（コープあっぷるタウン３F）

②居住地がハローワーク沖縄管轄の方

⇒

ハローワークプラザ沖縄（コリンザ３F）

③居住地がその他ハローワーク管轄の方⇒
(３)受講対象者

各管轄ハローワーク窓口

①雇用保険の受給資格がある方であっても、公共職業訓練に適切な訓練コースが無く基金訓練の定員に余裕が
ある場合などには、基金訓練を受講できる事があります。
②過去1年以内に公共職業訓練を受けていない方。

(4)提出書類

受付等(募集期間)

③各管轄のハローワークで求職の申し込みをし職業相談を行っている方。

①受講申込書（写真縦4cm×横3cmを貼付)

(5)定員

２．選考方法、その他

３０名

詳細について

(1)選考日時

2011年９月３日（土）／

(2)選考場所

愛雅粧エステティック専門学院(別館）／住所：那覇市安里1-1-58 光生ビル２F

(3)選考方法

書類選考・面接・筆記試験（一般常識など）

(4)結果通知

平成２３年９月４日（日）（郵送＆合格者の受験番号をHP：http://www.clair-oki.jpに掲載)

(5)訓練期間

平成２３年９月２７日（火）～平成２４年３月２６日（月）

(6)訓練時間

１６：００

(７)開校式

～

(筆記試験)1４：４５～1５：４５

（面接）16：00～
(駐車場はございませんので、公共交通機関をご利用下さい。)

※当日は筆記用具（鉛筆＆消しゴム等）をご持参ください。

（６か月／訓練日数1２２日）

２１：００

平成２３年９月２７日(火)／1６:00～（時間厳守、当日はスーツ着用のこと）
※開校式終了後、オリエンテーションを行います。教材などを支給致しますので、大きめのバッグﾞ・袋等をご持参ください。

(８)特記事項
(９)訓練目標仕上がり像

受講申込者が少ない場合は、訓練を中止する場合があります。
ビューティセラピスト(エステティシャン）として、職場で即戦力となる人物
(希望者は以下の受験資格が得られます)

(10)修了後に取得できる資格

・日本エステティック協会認定エステティシャン資格
①実習着/３,８６０円
(11)諸経費

②学校及び研修先への交通費等

③各種検定受験費用(希望者のみ)は個人負担となります。
例: 日本エステティック協会認定エステティシャン（8,000円／別途正会員年会費18,000円）
④災害傷害保険の加入は任意となります。（６か月分/2,600円・受講者人数によって若干変動あり)

(12)想定される就職先

エステティックサロン等、エステを取り入れる業態の店舗におけるビューティサービス
●職業訓練期間中の生活保障として、「訓練･生活支援給付金」が支給される場合があります。（一定の要件有り）

(1３)訓練・生活
支援給付金

支給額は①被扶養者のいる方：１２万円／②①以外の方：１０万円となります。
※但し、訓練への出席率が８割に満たない場合、それ以降の給付金は支給されません。

(14)訓練実施機関

株式会社くれえる沖縄

(〒901-2122浦添市勢理客4-15-15)

愛雅粧エステティック専門学院
キャスティビル

〒９０２－００６７

那覇市安里1-1-61 キャスティビル５Ｆ（本館）～モノレール牧志駅から徒歩１分～

選考場所/ 愛雅粧（別館）
那覇市安里１-1-58 光生ビル２F

～キャスティビルより安里向け徒歩１分～

☎０９８ー９７５－６２１５

http://www.aigasho.jp

緊急人材育成支援事業（基金訓練）新規成長・雇用吸収分野等訓練コース（実践演習コース）

認定番号：23-47-03-19-0613

●訓練カリキュラムの詳細
訓練の内容
科

目

訓練
時間

科目の内容

社会

入校式2時間・オリエンテーション3時間・修了式3時間

エステティック概論

ｴｽﾃﾃｨｯｸの本質 ｴｽﾃﾃｨｯｸの歴史と現況 ｿﾜﾝｴｽﾃﾃｨｯｸとは ｴｽﾃﾃｨｯｸ業と法律 ﾋﾞｭ-ﾃｨｾﾗﾋﾟｽﾄの倫理

生命活動とホメオスタシス

ﾎﾒｵｽﾀｼｽとは ﾎﾒｵｽﾀｼｽを乱すｽﾄﾚｽ

生理解剖学

人体の基本単位 人体の特長とその成立
中枢神経系 末梢神経系 感覚器

皮膚科学

皮膚構造と機能 大脳生理学と皮膚科学との関連
感覚器官としての皮膚 ﾋﾞﾕ-ﾃｨｾﾗﾋﾟ-と皮膚

香粧品学

法定成分と化粧品 化粧品の剤型と原料成分
ﾎﾞﾃﾞｨ化粧品 毛髪化粧品 芳香化粧品

毛髪学

髪の構造

栄養学

5大栄養素 多量栄養素と微量栄養素
ﾀﾞｲｴｯﾄと栄養学 美容と栄養学

毛髪生理

8
4

ｴｽﾃﾃｨｯｸとﾎﾒｵｽﾀｼｽ
骨格系

筋系

14
消化器系

呼吸器系

皮膚トラブルの原因と解消法

化粧品に用いられる薬剤と働き

毛髪ﾄﾗﾌﾞﾙの原因と改善法

循環器系

髪の成長と内面美容

食物摂取と消化吸収

泌尿器系

エイジングと肌
基礎化粧品

毛髪のｴｲｼﾞングｹｱ

主要食品の栄養学的特徴

内分泌系
肌質区分

ﾒｲｸｱｯﾌﾟ化粧品
ﾎ-ﾑｹｱ（三面美容法）

ｻﾌﾟﾘﾒﾝﾄの活用

24
30
12
10
8

学 運動生理学

・解剖生理に基く運動 ・目的別運動法 ・ﾘﾗｸｾﾞ-ｼｮﾝ（疲労回復） ・ｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱ（健康維持）
･ﾌﾟﾛﾎﾟ-ｼｮﾝ（部位別ｽﾄﾚｯﾁ) ・体調管理 ・職種別運動法
・他(目的:ﾋﾞｭ-ﾃｨ)

6

科 エステティック機器学

ｴｽﾃﾃｨｯｸ機器と技術

6

実

ｴｽﾃﾃｨｯｸ機器の原理 ｴｽﾃﾃｨｯｸ機器の種類と特長 電気生理学(基礎) ｴｽﾃﾃｨｯｸ機器と関連法規

関連法規

薬事法

医師法第17条(他) 美容師法

衛生管理

細菌学 衛生管理の概要 ｻﾛﾝ設備の衛生&環境管理 交差感染の予防策
ｸﾗｲｱﾝﾄの衛生管理
ｾﾗﾋﾟｽﾄの衛生管理

救急法

救急処置とは 救急処置の一般的注意 傷病者の移動 救急車の正しい利用法 急病の応急手当
日常起こりやすい事故 軽い傷.ｹｶﾞ その他自己に対する応急処置 救命救急措置

コンサルテ-ション

ｶｳﾝｾﾘﾝﾞｸの方法 心のﾒｶﾆｽﾞﾑ(精神美容) 三面美容ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ法 肌質分析
ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞとﾄﾘ-ﾄﾒﾝﾄﾌﾟﾗﾝの作成 ﾎ-ﾑｹｱ指導

サロン経営学

ｻﾛﾝの経営管理(収支のﾊﾞﾗﾝｽ) 集客とﾘﾋﾟ-ﾀ-育成
広報(時流傾向のﾘｻ-ﾁ)
将来のﾋﾞｼﾞｮﾝと計画

フェイシャルエステティック理論

基本手技とは

手技と機器の応用(目的.禁忌) 肌分析とﾄﾘ-ﾄﾒﾝﾄﾌﾟﾗﾝの作成

ボディエステティック理論

基本手技とは

手技と機器の応用(目的.禁忌) 分析とﾌﾟﾗﾝの作成

ボディトリートメント

ｾﾗﾋﾟｽﾄの準備(身だしなみ)ﾄﾘ-ﾄﾒﾝﾄﾙ-ﾑのｾｯﾃｨﾝｸﾞ ｻﾛﾝﾏﾅ- ﾀｵﾙﾜ-ｸ 基本技法 業務用粧剤の基礎学
ﾎﾞﾃﾞｨ機器の扱い(目的) 分析とﾄﾘ-ﾄﾒﾝﾄﾌﾟﾗﾝ 目的別技術と機器の応用
専門技術体験講座
ﾎﾞﾃﾞｨﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ

105

フェイシャルトリートメント

ｾﾗﾋﾟｽﾄの準備(身だしなみ) ﾄﾘ-ﾄﾒﾝﾄﾙ-ﾑのｾｯﾃｨﾝｸﾞ ｻﾛﾝﾏﾅ- ﾀｵﾙﾜ-ｸ 基本技法 業務用粧剤の基礎学
ﾌｪｲｼｬﾙﾄﾘ-ﾄﾒﾝﾄ科Ⅰ ﾌｪｲｼｬﾙﾄﾘ-ﾄﾒﾝﾄ科Ⅱ 肌分析とﾄﾘ-ﾄﾒﾝﾄﾌﾟﾗﾝ 肌別.目的別粧剤の応用
ﾄﾗﾌﾞﾙｽｷﾝのﾄﾘ-ﾄﾒﾝﾄ ｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱ 専門技術体験講座

108

ネイルケア

爪の基礎学 細菌学 ﾌﾟﾚﾊﾟﾚ-ｼｮﾝ&ﾃ-ﾌﾞﾙｾｯﾃｨﾝｸﾞ ｸﾗｲｱﾝﾄの誘導
①ﾘﾑ-ﾊﾞ-ｵﾌ ②ﾌｧｲﾘﾝｸﾞ ③ｷｭ-ﾃｨｸﾙｹｱ ④ｶﾗ-ﾘﾝｸﾞ ⑤ﾌﾚﾝﾁ&ﾌﾗｯﾄｱ-ﾄ

メイクアップ

ﾒｲｸｱｯﾌﾟ基礎学 色彩学 顔型 ﾌｨｯﾂﾊﾟﾄﾘｯｸの定義 ①補正ﾃｸﾆｯｸ ②ｶﾑﾌﾗ-ｼﾞｭ
⑤ﾙ-ｼﾞｭ ⑥ﾃﾞｲﾒｲｸとﾅｲﾄﾒｲｸ ⑦ﾘﾐﾃﾞｨｱﾙﾒｲｸ ⑧ﾌｫﾄﾒｲｸ ⑨ｺﾝｻﾙﾃ-ｼｮﾝ

6

ｽﾀｯﾌ教育と人材管理

消毒の種類と方法

12
中毒

6
12

ｸﾙ-ﾌﾟﾘ-ﾀﾞ-の育成

4

目的と技術と論拠の実際

12

目的と技術と論拠の実際

14

57
③ｱｲﾒｲｸ ④ﾁ-ｸ

33

ﾋﾞｭ-ﾃｨｾﾗﾋﾟｽﾄの準備(心構え) ｻﾛﾝ環境と衛生管理 日々の業務の進め方 ｻﾛﾝﾏﾅ-(挨拶．接客．言葉遣い)
ﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨﾏｲﾝﾄﾞについて ｸﾗｲｱﾝﾄの誘導とﾀｵﾙﾜ-ｸ ｺﾝｻﾙﾃ-ｼｮﾝ ﾎ-ﾑｹｱ指導&ｱﾌﾀ-ﾌｫﾛ- 顧客管理 ｸﾚ-ﾑ対応

技 サロンマニュアル
企業実習

擬似ｻﾛﾝでの実務体験

特別講座

ＲＳ(ﾘﾃ-ﾙｾﾐﾅ-) 香粧品学に基く粧剤の選択三面美容法特別講座

資格受験対策講座

・ﾌｪｲｼｬﾙﾄﾘ-ﾄﾙﾝﾄ ・ﾒｲｸｱｯﾌﾟ
・ﾈｲﾙｹｱ (選択科目) ・ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾒｲｸ(選択科目) ・皮膚科学
・ﾄﾘ-ﾄﾒﾝﾄﾌﾟﾗﾝ ・ｸﾗｲｱﾝﾄｻ-ﾋﾞｽ ・ﾘﾃ-ﾙ業務 ・細菌学 ・ﾈｲﾙｻｲｴﾝｽ(選択科目) ・ﾈｲﾙｻ-ﾋﾞｽ(選択科目)
・ﾘﾐﾃﾞｨｱﾙﾒｲｸ(選択科目) ・ﾌｫﾄﾒｲｸ(選択科目)

卒業試験

全カテゴリ(筆記&技術)

10

卒業本試験

全カテゴリ(筆記&技術)

10

職場職場見学・職場体験見学

・職場見学／９時間

18

模試

・ﾌﾛﾝﾄ業務

・電話応対

・ｺﾝｻﾙﾃ-ｼｮﾝ

・ﾌｪｲｼｬﾙﾒﾆｭ-

・ﾎﾞﾃﾞｨﾄﾘ-ﾄﾒﾝﾄﾒﾆｭ-

ﾘﾃ-ﾙ実務について

・ﾈｲﾙﾒﾆｭ-

7

ｴｽﾃﾃｨｯｸの将来性

・職場体験／９時間

✓
学科188時間／実技404時間／職場体験・見学１８時間

訓練時間総合計：61０時間

日本エステティック協会認定エステティシャン資格

修了後に取得
可能な受験資格

※受験料は別途個人負担となります。表面２-(１１)諸経費をご参照ください。

～お問い合わせ、訓練のお申し込み、受給に関するご相談は、公共職業安定所(ﾊﾛｰﾜｰｸ)管轄の担当窓口まで～
ハローワークプラザ那覇

〒900-0006

那覇市おもろまち3-3-1

（コープあっぷるタウン３F）

ハローワークプラザ沖縄

〒904-0004

沖縄市中央2-28-1

ハローワーク

名

護

〒905-0021

名護市東江4-3-12

Tel:0980-52-2810

ハローワーク

宮

古

〒908-0013

宮古島市平良字下里１０２０

Tel:0980-72-3329

ハローワーク

八重山

〒907-0004

石垣市登野城55-4

Tel:0980-82-2327

（コリンザ３F）

Tel:098-867-8030
Tel:098-939-8020

50
17
7

