
HOME お知らせ ⼭⼝県⽴宇部⻄⾼等学校１年⽣が体験に来校されました

山口県立宇部西高等学校１年生が体験に来校されま

した

⼭⼝県⽴宇部⻄⾼等学校１年⽣が美容の体験授業をされにYICビューティモード専⾨学校に来校さ
れました︕︕

 

 

体験内容は【ワインディング】です。

 

ワインディングとは、美容室などでパーマをかける際、頭髪にロッドなどを巻く作業の事で、美容師になる
ための国家試験の課題の⼀つでもあります。
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http://www.yic.ac.jp/bm/


YICビューティモードの先⽣にワインディングを⾏う⽅法やコツのレクチャーを受け

 

いざ、挑戦です︕︕ 
まずは個々でワインディングの練習︕︕

 

始めはみなさん苦戦していましたが、少しの時間で巻けるようになっていました( ^ω^ )

 

http://www.yic.ac.jp/bm/


慣れてきたら、みんなで⼀つのウィッグにロッドを巻き巻き♪

 

 

こちらが宇部⻄⾼等学校のみなさんが巻かれたウィッグの作品です(^^)/

http://www.yic.ac.jp/bm/


http://www.yic.ac.jp/bm/


みなさんとても真剣に取り組まれ、とても楽しそうでした(*^▽^*)

 

⼭⼝県⽴宇部⻄⾼等学校の皆さん本⽇はありがとうございました♡ 
また、YICビューティモード専⾨学校にお越しください＼(^o^)／

 

楽しく学べるオープンキャンパスにも是⾮きてね♪

⇓

「第9回全国理容美容学⽣技術⼤会中国地区⼤

会」

https://www.yic.ac.jp/bm/opencampus/form/
http://www.yic.ac.jp/news/%e6%96%b0%e5%b1%b1%e5%8f%a3%e9%a7%85%e3%81%8b%e3%82%89yicstudio%e3%81%be%e3%81%a7%e3%81%ae%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%82%b9/
http://www.yic.ac.jp/bm/news/%e3%80%8c%e7%ac%ac9%e5%9b%9e%e5%85%a8%e5%9b%bd%e7%90%86%e5%ae%b9%e7%be%8e%e5%ae%b9%e5%ad%a6%e7%94%9f%e6%8a%80%e8%a1%93%e5%a4%a7%e4%bc%9a%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e5%9c%b0%e5%8c%ba%e5%a4%a7%e4%bc%9a%e3%80%8d/
http://www.yic.ac.jp/bm/


学校案内

- 校⻑ご挨拶

- 教育理念・沿⾰

- 設備・施設

- 交通アクセス

- 数字で分かるYIC

学科・通信課程

- 美容学科  カットクリエイティブコース

- 美容学科トータルビューティコース

- 美容学科  通信課程

- めざせる職種

- コンテスト出場情報・実績

就職実績

- 就職実績

- 就職サポート体制

オープンキャンパス

- オープンキャンパス・  
学校説明会開催⽇程

- 個別相談

- 参加お申し込み

キャンパスライフ

- キャンパス周辺マップ

- 学⽣寮について

⼊試・学費

- 募集学科・定員・⼊試⽇程

- 出願⽅法

- 学費

- 学費サポート

- ⾼校1・2年⽣の⽅へ

- ⾼校3年⽣の⽅へ

- ⼤学・短⼤⽣・社会⼈の⽅へ

- 保護者の⽅へ

- ⾼校の先⽣⽅へ

- 企業採⽤担当者様へ

- 卒業⽣の⽅へ

       

学校法⼈  YIC学院  YICビューティモード専⾨学校
  

   

専⾨学校とは︖ よくあるご質問 情報公開 資料請求 お問い合わせ Webサイト取り扱い指針 プライバシーポリシー サイトマップ

〒754-0021 ⼭⼝県⼭⼝市⼩郡⻩⾦町2-24 Tel:083-976-8210 Fax:083-974-5826
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