
日本望診ビューティスクール募集要項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

望診家 鈴木ゆかり 

 

（この「募集要項」は、入学手続きが完了するまで保管して下さい。） 

 



■一家に一人望診の出来る人を！ 

 

2020 年、新型コロナウィルスの蔓延により、私たちの暮らしは一変しました。 

「マスクをする・しない」「予防接種を打つ・打たない」といった二元論に私たちは心を痛め、陰

謀論に頭を悩ませ、精神的なストレスを抱えています。 

古くから、“病は氣から”と言われている通り、このようなストレスは、より一層の免疫力の低下

を招き、様々な病気を発症させることに繋がっていきます。 

このままでは、命の危険性があるような“本当に医療が必要な人たち”に十分な医療が受けられ

なくなる可能性があります。 

自分の健康は自分で維持する、家族の健康も家庭で増進していくというのが、これからの世の

中に緊急に求められていることです。 

 

私がこの日本望診ビューティスクールを開校しようと考えたのは、一家に一人望診の出来る人

がいる世の中にしたいと考えたことがきっかけです。 

今、日本には 5,785 万 4,887 世帯（令和 3 年１月１日現在／日本人住民・複数国籍の世帯）あ

ります。これは、5,800 万人は、望診が出来る人が必要だということです。 

これまでに、私の主宰しているインナービューティ望診法マスター講座の修了生は、３年で 158

人。私１人が同じペースで生涯をかけて望診を普及しても、伝わる人は 2,000 人程度です。 

ですから、これは、今まで以上に普及に力を入れることが急務であると感じました。 

特に、より個性を重視した“アストロ望診”というスタイルをこれからの主流としていくために

は、体系立てて学べる環境を作り、教える人を増やす必要があります。 

このような考えから、みなさまに、アストロ望診を学ぶことで、十分お仕事にまで発展させてい

って頂きたいという思いが強くなりました。そのため、一個人の主宰する講座ではなく、まずは

法人としてスクール運営をしていくことで、より信頼感を高めていこうと心に決めました。 

 

最後に、東洋医学の陰陽論は、二元論ではなく、陰陽調和が基本です。 

 

望診は、何もなくても、食べ過ぎた食材の引き算をするだけでも体調の改善になることから、

時代が求めるスキルであると確信しています。 

そして、アストロ望診は、より一人一人の個性に寄り添った生活指導ができる、新しい時代の

望診になると、私は信じています。 

 

 日本望診ビューティスクールで一緒に健康美の扉を開きましょう。みなさんの挑戦を心から歓

迎します。 

 

令和３年１２月 

日本望診ビューティスクール 学長 鈴木ゆかり 



■日本望診ビューティスクールの目指すこと 

・日本望診ビューティスクールでは、自分の健康は自分で維持することが出来る人を育てます。 

・日本望診ビューティスクールでは、個性に合わせた“私らしい”食事法や生き方に目覚め、 

“私らしい”人生を送ることを推進していきます。 

・日本望診ビューティスクールでは、治療を病院に任せっぱなしにするような依存体質ではなく、 

自立して生きることが出来る人を育てます。 

・日本望診ビューティスクールでは、自立した個人が手を繋ぎ合う、大人のコミュニティ作りを 

目指します。 

・日本望診ビューティスクールでは、食の安心・安全を守るため啓蒙活動をしていきます。 

・日本望診ビューティスクールでは、未来の子どもたちのために、地球環境を考えて行動出来る 

大人を育てていきます。 

 

■スクール体系は１年制と３年制 

【ホームケアを学ぶ１年制】 

1 年次では、望診の基礎となる東洋医学や、日本における望診の食事指導で欠かせないマクロビ

オティックや薬膳の理論と実践、望診の心と体への応用、 

また、免疫学や解剖学、エネルギー代謝学、ホルモンの生理など体の機能や構造について、現代

医学的な知識を身に付けていきます。 

そして、アトピー性皮膚炎との向き合い方、脱ステへの長期的な取り組み方なども含めて総合的

に学んでいきます。 

 

【プロとしてビジネス展開まで学ぶ３年制】 

２年次では、医療占星術、アーユルヴェーダ、チャクラ、蜂蜜療法などの伝統医療や自然療法を

学び、多角的にクライアントを見ることが出来るカウンセリングスキルを磨きます 

伝統医療の視点だけにとどまらず、リアルサイエンスに基づく生化学的な栄養学も学びます。 

また、グループワークなども増やして、カウンセリングの実践を身に付けていきます。 

 

３年次では、講師として人に教えるスキルから、さらにビジネスマインド、会計の知識などを学

ぶことで、事業として経営していくことを実践的にサポートしていきます。 

特別授業として、経営や集客の専門家の方々にもご登壇頂き、本業として愛される経営を目指し

ていきます。 

卒業後は、日本望診ビューティスクールで講師として活動できたり、独立起業などのビジネスサ

ポートも行ってまいります。 

 



■各年次で受けられる認定 

＜１年次が修了し認定試験（進級試験）に合格＞ 

日本望診ビューティスクール認定ホームケア望診セラピスト 

＜2 年次が修了し認定試験（進級試験）に合格＞ 

日本望診ビューティスクール認定アストロ望診アドバイザー 

＜３年次が修了し認定試験（卒業試験）に合格＞ 

日本望診ビューティスクール認定アストロ望診インストラクター 

※いずれも、現在商標登録出願中 

 

■１年次カリキュラム 

【前期】５～７月                

5/14 東洋医学概論①    6/11 五行で見る望診   7/ 9 氣血水で見る望診 

5/14 東洋医学概論②    6/11 春の食養生     7/ 9 肌の仕組み（化粧品について） 

5/28 陰陽で見る望診    6/25 夏の食養生     7/23 ステロイドの使用について 

5/28 陰陽の食養生     6/25 土用の食養生    7/23 免疫学①自律神経と予防接種 

 

【中期】９～１１月 

9/10 秋の食養生      10/8 エネルギー代謝概論    11/12 体の望診 

9/10 望診実習       10/８三大栄養素①糖      11/12 免疫学②症状別の出方 

9/24 解剖学①       10/29 三大栄養素②脂質    11/26 女性のカラダ 

9/24 解剖学②       10/29 三大栄養素③タンパク質 11/26 冬の食養生 

 

【後期】１～４月 

1/14 エレメントマトリックス®入門  2/25 ホルモン生理学      3/25 蜂蜜療法基礎 

1/14 子どものカラダ         2/25 望診実習           4/8 ケーススタディ 

1/28 自然療法概論          3/11 食べ方・調理法        4/22 テスト対策 

2/11 五行と氣血水の応用       3/11 腸内細菌（発酵・添加物）  4/22 認定(進級テスト) 

 

【課外授業】８月・１２月（自由参加） 

体験を通じた学習がメインとなります。ご入学後、別途ご案内させて頂きます。 



■２年次のカリキュラム予定（変更の可能性があります） 

伝統医療①アーユルヴェーダで見る生活処方 

伝統医療②チャクラと鉱石療法 

伝統医療③エレメントマトリックス®と医療占星術 

伝統医療④シュタイナー医学による臓器の捉え方 

自然療法①ホメオパシー 

自然療法②フラワーエッセンス 

自然療法③クレイテラピー 

自然療法④アロマテラピー 

自然療法⑤蜂蜜療法 

月の巡りや東洋の暦に合わせた生活指導 

リアルサイエンスに基づく生化学 

カウンセリング理論・実践 
 

合計８０時間（課外授業は別途設定あり） 

外部講師による特別授業もあります。 

 

■３年次のカリキュラム予定（変更の可能性があります） 

講師としての話し方・接し方・心構え・模擬授業 

事業としてのアストロ望診 

＊事業計画 

＊営業の心理学（エニアグラム） 

＊自然療法家としてのビジネスマインド 

＊会計・経理の基礎知識 

＊日本経済と世界経済 

＊関連法規 

＊実際に講座を作って開催する（実践のサポート） 
 

合計８０時間（課外授業は別途設定あり） 

外部講師による特別授業もあります。 

 

■令和３年１２月現在登壇予定の外部講師（変更の可能性があります） 

有馬陽子氏（ホリスティック自然療法家・NPO 法人日本ホリスティック療法協会代表理事） 

片桐航氏（ホメオパス・ホメオパシーネクストスクール学長） 

木村龍星氏（エニアグラム心理学研究家） 

川上隆弘氏（ライフコンサルタント・ファイナンシャルアドバイザー） 

松前兼一氏（㈱アイウィルビー代表取締役・㈳日本胎内記憶教育協会代表理事） 



■入学金・授業料 

・入学金：150,000 円（税込） 

・1 年次授業料：600,000 円（税込） 

・2 年次授業料：776,000 円（税込）※進級試験合格後に納入のご案内を送らせて頂きます 

・3 年次授業料：888,000 円（税込）※進級試験合格後に納入のご案内を送らせて頂きます 

・＋課外授業料（ご入学後、随時ご案内致します） 

※これまで、鈴木ゆかりによる個人による第１～７期インナービューティ望診法マスター講座・

第１～４期アストロ望診講座を受講されてきた方の場合は別途料金設定がありますのでお問い合

わせください。 

※分割によるお支払方法に関しましては、別頁にご案内がございます。 

 

■１年次のスケジュール 

＊2022 年５月 11 日（水）：入学オリエンテーション 

＊2022 年５月 14 日（土）～授業開始 1 日 2 時間×2 講義 

 （毎月第 2・第 4 土曜日 zoom 開催、動画配信 1 カ月あり） 

＊各講義に合わせて、毎月 2 回、講師による zoom 質問会（動画配信あり） 

＊月に１回、学長との zoom 交流会 

＊毎回の課題とアンケートの提出が終了した方は認定（進級）テストの受験資格が与えられます。 

 

■サポート体制 

・チューター制度によるフォローアップ体制 

・在校生・卒業生専用コミュニティによる交流・良質の食材や雑貨の販売 

・特別講師による課外授業 

・学長のメタトロン波動測定カウンセリング優先受付 

（令和３年１２月現在。今後もサポート体制の強化に努めてまいります） 

 

■お申込み方法 

① HP または学校説明会で募集要項、及び入学願書を入手する 

② 入学願書を提出（郵送にてお願いいたします） 

③ 願書の受理及びご入金のご案内（メールにてご連絡いたします） 

④ ③より 1 週間以内に入学金のお振込みをお願い致します。 

（令和４年４月３０日までに分割支払いで全額入金を完了される場合、分割手数料は不要。 

 授業の開始後にも分割支払いを希望する場合は分割手数料が上乗せされます） 

※Paypal 決済をご用意しておりますので、クレジットカードをご希望の方はその旨、願書ご提出

時にお伝えください。 



■１年次授業料分割払いのご案内 

①分割３回払い 

第１回目（前期分）：令和４年４月２５日までに 205,000 円のお振込み 

第２回目（中期分）：令和４年８月２５日までに 205,000 円のお振込み 

第３回目（後期分）：令和４年１２月２５日までに 205,000 円のお振込み 

 

②令和４年４月～令和５年４月までの毎月分割払い 

第１回目：令和４年４月２５日までに分割１回目の支払い 50,400 円のお振込み 

第２回目以降：令和４年５月～令和５年４月まで、毎月 48,300 円のお振込み 

 

※事務処理の都合上、毎月２５日までにお振込みください。 

※お振込みが滞りますと、それ以降の講義動画がご視聴いただけませんので予めご了承ください。 

※お振込みが滞りますと、課外授業の受講資格がなくなりますので予めご了承ください。 

※２年次以降の授業料の分割支払いにつきましては、認定試験合格後に別途ご案内致します。 

 

■休学について 

以下の場合は、休学を認めます。（別途、休学申請書の提出が必要になります） 

・受講生本人の妊娠、出産、病気 

・親族の介護 

休学期間は、１年間とします。それ以上の休学が必要な場合は、別途ご相談ください。 

なお、国の情勢により勉強を続けられない環境になるなど不測のケースに関してはこの限りでは

ございません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■個人情報保護方針 

日本望診ビューティスクールは、以下のとおり個人情報保護方針を定め、個人情報保護の仕組み

を構築し、個人情報保護の重要性の認識と取組みを徹底することにより、個人情報の保護を推進

致します。 

 

【個人情報の管理】 

日本望診ビューティスクールは、お客さまの個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、個人情報へ

の不正アクセス・紛失・破損・改ざん・漏洩などを防止するため、セキュリティシステムの維持・

管理体制の整備・徹底等の必要な措置を講じ、安全対策を実施し個人情報の厳重な管理を行ない

ます。 

 

【個人情報の利用目的】 

お客さまからお預かりした個人情報は、日本望診ビューティスクールからのご連絡や、業務のご

案内やご質問に対する回答として、電子メールや資料のご送付に利用いたします。 

 

【個人情報の第三者への開示・提供の禁止】 

日本望診ビューティスクールは、お客さまよりお預かりした個人情報を適切に管理し、次のいず

れかに該当する場合を除き、個人情報を第三者に開示いたしません。 

 

●お客さまの同意がある場合 

●お客さまが希望されるサービスを行なうために日本望診ビューティスクールが業務を委託する

業者に対して開示する場合 

●法令に基づき開示することが必要である場合 

 

【個人情報の安全対策】 

日本望診ビューティスクールは、個人情報の正確性及び安全性確保のために、セキュリティに万

全の対策を講じています。 

 

【ご本人の照会】 

お客さまがご本人の個人情報の照会・修正・削除などをご希望される場合には、ご本人であるこ

とを確認の上、対応させていただきます。 

 

【法令、規範の遵守と見直し】 

日本望診ビューティスクールは、保有する個人情報に関して適用される日本の法令、その他規範

を遵守するとともに、本ポリシーの内容を適宜見直し、その改善に努めます。 

 

 



■注意事項（入学願書をご提出前に必ずご一読ください） 

・本校の講義を受けただけで、現在治療中の疾患が治ることをお約束するものではございません。 

・テキスト、講義録のデータについての著作権は、日本望診ビューティスクールに帰属します。 

あくまで受講生自らの個人学習用としてのみご使用下さい。第三者への貸与・転売・二次使用 

等は固く禁じます。また、テキスト単体の販売はいたしません。 

・動画は視聴期限内でしたら、いつでも何度でもご視聴いただけます。受講生の都合により視聴 

期限内に動画の視聴ができなかった場合のご返金はお受けしておりませんので、予めご了承の 

上、学習スケジュールの調整をお願い致します。 

・講座に関するご質問にはご対応いたしますが、個別の症状に対する具体的なご相談については 

お答えいたしかねますのでご了承ください。（個別の症状については、別途アストロ望診アド 

バイザーのカウンセリングをお受け頂くことをお勧めいたします） 

・ネットワークビジネスや特定の宗教への勧誘、他者の秘密を守れないなど、他の受講生・講師・ 

チューターに迷惑がかかる行為が明らかになった場合は、途中でお辞め頂く場合があります。 

（この場合、年次の途中でもご返金はございません） 

・当該スクールの商標を無断で使用することは固く禁じます。 

 

こちらの注意事項をご確認の上、入学願書に同意する旨、該当欄にチェックをご記入ください。 

 

 

■日本望診ビューティスクールに関するお問合せ 

現在、仮設のお問合せ先をご用意しております。株式会社東方美人事務局の代表メールアドレス

ではなく、専用のお問合せ先にご連絡くださいますようお願い申し上げます。 

 

＜日本望診ビューティスクールご入学に関するお問合せ・入学願書の送付先＞ 

『日本望診ビューティスクール開校準備室』宛 

〒180-0003 

東京都武蔵野市吉祥寺南町１丁目２８番４ ＭＡＣ吉祥寺コート２０３号 

株式会社東方美人事務局内 

Email : boshin.school.project@gmail.com 

 

公式ホームページもできましたので、ご確認下さい。 

HP：https://japanboshinbeautyschool.com/ 


