専門
学校

琉美インターナショナルビューティカレッジ

2023

RYUBI
INTERNATIONAL
BEAUTY COLLEGE
学校法人 琉美学園
琉美インターナショナルビューティカレッジ
学校案内

since 1959

個性 がある学校
それが琉美学園です。
Identify yourself, Ryubi Academy.
琉美は「美」
を通して
人に喜びを与えることのできる
プロフェッショナルを育てる学校です
学校法人 琉美学園が歩んで来た道程には常に教育の姿勢はニュートラルでなくてはならないものと
捉えてきました。
しかしながら今日の人材育成はグローバルスタンダードで有り、世界基準で活躍できる
人材育成が当たり前の環境と成っています。
本学園から卒業された者が、国際的に通用する各種技術と言
語を習得しながら生活習慣・文化は違えども多くの共通した技術や知識を存分に活かし、卒業後も引き続
き本学園で修得した技術と知識の向上を目指し鍛錬してほしいと考えております。

HISTORY OF RYUBI

1960

呉屋 良昭

1980

1950

1970

1950
先代 故 呉屋良起が
美容師免許を取得

1959.11.1
琉球高等美容専門学校創立

1961
ヘアモードショウ開催

1972
本土復帰

1989
琉球美容専修学校へ
名称変更

故 呉屋良 起が沖縄 県内初の

那覇市久米に琉球高等美容専門学

当時の琉 球 政 府時 代初の

本土復帰に伴い、厚生大臣指

山 野 流 着 装 教 室 開 講 。琉 球

施行美容師免許を取得する。

の美容師養成施設として指定。
（設

ウを開 催。
（ 那 覇市歴 史博

男性美容師として、琉 球 政 府

1

学校法人 琉美学園
理事長

校として設立。琉球政府より県内初
立者 故 呉屋良起）

琉 米 親 善 ヘアモ ードショ
物館へ寄贈）

定琉球美容専門学校となる。

美容専修学校へ名称変更。

琉美インターナショナルビューティカレッジ
Ryubi International Beauty College

美容がもっと好きになる、憧れやトキメキをカタチにできる自分へ

美容本科

□ 職業実践専門課程【昼間部】

□ 美容別科【通信部】

□ 高等課程【昼間部】

週1コース（4月入学）

□ 高等課程【夜間部】

年2回集中コース（10月入学）

あらゆる美容技術を2年間トータルに学ぶことで、卒業後あなたを美容現場の即戦力にします。
サロンが求めるトレンドや新

しい技術に合わせた最高峰のカリキュラムにより、ヘアサロンだけではなく、美容業界すべての仕事で活躍できる人材を育

成します。
プロフェッショナルスタイリストコース、
エキスパートビューティコースから自分で好きな実技を選び、資格を取得

することができます。

取得できる
資格

・美容師国家資格 ・WBJ認定ドレスコーディネーター ・WBJ認定ウェディングプランナー
・プロフェッショナルメイクアップアーティスト検定 ・パーソナルカラリスト検定 ・日本ラッシュアーティスト協会認定書
・JNECネイル技能検定 ・JNAジェルネイル検定 ・着物着付師 ・日本エステティック協会認定エステティシャン
・サービス接遇検定 ・アロマテラピー検定

世界に通用するホスピタリティ人材を目指す

グローバルホスピタリティ科
□【昼間部】

2年間で3か国語を学びながら、
観光県沖縄ならではのホスピタリティマインドを養います。
語学と観光は切っても切れない関

係にある分野です。世界各国で活躍できる人材育成を見据えたカリキュラムにより、
ホテル、観光各社、外資系企業など進路
選択の幅を広げることができます。
在学時からの企業連携インターンシップを通して即戦力となれる人材に成長できます。
取得できる
資格

・TOEIC ・マイクロオフィススペシャリスト検定（Word） ・マイクロオフィススペシャリスト検定（Excel）
・サービス接遇検定 ・秘書検定 ・アロマテラピー検定 ・WBJ認定ドレスコーディネーター ・WBJ認定ウェディングプランナー

2000
1990

2020
2010

1998
那覇市泊に第2校舎
新築落成

2001
2006
ヴィダル・サスーンスクール 『琉美インターナショナル
シップパートナーになる
ビューティカレッジ』
に名称変更

2013
沖縄写真デザイン
学校を開校

美容師法改正・修業年限2年へ

サスーン（英国ロンドン）ス

那覇市久米、泊から国際通り（牧志2- 6 -25）

沖縄写真デザイン学校を開校（那覇

泊に新築落成。通信部の設置。

ンドン研修を導入。

ナルビューティカレッジ」と変更。

真デザイン工芸学校」に校名変更

の変 更の為、第2校舎を那覇市

クールシップ 校となる。ロ

に新校舎落成。校名を「琉美インターナショ

2019
創立60周年

市 松 尾 2-1-13）。2015 年、
「沖縄写
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OPEN CAMPUS
保護者様
の参加
大歓迎

学校説明会

より細かい学科説明会と、学費に関する納入方法、支払プ
ラン立てのご提案などを行います。
学科別の取得可能資格の詳細や、就職先等の学生生活にま
つわるデータを説明します。入学検討者は入学に向けての
個別相談会も開催します。

オープンキャンパス
入学者のほとんどが平均2回以上オープンキャン
パスに参加しています

2022

学校説明会
参加者は中学生から一般社会人まで様々!
保護者や兄弟で参加される方も多いのが特徴。

入試直前対策講座
面接試験·入試対策もバッチリ!
願書提出前の記入方法や注意事項、入試対策に
関する対策講座。
指定校推薦や特待生推薦者向けの面接対策で確
実な合格へ導く♪

【QRコードで登録】

でオープンキャンパスの
お申し込みが出来ます！

4月

5月

23 14

6月

7月

11

土

29 28 25

土

土

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

金

土

土

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

2

土

9

土

特別入試説明会

オープンキャンパス

23

土

ブライダル
オープンキャンパス

登録が出来たら
「トーク」
で
在籍する学校名とお名前を記入してください。
こちらから申込みについて
ご連絡を差し上げます。

土曜日のオープンキャンパスに参加できなくても

10時〜19時まで対応できます。

平日

（要予約）

オープンキャンパスやその他お問い合わせは…

（098）
868-2288
3

二学科の説明会をしっかり聞けるオープンキャンパス！
入学前に学科や学費相談・体験をしてRYUBIに入学しよう♪
美容科・グローバルホスピタリティ科の
二学科の学科説明や学校見学などを２時間で体験することが可能！
入試対策はAO入試や指定校推薦などの

Web オープンキャンパス
遠 方の方 でもサクッと2 0 分で
琉美のコトを詳しく知ることが
出来ます！
お気軽にお申し込みください

事前対策をしっかりポイントを抑えることができます♪
ぜひ一度RYUBIのオープンキャンパスに参加しよう。

2023
8月

6

9月

土

オープンキャンパス

3

10月

土

オープンキャンパス

8

土

オープンキャンパス

11月

5

土

オープンキャンパス

12月

オープンキャンパス

土

特別入試説明会

17

土

オープンキャンパス

2月

10 14 18
土

ビューティステージ

20 10 22 19 17
土

1月

土

土

オープンキャンパス

オープンキャンパス

土

オープンキャンパス

3月
土

オープンキャンパス

11

土

25

土

オープンキャンパス

オープンキャンパス

土

オープンキャンパス
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職業実践専門課程

美容本科
美容がもっと好きになる、
憧れやトキメキを
カタチにできる自分へ
□ 職業実践専門課程【昼間部】
□ 高等課程【昼間部】
□ 高等課程【夜間部】

「職業実践専門課程」
について
琉美インターナショナルビューティカレッジ美容
本科昼間部は、平成25年8月30日付文部科学
省告示第133 号「職業実践専門課程の認定に
関する規程」
の公布により文部科学大臣から現

中学校卒業者・学び直しの方でも
同じ昼間2年間で国家資格修得を応援

1年次は美容の基礎実習科目と教科科目を学

修業年数
授業時間

び、
2年次は少人数クラス制でのスペシャルカリ

在の「専門課程」
から
「職業実践専門課程」への

キュラムで応用実習を中心に、
トータルビュー

変更を許可認定されました。

ティシャンとしての実践力習得を目指します。

その特徴は、

専門課程／昼間部

40名

定員

企業などと連携し、
よリ現場を意識した
実践的なカリキュラム

修業年数
授業時間

社会人入学の方は専門実践教育訓練給
付金制度が利用できます。
※

実践的な授業カリキュラムで
技術・知識を習得。
充実した国家試験対策で
着実に試験合格！

2年
10:00〜16:30

【資格】高等学校卒業または卒業見込みの男女

専門実践教育訓練給付金制度には、条
件があり手続きが必要です。

高等課程/昼間部
定員

20名
2年
10:00〜16:30

【資格】中学校卒業または卒業見込みの男女

昼間部同様に2年間で国家資格を習得
少人数制で技術指導も充実！

高等課程/夜間部
定員
修業年数
授業時間

20名
2年
17:50〜22:00

【資格】中学校卒業または卒業見込みの男女

〉〉〉
〉目指す職業

美容師

へアメイクアップ
アーティスト

ネイリスト

ホテルスパ
セラピスト
5

ビューティ
アドバイザー

ブライダル関係

アイデザイナー

リラクゼーション エステティシャン トータル
関係
ビューティシャン

Professional Stylist
30
プロフェッショナルスタイリストコース

定員

名

カット、メイク、ネイル、まつ毛エクステンション、
全ての技術を高水準で学べるスペシャルコース

美容師国家資格
美容師国家資格とスタイリストに必要
なカット・ヘアメイクの技術をベース
に、
まつ毛エクステンションやネイルの
技術資格までカバーした総合コース。
実践的なカリキュラムでより高度な技
術と知識を修得します。

美容師+αの技術力で様々な美容業界で活躍できる

総合ビューティシャンへ導く！

Expert Beauty

エキスパートビューティコース

10名

定員

ヘアーまで含めたトータルビューティシャンを
育成します。日本エステティック協会認定エス
テティシャンの資格取得可能。

世界のテクニックを
沖縄で学ぶ
日本エステティック協会認定エステティシャンを
基本資格に、
2年次の応用課程でさらに国際
的な感性と技術を養います。
入学後英会話の
授業はもちろん、
海外短期留学や世界各国の
伝統的な技術を沖縄にいながら学内外で学ぶ
ことが可能なコースです。
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CURRICULUM

カリキュラム

ぶ内容が
２年間で学
！
ん！
盛りだくさ
、
ヨガや三線
りますよ♪
英会話もあ

プロフェッショナルスタイリストコース
MON

TUE

WED

THU

FRI

1時間目

技術理論

香粧品化学

文化論

カット

ワインド

2時間目

技術理論

香粧品化学

文化論

カット

ワインド

3時間目

ワインド

カット

関係法規

運営管理

色彩

4時間目

ワインド

カット

関係法規

運営管理

色彩

HR

ランチタイム
5時間目

オールウェーブ

選択授業（ネイル、メイク、カット）

衛生管理

選択授業（ネイル、メイク、カット）

マナー

6時間目

オールウェーブ

選択授業（ネイル、メイク、カット）

衛生管理

選択授業（ネイル、メイク、カット）

美容室実習

技術理論

マツエク

美容室実習

7時間目
保健
マツエク
※一例になります。学期ごとに時間割の変更、
カリキュラムの変更があります。

エキスパートビューティコース
MON

TUE

WED

THU

FRI

1時間目

技術理論

香粧品化学

文化論

カット

ワインド

2時間目

技術理論

香粧品化学

文化論

カット

ワインド

3時間目

ワインド

カット

関係法規

運営管理

色彩

4時間目

ワインド

カット

関係法規

運営管理

色彩

HR

ランチタイム
5時間目

オールウェーブ

エステ

衛生管理

エステ

マナー

6時間目

オールウェーブ

エステ

衛生管理

エステ

美容室実習

技術理論

エステ

美容室実習

エステ
7時間目
保健
※一例になります。学期ごとに時間割の変更、
カリキュラムの変更があります。

美容本科では、
美容師国家資格を受験するための
基礎授業をはじめ、
下記の授業が受けられます。

ヘアメイクアップアーティストに
なるための実践型カリキュラムがより充実
1年次で学んだ基礎を生かし、撮影用のヘアメイク実習やブライダルメイクを中心に舞
台メイク•特殊メイクを学びます。
ネイルは、
ジェルネイルやアートなど、今現場で一番需
要のある技術を中心に学びます。

ブライダル

WBJ 認定ドレスコーディネーターと認定ウェディングプランナーの資格がダブルで取得
可能。今後ブライダルヘアメイクや、
ブライダルサロンに就職したい方にはおすすめ！

ネイル

JNA認定校で学べるネイル基礎、
アートや、今現場で人気のジェルネイルも学べます。
検定対策等もあり資格取得を応援。

メイク

舞台メイク、特殊メイク、
ステージメイク、婚礼メイクなど、様々なシチュエーション別のメ

イクワークを、現場のプロメイクアップアーティストから修得。

スチューデントサロン

併設サロンでの実践型授業により、就職後のアシスタントワークなどを在学中に修得。
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ヘアメイクワーク
1年次に学んだ基礎を生かし、姉妹校の沖
縄写真デザイン工芸学校「写真デザイン
科」
とコラボしたスタジオワークなどを体験！
リアルな撮影現場を校内で学べる実践的
な授業が魅力です。

VOICE

在校生インタビュー
Q.Ryubiに入学を決めた理由は？
琉美のカリキュラムが私の学びたかったことに一致していたからです。

美容本科

入学前のオープンキャンパスに参加したときに先生たちや先輩から話を聞いて琉美に決めまし
た！

1年生
スタイリストコース

Q.Ryubiでの学生生活はどう？

玉城 七海

石垣島から出て那覇で一人暮らしをして、学校に通っています。

（八重山農林高校出身）

琉美は給付型奨学金対象校なので、一人暮らしでも充分無理なく生活できています。一人暮ら
しは少し寂しい時もあるけどなんとか暮らしています
（笑）
クラスの皆も仲が良いので放課後一緒に練習したり、休みの日は遊びに行ったりしています。

Q.これからの目標は？
沢山資格をとって、最後には美容師国家試験合格です！
就職も早く決めて学生生活に全力で取り組みたいと思います！

Q.Ryubiに入学を決めた理由は？
美容師の資格を取りながらエステの資格取得ができるとこで選びました。

美容本科

オープンキャンパスにも参加をして学校の雰囲気と自分があってる感じがしました。

1年生
エステティシャンコース

Q.Ryubiでの学生生活はどう？

照屋 和奏

家から学校がちょっと遠いけど毎日頑張って通ってます。

（美里高校出身）

美容科の技術だけでなく、
エステ科の学生と同じ授業も受けれるので両方ちゃんと出来るよう
に頑張ってます。

Q.これからの目標は？
美容師とエステティシャンの資格をしっかり取得します！
就職活動も本格的に始まるので良いサロンで働けるようにしっかり学生生活を過ごします。

美容本科
1年生
高等課程

嘉数 梨杏
（古蔵中学校出身）

Q.Ryubiに入学を決めた理由は？
中学校卒業から通うことができるので琉美にしました。
入学前にお母さんと相談して学校見学や相談会にも参加して私でも頑張れそうと思ったからで
す。

Q.Ryubiでの学生生活はどう？
授業は難しいこともありますが、
クラスの皆や先生たちと一緒に取り組んでいます。
周りの同級生もお姉さんたちが多いので可愛がってもらってます(笑)

Q.これからの目標は？
しっかり卒業することです。
美容師免許を17歳で取得する予定なので卒業後の進路もしっかり決めたいと思います。
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【美容本科】高等課程

夜間部

4月
入学

昼間部同様に2年間で国家資格を習得
少人数制で技術指導も充実！
多くの実践的カリキュラムで即戦力の人材を育成！

自力進学もOK!
奨学金で夢をつかむ

高等課程／夜間部
定員

仕事やバイトと勉学の両立を、経済面
から支援する奨学金制度。
これまでも
多くの学生が活用し夢を叶えてきまし
た。
まずはお気軽にご相談ください。

修業年数
授業時間

20名

2年
17:50〜22:00

【資格】中学校卒業または卒業見込みの男女

古田 木菜莉
仕事を続けながら通える美容学校を探し
ているときに琉美を見つけました！
通信生と迷ったけど夜間生は昼間の学
生たちと同じ授業が学べるのでメイクやネ
イル、
まつ毛エクステンションを学びたい
と思って夜間生にしました。
夜間生は少人数制だけど先生がしっかり
教えてくれるので夜間生で良かったです。

【エステビジネス別科】通信課程

通信部

4月
入学

1年間で認定エステティシャン資格を取得!
エステビジネス別科通信部では、
日本エステティック協会認定資格を1年で取得可能です。
自宅学習や課題提出と春・夏2回の集中スクーリングで、
筆記試験及び技術試験対策まで行います。
通信部卒業後は就職サポートも行っていますので、
社会人でも安心して学べる環境があります。
9

【美容別科】通信課程
4月
10月

通信部

入学

幅広い年齢から学びをスタートすることが可能！
自宅学習と集中スクリーングベースで、
全国トップレベルの国家試験合格率の実績。
Ryubiなら通信でも
これだけ資格が取得可能！

4月入学

週1 国家資格コース
週1 ダブルライセンスコース

定員
入
学
修業年数
授業時間

30名

4月
3年
10:00〜16:30

□ 美容師国家資格
□ パーソナルカラリスト検定
□ 山野流着物着付師

満名 千明

美容通信部
3年生

働きながら通うことが出来るので琉美の通信
部に決めました。仕事との両立のしやすい、週
助かっています。分からないところは先生にい

10月入学

つでも相談ができるので通信学習のレポート
や実技の面での不安もありません。卒業まで3
年間は長いようであっという間でした。美容師

集中 国家資格コース
集中 ダブルライセンスコース

入
学
修業年数
授業時間

通信生インタビュー

1回の登校で美容師免許取得が目指せるので

（スクーリング）

定員

VOICE

免許取得後は、美容室やマツエクサロンで就
職予定です。

20名

10月
3年
10:00〜16:30

下は現役高校生〜60代の方まで在学中です！

（スクーリング）

【資格】中学校卒業または卒業見込みの男女

野里 来希

美容通信部
3年生

僕は美容室で働きながら琉美の通信に通って
います。授業がない期間は、家でも練習とレ
ポートを解いて国家試験合格に向けて頑張っ
ています。通信生の良いところは、在学中にア
シスタント業務を覚えられるので免許取得後は
早くスタイリストデビューができるところです。働
きながら学校に通うのは大変な時もあるけど、
ずっと美容室でスタイリストになりたいという夢
があるので頑張れています。

美容科昼間部夏休み・春休みを利用して、
認定エステティシャン資格と美容師国家資格の
ダブルライセンス取得可能。
定
員
入
学
修業年数
スクーリング月
授業時間

12名

4月
1年
8月/3月
10:00〜16:30

日数・時間数
入学選考料
入学金
授業料

26日間（120時間）
15,000円
100,000円
250,000円
10
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ビューティステージ
Ryubiでは毎年、学びの成果をクリエイティブで披露します
学生全員で作品を作り上げる壮大なショー
「感動した！」
「スゴい！」など高い評価を得ています
ぜひ学生の個性あふれるステージをご覧ください！

2022.12.10 [SAT]
OPEN 16:30 〜 / START 17:00

※詳細については
お問い合わせください

12

職業実践専門課程

グローバルホスピタリティ科
昼間部

世界に通用する
ホスピタリティ人材を目指す
ホスピタリティマインド ＝
おもてなしの心
アクティブラーニングと企業連携インターン
シップで、現場を意識したカリキュラムを修得。
TOEIC 取得はもちろん、
多言語によるインバウ
ンド対応能力やホスピタリティマインドを業界
のプロから直接学べてグローバル展開を見据
えた就職先へ導きます。

定員
入
学
修業年数
授業時間

20名

4月
2年
10:00〜16:30

【資格】高等学校卒業または卒業見込みの男女

学科の特徴

日本初！

３か国語を 2 年間で学ぶ！！
英語 + 中国語 + 韓国語
〉〉〉〉目指す職業

ホテル関係

観光業

多言語
オペレーター

アジアの玄関口沖縄で
世界と地域で
活躍できる人間力を！
グローバルホスピタリティ科

荒川 雅志

学科長

国立大学法人琉球大学国際地域創造学部ウェルネス研究分野教授。

ブライダル
13

免税店スタッフ

医学博士。世界5大長寿地域 ブルーゾーン 沖縄の長寿研究、ウェル
ネス研究、ウェルネスツーリズム研究の第一人者。
海洋療法学者。

世界27億人とのコミュニケーション能力を修得！

（典拠：Ethnologue, 2021）

語学はあらゆる分野で活躍できるパスポートのようなものです。
世界で最も使用されている英語、世界第2位の中国語、隣国韓国語の修得により、
世界中の人々とのコミュニケーションを実現します。

生きた学び〜働きながら学べる！
国内No.1のリゾート地沖縄だからこそ可能な
超実践的有償インターンシップカリキュラムの充実。

SDGsに寄与する人材を育成！
SDGs（ 持続可能な開発目標）17のゴールに向けて
目標達成に寄与する人材を育成します。

大学編入も可能！
2年間で3か国語を学び、卒業後は海外の
コミュニティカレッジで2年間過ごすことで
大学4年間以上の学びが可能！

63

14

CURRICULUM

カリキュラム

ニューノーマル時代に対応
最新のカリキュラム導入
衛生対策
ウェルネス

基本カリキュラム
●

グルーバル
ホスピタリティ

Basic ENG conversation
（英会話初級〜上級）

●

Basic CHI conversation
（中国語会話初級〜上級）

●

環境
エコ

SDGs
17の目標

Basic KOR conversation
（韓国語会話初級〜上級）

●

TOEIC対策

●

サービスマナー理論

●

サービスマナー実習

●

MOS対策

●

●

WBJブライダルプランナー

●

●

WBJドレスコーディネーター

●

心理学

地域
文化

海外研修
●

●

グローバルマネージメント論

●

外部ボランティア活動

●

企業実習

●

総合実習

●

沖縄文化論

●

華道/茶道

●

手話

●

地域観光資源研究

●

アジア文化論

●

ホスピタリティ論

インターンシップ

米国／セブ島ほか
上海・海南島
釜山・ソウル

●
●
●
●

運輸
旅行会社
ホテル
飲食

地域
●

持続可能観光産業

●

持続可能文化

●

持続可能自然環境・社会

●

韓国語

語学
●

英語

取得可能資格

●

ТOEIC
WBJ認定ブライダルプランナー
マイクロソフトオフィススペシャリスト検定（word）
マイクロソフトオフィススペシャリスト検定（excel）
レストランサービス技能検定
インバウンド接客英語検定

VOICE

中国語

WBJ認定ドレスコーディネーター
地域限定通訳案内士
サービス接遇マナー
インバウンド接客中国語検定
PADIオープンウォーターダイバー
沖縄食材スペシャリスト

インタビュー&メッセージ

在校生インタビュー

華道 池坊
秘書検定
着物着付師
裏千家 初級
ハングル能力検定

インターンシップ
受け入れ先からの
メッセージ

Q2.クラスの雰囲気について
私の学科は4人と少人数ですが、お互いが意

Q1.入学を
決めたポイント
私は、英語・韓国語・中国語の3か国
語を学ぶことができるカリキュラム

グローバルホスピタリティ科
（具志川商業高校出身）

15

囲気だと思います。少人数なので授業のわか
らないところをお互いに教えあったり、授業
中も先生にすぐ質問できます。

沖縄UDS株式会社
運営統括部GM/アンテルーム支配人兼任

Q3.将来の目標は？

山森 薫

理学やマナーなど就職する時に役

3か国語をしっかりと勉強し、取得した資格

沖縄UDS株式会社 ホテル運営他

立つことを学びたかったのでこの学

や、学んだ知識を最大限に活かせる職に就き

校に入学しました。

たいと思っています。

に惹かれたのと、語学だけでなく心

瀬良垣 唯杏

見を言い合える関係性があり、とてもいい雰

HOTEL LOCUS（宮古島）、the rescape
（宮古島）、HOTEL ANTEROOM 那覇、
HOTEL STRATA 那覇

INTERNSHIP

インターンシップ

在学中に現場体験
インターンシップで適性を知ろう
空港
グランド
スタッフ

「空港の顔」として
世界中の人とつながる！

ツアー
プランナー

地域ガイド
プロデューサー

ホテル

旅を通じて
夢を売りましょう！

おもてなしの究極が詰まった
空間で働ける！

地域のホンモノを
伝えるという使命感！

新しい土地、新しい国に訪れる

ツアー＝旅行、プランナー＝計

お客 様にとって、ホテルとはリ

地域が大事に育んできた自然、

時、最初に必ず訪れるのが空港

画（企画）で、ツアープランナー

ゾート空間、非日常空間の特別

生活文化のありのまま、ホンモ

です。グランドスタッフとはその

とは旅の企画をする職業という

な場所です。国内No.1リゾート

ノに触れたい、交流したい、学び

地を代 表する「空 港 の顔」とし

意味です。すてきな旅の企画提

地 沖 縄には世界 的 有名ホテル

たい、感動したい訪問者は世界

て、旅の第一印象を左右する仕

案できる能力を身につけ、お客

が多く 、お 客 様 に 非日常 体 験

中に増えています。地域の歴史、

事として大いにやりがいがあり

様にとって一生の思い出となる

を、究極のホスピタリティを提供

自然、文化、暮らしを学び、魅力

ます！

旅を提案しましょう！

しましょう！

を伝え、交流人口を増やす、地
域活性につなげるやりがいのあ
る仕事です！

企業連携型有給インターンシップで学費補助を実現！
連携した企業実習先に有給インターンシップとして働きながら、実践現場と学校の知識を有効的に学習する

ことが可能！ 有給なので インターンシップ期間中のお給料は学費に充てることもでき一石二鳥♪

琉美インターナショナルビューティカレッジ：グ

おりますし、本当に楽しみにしています。私たちも

本当の笑顔で接することが出来ると信じています。

日々、沖縄を初めて訪問する方、再度いらっしゃる方、

今回のご縁を大切に、何か一つでも皆様にとって学

「まちづくり」をモットーに沖縄で４つのホテル運

日本の方、海外の方、それぞれにどんな知識で、どん

びになりますようご協力させて頂きますので宜しくお

営をしております、沖縄ＵＤＳ㈱、山森と申します。私

なおもてなしをすれば喜んで頂けるか考え業務に励

願い致します。いつでもお気軽に、遊びにいらしてく

たちの考える「まちづくり」とは、沖縄の魅力を地域と

んでいます。マニュアル通りでない、ルーティン業務だ

ださい、お話ししましょう！

のつながりから再発見し、国内外に伝えていくための

けでない「おもてなし」を日々行っていくことで、ホテ

架け橋となる場作りです。皆様の学びはまさに、沖縄

ル業を通してまちに根差すことを仕事の中で会得し

という、今後アジアと日本、そして世界と日本を繋ぐハ

ていきます。

ローバルホスピタリティ科へようこそ！

ブとなる場所で大いに役立つものです。沖縄を知り、

沖縄UDS（株）は設立してまだ5年、日々アップデー

地域を知る、それを伝えていく、やはりそれに一番か

トし、成長している会社です。私も日々現場にも立っ

かせないのはおもてなしの気持ち、すなわちホスピタ

て若いスタッフと一緒におもてなしを体現していま

リティの精神です。みなさんがここでの学びを生か

す。お休みには沖縄のきれいな海をお借りしてサー

し、世界を視野（グローバル）に、おもてなし（ホスピタ

フィンをするのがライフワークです。アクティブレス

リティ）の気持ちをもって活躍されることを確信して

ト、お休みこそ充実させてこそ日々接客するお客様に
16

Facility

施設紹介
Ryubiでは、現役の美容師やメイクアップアーティスト達を招き
ゲスト授業を行っています。
応用と復習でより完成された技術力を磨きます。

「学びたい」
を応援する、手厚いサポートと
充実した施設がRyubiにはあります。

サロン実習室

トレーニングルーム

校内併設サロンがあるから出来る！
より現場を意識した実践型授業。
校内併設のヘアサロン・エステサロンで実際の営業形式での実習（受付〜
カウンセリング・施術・アフターケア方法の提案・お見送りまで）
を行う事に
よって、卒業後も即戦力になるスキルを身につけます。
17

放課後は学生に開放！サロンを使って
カットやカラー、
パーマをすることができます♪

エステ実習ルーム

ブライダル実習ルーム

18

安定した合格実績だから安心！

美容師国家試験 合格率

98.6 %

過去10年
実績

琉美では検定対策授業や手厚いサポートで
高い合格率を誇っています。
また県内でも圧倒的な取得可能検定数で就職に有利！

19

合格できるにはワケがある!!

63

年の

実績

国家試験対策で美容師国家資格取得
これまでの卒業生は約10,000人！
1年次からポイントを押さえた対策授業で国家試験合格を目指します！

各種検定取得
検定前にしっかり対策講座をおこない着実な合格に導きます
自分の将来に必要な検定を選んで取得できるので
資格取得が無駄になりません！

20

GET
QUALIFCATION
琉美学園で取れる資格。
琉美学園では検定対策授業や手厚いサポートで
高い合格率を誇っています。
また県内でも圧倒的な
取得可能検定数で就職に有利！

美容師国家資格
厚生労働省の認可を受けた専門学校で規定の授

21

WBJ認定
ウェディングプランナー

業の単位を取ることで受験資格が得られます。試

結婚式の総合プロデュースを学ぶ資格 主なカ

験には筆記と実技があり、その両方をクリアすれ

リキュラム／挙式プロデュース基礎知識・テーブ

ば美容師国家資格を取得できます。

ルレイアウト・振興管理業務他

日本エステティック協会
エステティシャン資格

プロフェッショナルメイク
アップアーティスト検定

人間の体や心の仕組み、人体の生理機能や心理

デパート系高級ブランドグループの一次面接が

などを学び、
食事、
運動、
睡眠といった日常生活と

優遇。現場の即戦力になれる基礎もトレンドも兼

の関係や化粧品や機器の知識、経営や関連の法

ね揃えた最新コスメを教材として使用した実践

律など、
幅広い知識を身につけます。

的資格。

WBJ認定
ドレスコーディネーター

JNEC ネイル技能検定

婚礼衣裳業務に関するプロ知識を学ぶ 主なカ

ター主催

リキュラム／婚礼衣裳基礎知識・フィッティング・

を身につけ、ネイルケア、
カラーリング技術の検

美容・ブライダルフラワー他

定取得を目指します。

認定校

公益財団法人

日本ネイリスト検定試験セン

ネイリスト技能検定は、
基本的な知識

JNA ジェルネイル検定
日本ネイリスト協会主催による検定で、
ジェルネ

マイクロソフトオフィス
スペシャリスト検定
（word）

イルを施術するために必要な理論と技術の検定

通称MOS。基本的な業務処理などに必要な

取得を目指します。

wordを中心とした基礎から応用を学び検定資
格として取得を目指します。

Ryubi ワインディング検定
美容師国家試験の課題のひとつ ワインディン

マイクロソフトオフィス
スペシャリスト検定
（excel）

グ 対策のために、Ryubi独自の検定を設定。本

通称MOS。経理業務や業務処理の簡素化、計

番を想定した模擬試験で実力を養成します。

算などに特化し、より企業で使える人財に役立
つ資格として修得可能。

パーソナルカラリスト検定

サービス接遇検定

日本パーソナルカラリスト協会（JAPCA）主催

サービス業に必要な接遇マナーを資格として取

によるパーソナルカラリスト検定3級から受験

得することが可能。実践的で丁寧なサービスの

でき、色彩の専門知識を習得します。

知識を学びます。

日本ラッシュアーティスト協会
（JLA）

秘書検定

日本ラッシュアーティスト協会
（JLA）
主催による

社会人としてのマナーも学べ、企業先での秘書

まつ毛の美容技能認定を自校受験できます。こ

としても活用可能な検定資格。実際に現場で活

れからアイリストを目指す方必須の正しい知識

かすことのできる実践的な授業を経て資格取

と技術を身につけます。

得が可能。
認定校

着物着付師

アロマテラピー検定

厚生労働大臣許可法人
（財）
国際美容協会が主

癒しの効果があるアロマの世界を資格として勉

催する
「山野流講座」
を本校で受講、
これにより

強し、精油の活用方法や禁忌事項など知識と応

「奥伝着物着付師」の資格の取得も可能です。

用を学ぶことができます。香りのスペシャリスト

（初中伝取得者のみ）

として資格取得が可能。
県内唯一の認定校

タイ古式マッサージ修了証

整体術 初級

タイの首都バンコクにある政府認定提携校で

身体の仕組みや、ボディ施術前に身体をほぐす

プログラムを終了し、現地トレーナーによる試

テクニックを学ぶことができます。整体術初級

験合格者のみが取得できる修了証。タイ伝統の

保持者は選択制体験プログラムにて上級クラ

テクニックと知識を現地で学び、応用技術を高

スへの編入が可能。

めます。

バリニーズマッサージ修了証

地域限定通訳案内士

ジャワ王宮発祥のマッサージで、自然の植物な

タイの首都バンコクにある政府認定提携校で

どからつくられたオーガニックオイルを使いじっ

プログラムを終了し、現地トレーナーによる試

くりと圧をかけリンパの流れを良くし体調を整

験合格者のみが取得できる修了証。タイ伝統の

えていく技術です。バリでは、フェイシャル・ボ

テクニックと知識を現地で学び、応用技術を高

ディ・ヘッドスパの修得を目指します。

めます。

TOEIC
ビジネスの場や日常生活での会話や文章での
やりとりといった英語能力を測るための評価基
準となる資格。TOEICスコアをUPさせより就
職に有利に！

プロフェッショナルスタイリストコース
エキスパートビューティコース
グローバルホスピタリティ科
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就職実績
創立63年の実績で培われた就職指導で、
就職担当、担当教員と一緒に相談しながら就職活動を進めることが出来、
希望業界への100％就職を目指せる環境がここにあります！
！

業界就職希望者内定率

100 %

就職担当が1対1でしっかりサポート

たくさんある求人から、個人の適性を考えしっかり1対1でヒアリングをしながら一
緒に将来の就職先をサポートします。

業界別校内就職相談会の実施

美容業界も美容室だけではなく、トータルビューティやエステ、ネイルサロンなど
多種多様なお店があります。琉美では各分野の企業を校内にお迎えして企業説明
会を積極的に行っています。

事前インターンシップで情報収集

校内サロンワーク実習を経て、実際に希望する職種へのインターンシップを経験
することによって、より実現性のある就職サポートを実施しています。

琉美生は辞めない! 離職率の低さに業界から高い評価!

23.0 %
業界離職率

卒業後も安定した就職相談窓口を設置

卒業後も引き続き卒業生の相談を受け、適切な業界定着を推進しサポートし続け
ています。

OBらによる現場のリアルな声を生徒に発信

在学中にOBよりリアルな業界情報を知ることによって、就職担当のサポートと、就
職先のミスマッチをより未然に防ぎます。

沖縄県内No.1の美容業界輩出率の実績

オーナークラスの世代には琉美OBが多く、今や県内外で活躍中。そんなOBが多
数いるから業界定着率と辞めない環境があります。

卒業後3年間の業界離職率23%＝卒業後3年間の業界定着率77%

（2017年〜2019年卒業生の直近3年間の学生離職率統計結果より算出）

美容業界で3年目の離職率は約70パーセントといわれていますが、
なんと琉美生は全国的にみて圧倒的な低離職率

主な就 職 先 実 績
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美容科 主な就職先実績一覧
（県外）
■PEEK-A-BOO
■株式会社 田谷
■株式会社 アッシュ
■株式会社ニューヨーク・ニューヨーク
■合同会社 Phos ilidos
■株式会社 B&A
■株式会社 B.A P
Beauty Artist Planning
■株式会社シーホースジャパン

■Ajulr hair design
■株式会社 W
■株式会社 MINX WORLD
■株式会社Global Beauty Company
■キャラ·ビューティグループ
■株式会社ケンジ
■アンジュ
■株式会社タロー（HOMME HAIR OXA）
■美容室イレブンカット

■株式会社 PRIZE
■株式会社 On（HAIR NOISM）
■ネイルサロンlapiliea
■有限会社 Ruttu
■ザ・キッド
■株式会社エル
■株式会社レボル
■NGU株式会社
■美容室KALA

■株式会社ヒロ
■OASIS 南青山
■TRU ネイル
■株式会社ユニックス
■株式会社レッシュブ
■RAY Field
■あ〜きぺんこ

■アイウェディング八重瀬
■楽流頭 of hair
■グレイス
■MARIE INTERNATIONAL
■Lico Hair
■株式会社ドリームプラン
■ナチュラルスタンダード
■DFS 沖縄

■リュパン ドゥ カオリ
■WILL Marie
■UOVO
■ビューティエイト
■マーキス
■atelier
［es]HAIRDESIGN
■スタジオ アリス
■hair and make noma

美容科 主な就職先実績一覧
（県内）
■MIMU de HOMME
■HAIR SALON BOYFRIEND
■emní
■Arglarte
■Nails Beauty Castle
■デジャヴ
■アースホールディングス
■スウィートハンズ

■Jag stang
■hair switch
■Lia tris
■美容室シャンプー
■Hair&nail rote
■サムシングフオー西崎
■アトリエファニー
■アルジャンスー

活躍する卒業生

OB & OG Message

與那嶺 亮介
美容科昼間部

宇良 真吹

57期生

美容科昼間部

勤務先：株式会社アッシュ

53期生

勤務先：LA CALMO in Reine

琉美での一番の思い出

皆に出逢えたこと。みんな仲が良かったの

琉美での一番の思い出

で、
よく大人数で飲みに行ったりしました。

今の会社を選んだ理由

今も交流が続く同期たちと楽しく学べたこ
と。
いい思い出です。

サロン見学へ行き、
オーナーと意気投合したのが一番大きかったです。
スタッフ同

今の会社を選んだ理由

士もみんな仲が良く、働きやすいです！沖縄から愛知に出て、結婚して見ず知らずの
地で知り合いも少なく、
１から…いや、
もはや0からのスタートで不安もたくさんあった

美容の情報が多く入ってくる、学べる機会

ので人の温かさは本当に沁みました。

の多い会社だと思い選びました！

将来の夢

将来の夢

東京でFC社長になれる道もあるし沖縄に帰って独立も！
！色々考えられますね。

家庭がある程度落ち着いたら小さなお店を出したい。長く美容に携わっていけたら
嬉しいです。

後輩へのアドバイス

後輩へのアドバイス

自分の好きな事やりたい事を口に出して言えば必ず周りにも助けて貰えます！まっす

美容が好きですか？ その気持ちを忘れずに楽しんで！一緒に美容業界を盛り上げ

ぐ続けてください！
！

ていこう♪

玉榮 柚紀
美容科昼間部

60期生

勤務先：beauty:beast

琉美での一番の思い出

後輩へのアドバイス

アップスタイルのコンテスト出場の為に放課後まで残って練習し

琉美で学んだ事や、
コンテストの経験を活かして現在スタイリスト

たことです。皆と切磋琢磨しながらコンテストに向けて毎日練習し

として日々楽しく働いております。
ビューティービーストでは、営業

ました。大変に思ったこともあったけど、
クラスメイトや先生のおか

中のレッスンや先輩方にご指導してもらい早期デビューが可能

げでやりきることができました！今の職場でも学んだ事は活かすこ

です。
これから、
トップスタイリストを目指して沢山の人を笑顔に出

とができるので良い経験になりました。

来るように頑張っています！後輩の皆さんも是非遊びに来てくだ
さいね
（笑）

當眞 玲奈
美容科昼間部

55期生

勤務先：EIGHT

琉美での一番の思い出

美容学校時代はとても充実していました！ワ

玉城 貴也
美容科昼間部

56期生

勤務先：美容室キャラ

琉美での一番の思い出

友達・先輩・後輩・先生方と出会えたことで

インドの練習やカットの練習などは周りの友

学生生活の日々が楽しかった。
まじめに勉強

達と教えあいながら皆で技術向上でき、選択

や練習したり、時にはふざけたり。
アップスタ

科目では自分の好きな科目を勉強できるので

イル部門で大会に出たことも今の仕事に活

より美容が好きになりました。私はネイルの選

かせるいい経験でした。東京研修やロサンゼ

択科目でしたが、美容師をやりつつ自分のネ

ルス研修も楽しかったし学校以外でも集まっ

イルは自分でやったり、当時の授業が卒業し

て飲みに行ったりゆんたくしたり。
いっぱいあ

ても活かされているとすごく感じます。就活や

りすぎます
（笑）

国家試験などは先生方がしっかりサポートしてくださったので安心して自分のことだけ
に集中することができました。就職をし美容師をやり続けて今では役職を頂けるまで
になりました。

後輩へアドバイス

自分が楽しむことで周りを巻き込むことができてお客さんもスタッフもハッピーになりま
す♪ 在校生やこれから琉美に入学する後輩には、楽しむ力を身に付けてほしいなと

後輩へアドバイス

なぜ美容師になりたいのか。
自分の理想とする将来像をハッキリさせること。今すぐに
は難しいかもしれないけれどそこが明確に有るか無いかで自分自身の成長の幅が違
うし、何より頑張れる度合いが違ってきます。
そして美容を好きで楽しむこと！これに尽
きます！同じ美容業化で頑張る仲間が増えるのを楽しみにしています(^^♪

思います！

24

海外研修実績
琉美学園では、海外研修を通して国際文化教養を深める為、
全学科必須プログラムとして採用しています。
（※通信部を除く）

韓国

香港

アメリカ
台湾

タイ

セブ
バリ

KOREA

韓国

HONG KONG

香港

世界中から参加する美容展覧会を見学

TAIWAN
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台湾

沖縄から一番近い外国へみんなで多文化理解へGO!
現地美容学校との交流会等でもっと身近に。

United States of America

THAILAND

タイ

（オプション）
ほほえみの国タイで︑
大切なおもてなしの心を学ぶ︒

SKER
JAKAT
SPA

世界でも有数のスパリゾートで
基礎から上級テクニックを学習する︒

バリ

トレーニングで本場の技術を学ぶ

BALI

タイ伝統のテクニックを学ぶ!!

アメリカ（オプション）

多国籍でユニークなアイディアや
新しいワクワクがいっぱい。
アメリカ研修ではプロのヘアメイクから学ぶことで
より最先端の感性を導くプログラムに！

異文化交流でスキルUP!!

プロのヘアメイクを実感

国内研修
東京研修♪

国内研修では、東京での全国美容技術大会出場や、
福岡での九州地区大会出場、そして東京での最新トレンドを体感する。
美容研修など普段の授業だけでは得られない知識や完成を養い、最新技術を学ぶ。

大会に入賞し、より高い技術者へ!!
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琉 美 学 園 が 選 ば れ る 理 由！

沖縄を代表する観光地那覇市国際通
りに所在。那覇空港から車で15分、学
県内初の美容師養成施設として沖縄
県に誕生し早63年。アットホームな校
風で現在は美容と語学、写真デザイン

生専用提携駐車場完備！
（琉美学園生
なら1日500円！）
※国際通り平均月極駐車料金約20,000円

など総合的な学園として運営！

琉美の先生方は皆国内外で活躍してき
たスペシャリスト。国籍や出身地を越えた
全学部必修の海外研修プログラムを実

様々な個性あふれるオモシロい先生方が

施！グローバルな視点で技術と感性を養

いっぱい♪アットホームな環境だから、先

うカリキュラムが満載。

生と生徒の距離が近いのも琉美ならでは

※通信部を除く
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バ
イ
ト
で
働きな
がら
学費
が
支
払える
ので︑
ローン返
済がない
から
卒業後
も安心
♪

月謝払い利用者の声
琉美の月謝払い制度を利用して
2年間学費を支払い、通うこと
が出来ました。
学校とバイトで大変な時もあっ
たけど卒業後は奨学金の返還を
考えなくて良いので月謝払い制
度があって良かったです。

美容科（昼間2年生）

長嶺 友紀

私は、働きながら琉美に通っています。
学費は自分で支払っているので琉美の
月謝払い制度を利用しました。
月に7万円は大変だった時もあるけ
ど、自分の力で通うことが出来て達成
感もあります。
美容科（夜間2年生）

金城 可花

あとは国家試験合格するだけです！
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琉美学園学生寮

アネックス琉美
● 琉美まで徒歩5分
● 1R
● エアコン・コンロ 2 口・
洗 濯 機・冷 蔵 庫・ウォ
シュレット・バストイレ
別

セブン
イレブン

琉美学園提携学生寮

ドーミー沖縄おもろまち
● 平成30年4月
● 新築マンションオープン（家具・
食事提供）
● デスク・イス・書 棚・エアコン・ク
ローゼット・ベッド・冷 蔵 庫・洗 濯
機・シャワーユニット・IP電話・イ
ンターネット・ミニキッチン

琉美インターナショナルビューティカレッジ
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沖縄写真デザイン工芸学校

住所 ： 沖縄県那覇市牧志2-6-25
TEL ： 098-868-2288

住所 ： 沖縄県那覇市松尾2-1-13
TEL ： 098-988-4696

http://www.ryubi-ac.com/

http://www.ryubi-ac.com/opd/

美容本科（昼間部・夜間部・通信部）
エステビジネス科（通信部）
グローバルホスピタリティ科

写真デザイン科

オンライン入 試につ い て

2023年入学向け

オ ン ライン
出 願 開 始
総合型選抜（旧 AO入試）
エントリー開始

一般選抜・学校推薦型選抜

7/1〜

（旧 一般入試・指定校推薦）

10/1〜

インターネットから簡単出願の上、
選考料もコンビニ払い可

募集要項

琉美インターナショナルビューティカレッジ
●美容科昼間部・夜間部・通信部
●エステビジネス科通信部
●グローバルホスピタリティ科昼間部
沖縄写真デザイン工芸学校
●写真デザイン科昼間部

●写真デザイン科通信部
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琉美インターナショナル
ビューティカレッジ
Ryubi International Beauty College

学校法人 琉美学園
琉美インターナショナルビューティカレッジ
〒900-0013
Instagram

ホームページ

沖縄県那覇市牧志 2-6-25

TEL.098-868-2288

FAX.098-861-8736

