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■■■■国国国国ーーーー01010101論理的思考法論理的思考法論理的思考法論理的思考法ⅠⅠⅠⅠ    

国際美容コミュニケーション専攻 

科目名 

Subject 

論理的思考法Ⅰ 

Logical Thinking Ⅰ 
教員名 金子 雅和 

開講年次 １年 開講時期 前期 単位 １単位 

必修／選択 選択 授業形態 演習   

科目の概要 

この授業では、「論理的思考法」（全 30 回）の基礎編として、学生・社会人として必要なス

タディスキル（大学や企業で求められる知的生産活動のために必要な基本スキル）を中心に

学ぶ。 

（後期に行う「論理的思考法Ⅱ」の授業においては応用編として、論理的思考のスキルを養

いコミュニケーション能力を高める。） 

授業の目標 

この授業によりノートテイキング、情報の収集・要約、レポート作成等のスタディスキルを

身につける。 

後期の「論理的思考法Ⅱ」の授業と合わせて、社会人としての基礎力を身につける。 

時間外学習 

（予習・復習） 

・興味を持ったテーマについて書籍、新聞等に目を通し考える機会を持つこと。 

・レポートの準備、作成 

教科書・教材 

教科書 ありません。 

教材 必要に応じてプリントを配布します。 

使用設備・備品 プロジェクター、スクリーン、ＤＶＤ等の再生機 

参考文献 「知のナヴィゲーター」中澤務他編、くろしお出版、2007 年 4 月刊 

評価方法 

授業参加意欲、レポート等を総合的に評価する。 

なお、出席数が不足の場合は評価対象とはしません。 

履修上の注意 
授業中他人の迷惑にならないように気を付けること。 

 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名  

資格取得の流れ  
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 オリエンテーション 

この授業および後期の論理的思

考法Ⅱを含めた全体の授業の目

標と本授業の進め方を周知する。 

 

第２回 ノートやメモをとる 
資料や口頭で得た情報を過不足

なく効率的に記録する力を得る。 
 

第３回 ノートやメモをとる練習１ 同上  

第４回 ノートやメモをとる練習 2 同上  

第５回 資料を読み、要約する 
ある事柄について多岐にわたる

内容を簡潔にまとめる力を得る。 
 

第６回 要約の練習 同上  

第７回 情報を集め、整理する 情報収集、整理の力を得る。  

第８回 
情報収集・整理の練習１ 

（グループ学習） 
同上  

第９回 
情報収集・整理の練習２ 

（グループ学習） 
同上  

第１０回 
収集整理した情報の内容の発表 

（グループ学習） 
簡潔に説明する力を得る。  

第１１回 レポートの作成 
スタディスキルの総合力を高め

る。 
 

第１２回 スピーチを行う 口頭による説明力を得る。  

第１３回 プレゼンテーションを行う 口頭による説明力を得る。  

第１４回 レポートの内容発表１． スタディスキルの総合力を得る。  

第１５回 レポートの内容発表２． 同上  
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■■■■国国国国ーーーー02020202論理的思考法論理的思考法論理的思考法論理的思考法ⅡⅡⅡⅡ    

国際美容コミュニケーション専攻 

科目名 

Subject 

論理的思考法Ⅱ 

Logical Thinking Ⅱ 
教員名 金子 雅和 

開講年次 １年 開講時期 後期 単位 1 単位 

必修／選択 必修 授業形態 演習   

科目の概要 
この授業では、「論理的思考法」（全 30 回）の応用編として、論理的思考法の学習、討論・

ディベートの要領と実践、自己表現力の養成および他者とのコミュニケーションを学ぶ。 

授業の目標 
論理的思考力、自己表現力を養い、コミュニケーション能力を高める事によって 

社会人としての基礎力を身につける。 

時間外学習 

（予習・復習） 
・興味を持ったテーマについて書籍、新聞等に目を通し考える機会を持つこと。 

教科書・教材 

教科書 ありません。 

教材 必要に応じてプリントを配布します。 

使用設備・備品 プロジェクター、スクリーン、ＤＶＤ等の再生機 

参考文献 
「論理的考え方が面白いほど身につく本」西村克己著 中経出版 05.6 

「入門！論理学」野矢茂樹著 中公新書 06.9 刊 

評価方法 

授業参加意欲、小テスト等を総合的に評価する。 

なお、出席数が不足の場合は評価対象とはしません。 

履修上の注意 
・授業中他人の迷惑にならないように気を付けること。 

 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名  

資格取得の流れ  
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 オリエンテーション この授業の進め方の周知  

第２回 論理的思考のスキルを磨く１ 

三角ロジック、帰納・演繹、消去

法、三段論法、、命題・対偶等論理

的思考法のテクニックを学ぶ。 

 

第３回 論理的思考のスキルを磨く２ 同上  

第４回 論理的思考のスキルを磨く３ 同上  

第５回 論理的思考のスキルを磨く４ 同上  

第６回 討論を行う１ 

討論の要領を学び、グループ討

議を通じて実践的な討議能力を

得る。 

 

第７回 討論を行う２ 同上  

第８回 ディベートを行う 

ディベートの要領を学び、ディ

ベートの実践を通じて論理的思

考力を得る。 

 

第９回 ＳＰＩ非言語系問題を解く１ 

ＳＰＩ練習問題に取り組むこと

によって主として計数的な論理

的思考力を得る。 

 

第１０回 ＳＰＩ非言語系問題を解く２ 同上  

第１１回 
エントリーシートで自己表現を

行う１ 

特定の企業・業種を想定して 

自己ＰＲと志望動機等を記述。 

自己分析と表現力を強化する。 

 

第１２回 
エントリーシートで自己表現を

行う２ 
同上  

第１３回 
面接におけるコミュニケーショ

ンを考える１ 

短時間でかつ「一発勝負」の 

「採用面接」におけるコミュニ

ケーション能力を得る。 

 

第１４回 
面接におけるコミュニケーショ

ンを考える２ 
同上  

第１５回 論理的思考力養成のまとめ 
以上 14 回の授業をふりかえり 

理解を深める。 
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■■■■国国国国ーーーー03030303 コンピュータリテラシーコンピュータリテラシーコンピュータリテラシーコンピュータリテラシーⅠⅠⅠⅠ    

国際美容コミュニケーション専攻 

科目名 

Subject 

コンピュータ・リテラシーⅠ 

Computer Literacy Ⅰ 
教員名 久保村 千明 

開講年次 1 年 開講時期 前期 単位 1 単位 

必修／選択 必修 授業形態 演習   

科目の概要 

コンピュータの操作方法や、文書作成・データ処理・プレゼンテーション資料作成の基礎を

学習する。具体的には、タッチタイピング練習、ワードプロセッサソフトウェアによる文書

作成方法の基礎、表計算ソフトウェアによるデータ処理方法の基礎、プレゼンテーション作

成ソフトウェアによる資料作成の基礎のほか、情報技術に関するタイムリーな話題も取り

扱う。 

授業の目標 

1.基本的なソフトウェアなどの操作方法を習得する。 

2.文書作成、データ処理、プレゼンテーション資料作成の基礎的な知識を習得する。 

3.コンピュータ関連の主要な知識を確認する。 

時間外学習 

（予習・復習） 
 

教科書・教材 

教科書 特に必要としない。 

教材 教員が作成したものを利用する。 

使用設備・備品 
コンピュータ端末 

Microsoft Office Professional 2010 

参考文献 授業中に適宜紹介する。 

評価方法 

授業中の課題により評価する。 

出席数が不足の場合は評価対象とはしない。 

履修上の注意 

事前の基礎知識などは必要としない。ただし、欠席すると内容によっては落ちこぼれてしま

うので、欠席はしないこと。授業中教員が説明しているときには私語を慎むこと。作業中は

学生同士教えあって作業をすること。一人で悩みこまずに、分からないことは授業中に解決

することが進歩するためのポイントである。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名  

資格取得の流れ  
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 オリエンテーション 
授業内容の確認とタッチタイピ

ングの実力の確認ができる。 
 

第２回 文書作成（１） 
時間割などの表を含んだ文書の

作成ができる。 
 

第３回 文書作成（２） 
レシピなどの図表を含んだ文書

の作成ができる。 
 

第４回 文書作成（３） 作図機能で地図の作成ができる。  

第５回 文書作成練習 文書作成のまとめができる。  

第６回 表計算（１） 
表計算およびグラフの作成がで

きる。 
 

第７回 表計算（２） 
表計算およびグラフの作成がで

きる。 
 

第８回 表計算（３） 
表計算およびグラフの作成がで

きる。 
 

第９回 表計算事例（１） 
表計算ソフトウェアの応用的な

利用ができる（予算表作成予定）。 
 

第１０回 表計算事例（２） 
表計算ソフトウェアの応用的な

利用ができる。 
 

第１１回 文書作成と表計算の連携 
文書作成と表計算連携方法を理

解する。 
 

第１２回 
プレゼンテーション資料の作成

方法 

プレゼンテーション作成ソフト

ウェアの操作確認ができる。 
 

第１３回 
プレゼンテーション資料の作成

（１） 

プレゼンテーション資料を作成

できる（テーマ：好きな物）。 
 

第１４回 
プレゼンテーション資料の作成

（２） 

プレゼンテーション資料を作成

できる（テーマ：好きな物）。 
 

第１５回 授業のまとめ 授業内容の総括ができる。  

 

  



4 

■■■■国国国国ーーーー04040404 マナホスマナホスマナホスマナホス    

国際美容コミュニケーション専攻 

科目名 

Subject 

マナー＆ホスピタリティ 

Manner & Hospitality 
教員名 尾川 佳子 

開講年次 １年 開講時期 前期 単位 １年 

必修／選択 必修 授業形態 講義   

科目の概要 

ホスピタリティを理解し、実践するためには、多様な感じ方が求められ、他者に共感し行動

できる力が重要になります。ホスピタリティの授業で、これらの力を磨き、高めていきま

す。身近なエピソードや社会事象・種々様々な分野や職業などをよく見つめ、その中の人々

を生き生きととらえられる学びの場にします。一人ひとりの感想や意見を交流し感動を共

有し合い、ホスピタリティのスキルを体得し実践していきます。 

他者の立場に立って、他者の身になって行動しようとする心の在り方を身に着け、接客の技

術・マナーにとどまらない、社会人基礎力を高めます。 

心に裏打ちされた真のホスピタリティは、人の輪の中で支え合うあたたかな連鎖を生みだ

し、満足感、幸福感、肯定感をお互いに持てる絆をつくり出します。 

授業の目標 
他者の立場や考えを理解し受け止められる想像力と、他者に共感し行動できる力を高めホ

スピタリティを表現できることが目標。 

時間外学習 

（予習・復習） 
学んだ内容を日常生活で実践して下さい。 

教科書・教材 

教科書 社会でいきる実践ビジネスマナー 

教材 必要に応じてプリントを配布します。 

使用設備・備品 ＣＤ、ＤＶＤ、ビデオ再生機。 

参考文献 必要に応じて提示します。 

評価方法 

授業参加意欲、授業内課題、筆記試験（小試験、及び本試験）。 

なお、出席数が不足の場合は評価対象とはしません。 

履修上の注意 

居眠り、飲食、携帯電話の使用、お化粧をする、私語等による授業の妨げ、マナーに反する

行為は退出を命ずることがあります。 

希望者は、就職時に有利になるマナー・プロトコール検定の取得も可能です。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名 マナー・プロトコール検定 3 級 

資格取得の流れ マナー・プロトコール検定 3 級（7 月） 
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 オリエンテーション 
１５回で何を身に着けるべきかを理

解する。 
 

第２回 ホスピタリティとマナー 
ホスピタリティとマナーの意味と概

念を理解する。 
 

第３回 気配りと気遣い 
気配りと気遣いは、どう異なるかを考

える。真のおもてなしの心。 
 

第４回 プロフェッショナルとは何か 
短大生・大人として、社会人にふさわ

しい振る舞いを学ぶ。 
 

第５回 第一印象の重要性① 
ホスピタリティを表現する方法、アピ

アランスについて学ぶ。 
 

第６回 第一印象の重要性② 
ホスピタリティを表現する方法、エク

スプレッションについて学ぶ。 
 

第７回 第一印象の重要性③ 
ホスピタリティを表現する方法、ヴァ

ーバルについて学ぶ。 
 

第８回 コミュニケーションとは 
ホスピタリティが伝わるスキルを学

ぶ。 
 

第９回 自己理解・自己分析 自分を理解し、他人を理解する。  

第１０回 
ホスピタリティ・コミュニケーシ

ョン① 

より良い関係を築くために、「聴く力」

を育てる。 
 

第１１回 
ホスピタリティ・コミュニケーシ

ョン② 

あなたも私も HAPPY になる自己主張の

仕方を学ぶ。 
 

第１２回 和のホスピタリティ① 「おもてなし」とは。茶道・禅に学ぶ。  

第１３回 和のホスピタリティ② 
小笠原流礼法・江戸しぐさ等、日本人

ならではのホスピタリティを知る。 
 

第１４回 国際儀礼・プロトコール 
国際交流・異文化理解・海外のマナー

を知る。 
 

第１５回 総まとめ 振り返りと知識の確認  
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■■■■国国国国ーーーー05050505接客接遇法接客接遇法接客接遇法接客接遇法    

国際美容コミュニケーション専攻 

科目名 

Subject 

接客・接遇法 

Service and Reception 
教員名 尾川 佳子 

開講年次 １年 開講時期 後期 単位 １単位 

必修／選択 選択 授業形態 演習   

科目の概要 

心のこもった真の接客、相手の立場になって物事を考える事を共に学び、様々なビジネスシ

ーンに応じたロールプレイを行うことで実践的な接遇スキルを身につけます。 

接客の喜び、接遇とは、を追求致します。 

授業の目標 即戦力となる能力、実力を身に付け、希望者には就職活動で役立つ資格を取る事が目標。 

時間外学習 

（予習・復習） 
学んだ内容を日常生活で実践して下さい。 

教科書・教材 

教科書 社会でいきる実践ビジネスマナー 

教材 必要に応じてプリントを配布します。 

使用設備・備品 ＣＤ、ＤＶＤ、ビデオ再生機。 

参考文献 必要に応じて提示します。 

評価方法 

授業参加意欲、授業内課題、筆記試験（小試験、及び本試験）。 

なお、出席数が不足の場合は評価対象とはしません。 

履修上の注意 
居眠り、飲食、携帯電話の使用、お化粧をする、私語等による授業の妨げ、マナーに反する

行為は退出を命ずることがあります。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名 マナー・プロトコール検定 3 級 

資格取得の流れ マナー・プロトコール検定 3 級 (2 月) 
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 オリエンテーション １５回で何を学ぶかを理解する。  

第２回 演習 接客・接遇① 
接客と接遇について相違点は何か

を理解する。 
 

第３回 演習 接客・接遇② 
分かりやすい文章の書き方、作文、

レポートの書き方を再確認する。 
 

第４回 演習 接客・接遇③ 
時候の挨拶を入れた手紙の書き方、

招待状の返信の書き方を学ぶ。 
 

第５回 演習 接客・接遇④ 
「贈り物」「慶弔」「祝儀・不祝儀」

「熨斗」について学ぶ。 
 

第６回 演習 接客・接遇⑤ 
日本の行事・節句・通過儀礼・賀寿

を知る。 
 

第７回 演習 接客・接遇⑥ 
ビジネス文書「社内文書」「社外文

書」の基本を知る。 
 

第８回 演習 接客・接遇⑦ 
ビジネスメール（Email）の書き方

を知る。 
 

第９回 演習 接客・接遇⑧ 接客５原則の確認をする。  

第１０回 演習 接客・接遇⑨ 
基本動作と立ち振る舞いを習得す

る。 
 

第１１回 演習 接客・接遇⑩ 心のこもった電話応対を学ぶ①  

第１２回 演習 接客・接遇⑪ 心のこもった電話応対を学ぶ②  

第１３回 演習 接客・接遇⑫ 
スマートな名刺交換・お客様のご案

内の仕方・席次を学ぶ。 
 

第１４回 演習 接客・接遇⑬ 
お客様のご案内・お茶出し・お見送

り・訪問の仕方を学ぶ。 
 

第１５回 総まとめ 振り返りと知識の確認  
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■■■■国国国国ーーーー06060606茶道茶道茶道茶道    

国際美容コミュニケーション専攻 

科目名 

Subject 

伝承美（茶道） 

Traditional Art(Tea Ceremony) 
教員名 河原 宗孝 

開講年次 １年 開講時期 前期 単位 １単位 

必修／選択 選択 授業形態 演習   

科目の概要 

各回とも講義と実技（点前の稽古）呈茶を組み入れ、裏千家茶道の盆略点前を学習し、最後

には、自分で点てられるようにします。尚、呈茶には、毎回季節を感じるお菓子とお茶を頂

きます。 

授業の目標 

社会で活躍するためには、専門的な知識や技術の習得のみならず、洗練された接客マナーが

求められます。日本の伝統文化である茶道は、「道・学・実」を三位一体で学ぶことを通し

て美の裏方としての人間形成を図ることに主眼をおいています。中でも、精神面の育成を茶

道を通して図ります。 

時間外学習 

（予習・復習） 

授業以上を望んでいる学生には、部活動として無料で本校茶室愛治庵において指導してい

ます。 

教科書・教材 

教科書 『茶の湯で学ぶ美』 河原宗孝 著 ㈱淡交社 

教材 帛紗セット 

使用設備・備品 盆略点前に必要なお道具、和室、愛治庵 

参考文献 
月刊誌『淡交』『なごみ』『茶の湯英会話』 

ビデオ『利休の茶』『茶湯の自在』『愛治庵茶席披き』 

評価方法 
筆記試験（50％） 実技試験（15％） 出席日数（35％）の総合評価 

なお、出席数が不足の場合は評価対象とはしません。 

履修上の注意 名札、腰紐、白いソックス、髪を束ねるゴムの用意。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名 茶道裏千家許状『初級』 

資格取得の流れ 時間外学習を受講した学生で希望者には「中級」の許状取得可 
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 

オリエンテーション 

講義 入門の心得、教材の配布、許状説明、英会話（1） 

実技 お菓子、お茶の頂き方、自服 

お菓子とお茶の頂き方を

覚える。 
 

第２回 
講義 禅語「喫茶去」の読みと意味、英会話（2） 

実技 床の拝見、お辞儀の仕方、歩き方（和室）、自服 

「喫茶去」の読み方と意味

を覚える。 
 

第３回 
講義 英会話（3） 

実技 割稽古（1） 帛紗捌き、自服 
英語力を高める。  

第４回 
講義 「利休遣偈」の読み方と意味、裏千家歴代宗匠（1） 

実技 割稽古（2） 棗、茶杓の清め方、自服 

「利休遣偈」の読み方と意

味を覚える。 
 

第５回 
講義 ビデオ『利休の茶』『愛治庵茶席捌き』 

実技 自服 
愛治庵の由来を知る。  

第６回 

講義 炉、風炉、立札について、利休七則の教え、裏千

家歴代宗匠（2） 

実技 割稽古（3）茶碗の拭き方、茶巾のたたみ方、茶

筅通し、自服 

季節の移り変わりを知る。

（1） 
 

第７回 お茶室の勉強と感想文を書く、呈茶 
茶室の名前、由来、特徴を

覚える。 
 

第８回 

講義 お客様に好かれる方法、お客様が求める美容師

とは 

実技 盆略点前（1）友達に点てる 

理想とする美容師観を養

う。（1） 
 

第９回 
講義 季節を感じるとは 

実技 盆略点前（2）友達に点てる 

季節の移り変わりを知る。

（2） 
 

第１０回 

講義 プロとして最小限知っておかなければいけない

こと 

実技 盆略点前（3）友達に点てる 

理想とする美容師観を養

う。（2） 
 

第１１回 

講義 禅語「薫風自南来」の読みと意味、裏千家歴代宗

匠（3） 

実技 盆略点前（4）友達に点てる 

「薫風自南来」の読み方と

意味を覚える。 
 

第１２回 お茶会に招かれたお客様の勉強、呈茶 
お茶会に招かれた時のマ

ナーを覚える。 
 

第１３回 
講義 ビデオ『茶の湯自在』 

実技 自服 

ビデオを使ってお茶事を

学ぶ。 
 

第１４回 

講義 茶道を学んで、茶の用語抄、英会話（4） 

「和敬清寂」を英語で話す 

実技 盆略点前（5）友達に点てる 

茶道の根本原理、世界に通

じる茶道を学ぶ。 
 

第１５回 
講義 禅語「一期一会」の読み方と意味、筆記の復習 

実技 （帛紗捌き、棗、茶杓の清め方）友達に点てる 

「一期一会」の読み方と意

味を覚える。 
 

 

  



7 

■■■■国国国国ーーーー07070707華道華道華道華道    

国際美容コミュニケーション専攻 

科目名 

Subject 

伝承美（華道） 

Traditional Art (Flower Arrangement) 
教員名 塩原 久曈 

開講年次 1 年 開講時期 前期 単位 1 単位 

必修／選択 必修 授業形態 演習   

科目の概要 

植物の生命とのコミュニケーションを通し、個のマナーから始まる人間形成を軸にホスピ

タリティーを基本とした立体造形美の表現を学び、美容との関連性を明確にする授業を展

開する。 

授業の目標 

本科目では理論と実技の両面から、一般教養として日本の祈りの原点でもある行事や花道

史、生活習慣の中で育まれた配色等々を学び、責任あるコミュニティー力を身に付け、発想

力や美意識の高いホスピタリティーの向上を目指す。 

福祉系に於いてエイジング機能回復としての花利用を考えさせる。 

授業の運営方針 
各時代で植物がいかに生活空間の中に定着し人間の心の中に癒しや美を与えてきたのかを

72 テーマの中から抜粋した実習を重ねながら一般教養を身に付ける授業展開をする。 

時間外学習 

（予習・復習） 

・演習ノートに講義プリントを張るか整理記入する。 

・帰宅後に部屋に花を飾る事により自身の心や脳にどのような影響があるかフラワーセラ

ピー効果の実感。 

・日常の中で常に自然界を観察する事による洞察力を身に付ける。 

教科書・教材 

教科書 花芸安達流 演習ノート「水」 

教材 毎回プリントの配布、花材、道具 

使用設備・備品 花器、鋏、剣山、花盆、花布、色鉛筆 

参考文献 花芸安達流初代安達曈子著書全て 

評価方法 ①実習点 ②筆記試験 ③文章・気配り・発表等 

履修上の 

注意 

①基本的に欠席不可（欠席・遅刻減点）②授業態度（おしゃべり・居眠り・内職）、忘れ物

等減点対象③入室前に携帯電話 OFF のこと（校内電源による充電禁止）④花材都合により

カリキュラム順不同⑤その他詳細は第 1 回授業にてプリントを配布し説明とする 

⑥持参する物（のり、油性ペン、修正ペン、カットするもの） 

関 連 科 目 と 

そ の 内 容 

ブライダルブーケ又は花束の作成、フラワーセラピストとしての香りや配色等の健康との

関わり、日本文化の紹介 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名 ①花芸安達流 入会「水」の証 

資格取得の流れ 
①最低 12 回の授業出席を必要とする。 

任意。 
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備考 

第１回 

オリエンテーション 

花寄せ（花手前）； 

お客様と共に美の熟してい

く時の流れを共有する過程

を実習 

次のことが出来るように

なる 

・ﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨｰの心 

・積極性を養う 

・歩き方や道具・運びの 

実践 

・以後の授業で特に１限は準備、４限は

後片付けによる加点あり。 

・配布備品の全てに専攻別学籍番号と氏

名を記入し、以後の授業に必ず持参する

こと。（忘れた場合、減点） 

第２回 
一つの手順； 

プロセスの大切さ 
自己責任と接客法を学ぶ 人間道について 

第３回 

役を決める文法； 

人格の「格」を植物にも使用

する意味を知る 

植物と人間の関係を知る  

第４回 

行事の花； 

前期→端午の節句 

後期→七夕 

ﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨｰの心を理解す

る 

古代から続く日本の行事の花を五つ調

べておくこと。 

第５回 器種；創作器作成 
ｸﾘｴｰｼｮﾝが出来るように

なる 

創作器作成に必要な物品（空き瓶等の不

用品）を持参すること。 

第６回 
二つの図； 

平面体と正面図を読み取る 

立体造形物の構造を理解

する 
 

第７回 器の挿し口 余白の大切さを知る 
造形空間について、日本画と西洋画の違

いを一つ考えておくこと。 

第８回 素材の要素 
美容と花における線の種

類を知る 
線の変化 

第９回 私の花鋏 
美的省略とﾍｱｶｯﾄとの共

通点を理解する 
歴史と刃物の扱いについて 

第１０回 連花又は植物の体（命） 
協同作品作成の心配りが

出来るようになる 
導管の役割について調べてくる事。 

第１１回 相互の力関係 ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝを知る 挿頭の変遷を考えてみる。 

第１２回 五つの態 
植物学から見た代表的な

花の姿を理解する 
生態学、形態学からの姿 

第１３回 全体のバランス 
より美しいﾌﾟﾛﾎﾟｰｼｮﾝの

表現方法を知る 
力関係について 

第１４回 造形上の原型 
不等辺三角形が与える動

の世界を理解する 
花芸安達流の原型である 

第１５回 生活芸術として 

ﾌﾗﾜｰｾﾗﾋﾟｰとしての香り

や配色によるﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝ

を知る 

花束を誰に渡すか考えてから作成する。 
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■■■■国国国国ーーーー00008888基礎基礎基礎基礎ファッションファッションファッションファッション学学学学    

国際美容コミュニケーション専攻 

科目名 

Subject 

基礎ファッション学 

Basic Fashion Studies 
教員名 青木 和子 

開講年次 １年 開講時期 後期 単位 １単位 

必修／選択 選択 授業形態 講義   

科目の概要 

コミュニケーションの場において、外見の力はいつの時代にも大変大きいといえます。 

特に 20世紀のモードは、それまでにはなかった新しいファッション概念を生み出しました。

激動の 100 年間を「デザイナーの起こした革命」という視点から検証し、これからのトレン

ド・セッターとしての自覚と責任、想像力と応用力を促し、「着ることの意味」を探ります。

また、国際社会に通用するフォーマルウエアのドレスコードを学び、衣服は果たす大切な役

割を考えます。 

授業の目標 

過去の約 100 年間でファッション史に何が起こったのかを理解する。 

これにより、現在の状況が把握できるようになり、学生個々に未来のトレンドが想像出来る

ようになる。同時に、正しいドレスコード（ブライダルファッション、和装を含む）の知識

を持ち、それを実践できる能力やホスピタリティを養う。 

時間外学習 

（予習・復習） 
学生自身のファッションや服飾に関するイベントや展覧会への鑑賞を望みます。 

教科書・教材 

教科書 プリントを配布します 

教材 適宜用意します 

使用設備・備品 授業内容により教室を変える場合があります 

参考文献 授業で示します 

評価方法 

４． 日常の出席状況と授業態度 

５． レポート 

６． 小テスト 

なお、出席数が不足の場合は評価対象とはしません。 

履修上の注意 
評価方法で示した通り、授業態度が大きなウエイトを占めますから、 

「休まず出席する」「授業は意欲的に受ける」は大原則です。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名 ﾌｫｰﾏﾙｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ･ﾌﾞﾛﾝｽﾞﾗｲｾﾝｽ （日本ﾌｫｰﾏﾙ協会） 

資格取得の流れ 
全国一斉の統一試験が年に数回ありますが、試験会場は当学内です。 

また、試験前に数回の講習会（課外）を実施します。 
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 
オリエンテーション 

モードのジャポニスム 
19 世紀末のモードを知る。  

第２回 ベル・エポック 
19 世紀末から 20 世紀初頭のモー

ドを知る。 
 

第３回 ドレスコード 「ダンディズム」を学ぶ。  

第４回 オート・クチュール 
「オート・クチュール」を理解す

る。 
 

第５回 クチュリエール 
20 世紀初頭のファッションを学

ぶ。 
 

第６回 ギャルソンヌ 
1920 年代以降のファッションを

学ぶ。 
 

第７回 豊かさへのノスタルジー 1950 年代のファッションを学ぶ。  

第８回 スティリスト 1970 年代のファッションを学ぶ。  

第９回 ポペリスト 1980 年代のファッションを学ぶ。  

第１０回 ファッションシステムの揺らぎ 
20 世紀ファッション史の概要を

知る。 
 

第１１回 日本の服装史 
「小袖の歴史」を中心に日本服装

史の概要を知る。 
 

第１２回 
車いす利用者のための着物着つ

け 

「小袖」に見る意外な可能性を知

る。 
 

第１３回 フォーマル・ファッション 
世界基準のフォーマルウエアを

学ぶ。 
 

第１４回 ブライダル・ファッション 
婚礼衣裳（洋装）の種類とドレス

コードを学ぶ。 
 

第１５回 まとめ 本授業における要点を理解する。  
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■■■■国国国国ーーーー09090909 ゼミナールゼミナールゼミナールゼミナールⅠⅠⅠⅠ    

国際美容コミュニケーション専攻 

科目名 

Subject 

ゼミナールⅠ 

SeminarⅠ 
教員名 ゼミ担当教員 

開講年次 1 年 開講時期 前期 単位 1 単位 

必修／選択 必修 授業形態 演習   

科目の概要 

髪・顔・装い・精神美・健康美という建学の精神の理解の下に、キャリア支援教育を実施し

ます。具体的には、一人の人間として、大人として、あるいは社会人としてのマナーや振る

舞いを学びながら、自己理解と自己分析を進め、自分自身の将来像を思い描き、それを実現

させるためには、いま何をすべきか、どうしたらよいかということを考えます。 

授業の目標 
半期をとおして、学生それぞれが自らを見つめるなかで、卒業後の自分の姿を思い描き、そ

の目標に向かって、いま何をすべきかを理解できるようになることを目標とします。 

時間外学習 

（予習・復習） 
ポートフォリオの作成や業界研究 

教科書・教材 

教科書 本学ゼミテキスト 

教材 本学ゼミテキスト 

使用設備・備品 業界研究用ＰＣ他 

参考文献 2015 年度版 履歴書・エントリーシート 森 吉弘著書 

評価方法 

授業や課題への取組み姿勢等 

なお、出席数が不足の場合は評価対象とはしません。 

履修上の注意  

本科目履修と 

関連する資格 

資格名  

資格取得の流れ  
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 
15 回分の内容を把握し、その意味

を理解する 

オリエンテーション 

ゼミの位置づけと授業の全体像

を把握する。 

自己紹介 

第２回 アイスブレーク 
仲間を理解し、伝えたいことを表

現する力をつける 
ゼミの仲間との関係構築 

第３回 就職活動の全体像を把握する 
短大生活における就職活動の流

れについて知る 

就活についての現実を知

る 

第４回 履歴書とは何か 履歴書の必要性を学ぶ 
履歴書の一部を 

実際に書いてみる 

第５回 ポートフォリオとは何か 
普段の授業や学外の体験をポー

トフォリオにしてみる。 

自分の強みをみつけ、記録

に残すことの重要性を知

る 

第６回 業界研究① 業界の種類や違いを知る  

第７回 業界研究② 
自分が「好き」な企業、ブランド

について考え「志望」に変える 

将来行きたい企業・店舗・

ブランドについて考える 

第８回 業界研究③ 現場調査の方法について学ぶ 
調査対象の選択や 

準備の方法について知る 

第９回 業界研究④ 
現場調査発表 

他の人の体験からも学ぶ 
 

第１０回 履歴書の書き方① 文章の書き方を学ぶ 趣味特技を書いてみる 

第１１回 履歴書の書き方② 
自分史年表を作り、見えていない

自分を知る。 

自分史年表を作成してみ

る 

第１２回 履歴書の書き方③ 自分の強みをみつけ、知る。 

今までの人生経験を整理

し、自分の長所や特徴をつ

かむ 

第１３回 履歴書の書き方④ 
自己ＰＲを考え書くことが出来

るようになる。 
自己ＰＲを書いてみる 

第１４回 面接の基本 口頭発表の方法を学ぶ 人前で発表する 

第１５回 夏休みの過ごし方 
夏休みの目標と計画を自ら立て

ることの重要性を知る。 
外部講師によるセミナー 
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■■■■国国国国ーーーー10101010 ゼミナールゼミナールゼミナールゼミナールⅡⅡⅡⅡ    

国際美容コミュニケーション専攻 

科目名 

Subject 

ゼミナールⅡ 

SeminarⅡ 
教員名 ゼミ担当教員 

開講年次 1 年 開講時期 後期 単位 1 単位 

必修／選択 必修 授業形態 演習   

科目の概要 

将来像をより具体的に展望し、その将来像を具現化するために必要な課題を明らかにして、

その課題に取り組みます。就職を目指す学生にあっては、それぞれの学生の履歴書やエント

リーシート作成の支援、面接技法の支援等を行います。 

授業の目標 
学生それぞれが、自らを見つめながら、就職活動中の自分の姿を思い描き、いま何をすべき

かを理解し、就職活動に向けて準備を進めていくことを目標とします。 

時間外学習 

（予習・復習） 
必要に応じて適宜課題を行う 

教科書・教材 

教科書 本学ゼミテキスト 

教材 本学ゼミテキスト 

使用設備・備品 業界研究用ＰＣ他 

参考文献 2015 年度版 履歴書・エントリーシート 森 吉弘著書 

評価方法 

授業や課題への取組み姿勢等 

なお、出席数が不足の場合は評価対象とはしません。 

履修上の注意  

本科目履修と 

関連する資格 

資格名  

資格取得の流れ  
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 

１５回の内容を把握し、その意味

を理解する、就活の流れを確認す

る 

オリエンテーション、夏休みの成

果を踏まえた就職活動の話。 

就職活動を具体的に何を

するべきかを確認し、きっ

かけを作る。 

第２回 マナー 人の話の聞き方のマナーを学ぶ  

第３回 インターンシップ報告会 
仲間のインターンシップの体験

を共有する 
就職への意識を高める 

第４回 業界研究① ＯＢ・ＯＧの話を聴き業界を知る 進路を考える機会を作る 

第５回 業界研究② 
学内の先輩達の話を聴き業界を

知る 
進路を考える機会を作る 

第６回 
ＥＳ・履歴書の 

書き方「志望動機」 

進路を意識して文章を書くこと

が出来るようになる。 
志望動機を書く 

第７回 履歴書のブラッシュアップ 
先生から受けたアドバイスを元

に自己表現力を高める。 

志望動機を完成させる履

歴書の完成 

第８回 進路別講座（マイナビ登録他） 
就職活動の準備としてマイナビ

に登録する 
就職への意識を高める 

第９回 就職活動での身だしなみ 就職活動の身だしなみを学ぶ 就職活動のマナーを知る 

第１０回 面接対策① 
発声トレーニングと色々な言葉

の表現の方法を学ぶ 
人前で話す 

第１１回 面接対策② 面接の基本を学ぶ 面接の種類と方法を知る 

第１２回 面接対策③ 
模擬面接を行うことで自分の良

いところ悪いところを知る。 

面接練習を行う 

（個人・集団） 

第１３回 面接対策④ 
グループディスカッションのポ

イントを知る。 

面接練習を行う 

（グループディスカッショ

ン） 

第１４回 春休みの過ごし方 春休みの目標と計画を立てる 外部講師によるセミナー 

第１５回 春休みの過ごし方 
企業のピックアップをし、研究す

る 

「足を動かす」ことを主題

に、考える 
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■■■■国国国国ーーーー11111111 ゼミナールゼミナールゼミナールゼミナールⅢⅢⅢⅢ    

国際美容コミュニケーション専攻 

科目名 

Subject 

ゼミナールⅢ 

SeminarⅢ 
教員名 ゼミ担当教員 

開講年次 ２年 開講時期 前期 単位 1 単位 

必修／選択 必修 授業形態 演習   

科目の概要 

ゼミナールⅠ及びⅡを踏まえ、学生それぞれが目指す将来像を具現化するための具体的な

支援等を行います。就職を目指す学生にあっては、それぞれの学生の履歴書やエントリーシ

ート作成の支援、面接技法の支援等を行います。 

授業の目標 
学生それぞれが自らを見つめながら、就職活動中の自分の姿を思い描き、いま何をすべきか

を理解し、就職活動に向けて準備を進めていくことを目標とします。 

時間外学習 

（予習・復習） 
必要に応じて適宜課題を行う 

教科書・教材 

教科書 本学ゼミテキスト 

教材 本学ゼミテキスト 

使用設備・備品 業界研究用ＰＣ他 

参考文献 2015 年度版 履歴書・エントリーシート 森 吉弘・著書 

評価方法 

 

授業や課題への取組み姿勢等 

なお、出席数が不足の場合は評価対象とはしません。 

履修上の注意  

本科目履修と 

関連する資格 

資格名  

資格取得の流れ  
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 

１５回の内容を把握し、その意味

を理解する、就活の流れを確認す

る 

オリエンテーション 

春休みの成果を踏まえた就職活

動の話。 

就職活動を具体的に何を

するべきかを確認する 

第２回 履歴書・ＥＳの書き方復習 
趣味特技の分野について自己分

析し、自分を深く知る。 

自己分析をし、趣味特技を

書き上げる 

第３回 履歴書・ＥＳの書き方復習 
自分史年表を確認しながら、自分

を深く知る。 

自分史年表を見ながら自

己 PR を作成する 

第４回 履歴書・ＥＳの書き方復習 
企業を知り、対応した志望動機を

作成することが出来る。 

企業分析を行い志望動機

を作成する 

第５回 ポートフォリオの確認 
ポートフォリオを自分で見直し、

完成度を高めることが出来る。 
個別にチェックする 

第６回 面接対策 
模擬個人面接を通し応答方法等

を学ぶ 
繰り返し練習 

第７回 面接対策 
模擬個人面接を通し応答方法等

を学ぶ 
繰り返し練習 

第８回 面接対策 
模擬グループ面接を行い質問事

項に対する答え方などを学ぶ 
繰り返し練習 

第９回 面接対策 
グループディスカッションに備

え、聞き方や答え方などを学ぶ 
繰り返し練習 

第１０回 就職活動直前マナー 
企業研究をし、企業に対して必要

な準備を学ぶ 

就職活動に合わせて 

最終確認する 

第１１回 マナー 
企業、サロンでの手紙の書き方を

学ぶ 

就職活動に合わせて 

最終確認する 

第１２回 マナー 
企業、サロンでの電話のかけ方を

学ぶ 

就職活動に合わせて 

最終確認する 

第１３回 マナー 
社会人としての敬語の使い方を

学ぶ 

就職活動に合わせて 

最終確認する 

第１４回 マナー 
各企業、サロンに見合った身だし

なみを研究し学ぶ 

就職活動に合わせて 

最終確認する 

第１５回 夏休みの過ごし方 夏休みの目標と計画 個別面談も含める 
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■■■■国国国国ーーーー12121212海外研修海外研修海外研修海外研修ヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパ    

国際美容コミュニケーション専攻 

科目名 

Subject 

海外研修（ヨーロッパ） 

Overseas Study 
教員名 専攻主任 

開講年次 １年 開講時期 後期 単位 １単位 

必修／選択 必修 授業形態    

科目の概要 

海外における外国語を体験する機会を得るとともに、ファッションや美容の国際事情を学

び、国際感覚を養う。語学、美容、芸術、ファッション等に幅広く触れるために、美術館、

博物館、歴史的な価値のある施設を訪れ感性を磨く。 

授業の目標 
日本とは違う文化に触れる事で、国際的な感覚を身に着け、グローバルに活躍する意味を理

解すると共に、学びの意識を高める。 

時間外学習 

（予習・復習） 
興味を持った内容を自分自身でさらに調べてみましょう。 

教科書・教材 

教科書 特になし。 

教材 海外研修テキスト、各種配布物。 

使用設備・備品  

参考文献  

評価方法 
説明会での状況、研修後レポート。 

 

履修上の注意 

事前の説明会には必ず参加する。興味のある美術、ファッションに関して事前に調査し現地

での学びを有意義にする。現地ではマナーとホスピタリティを身に着けている日本人とし

ての美意識を常に忘れないこと。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名  

資格取得の流れ  

 

授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

 事前説明会 

海外研修の概要を知る。 

手続きの方法を知る。 

現地での注意事項を知る。 

 

 海外研修 （ロンドン） 

ロンドンの美容、ファッション、イギリ

スの文化に触れる。可能な限り英語での

コミュニケーションを試みる。 

 

 海外研修 （パリ） 
パリの美容、ファッション、フランスの

文化や芸術に触れる。 
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■■■■国国国国ーーーー13131313海外研修海外研修海外研修海外研修アメリカアメリカアメリカアメリカ    

国際美容コミュニケーション専攻 

科目名 

Subject 

海外研修（アメリカ） 

Summer Study Abroad in (Hollywood, CA.) USA 
教員名 専攻主任 

開講年次 １・２年 開講時期 前期（夏季） 単位 １単位 

必修／選択 選択 授業形態 演習   

科目の概要 

In this course, students will study the latest Hollywood makeup techniques. 

Students will study with internationally recognized makeup artists that work 

in the television and movie industry in Hollywood, CA.  

授業の目標 

The aim of this course is to provide students an advanced understanding of the 

latest state of the art American beauty techniques. Students will create a 

professional portfolio of work created in this course.   

時間外学習 

（予習・復習） 
 

教科書・教材 

教科書 
Original material provided by M.K.C Academy of Fashion, Beauty 

& Print and Cinema Secrets Special Effects Makeup school.   

教材 YCA Makeup kit gear will be required. 

使用設備・備品  

参考文献  

評価方法 
Grades will be based on final portfolio presented upon completion of course. 

なお、出席数が不足の場合は評価対象とはしません。 

履修上の注意  

本科目履修と 

関連する資格 

資格名  

資格取得の流れ  

 

授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

Minimum 40 hours American Style Beauty Makeup training  

Minimum 4 hours Hollywood SFX (Special Effects Makeup) training   

Including:  Professional makeup artist training  

Makeup for retail, bridal and special events  

Makeup for TV & Film  

Makeup for Print, Fashion, Runway, & Red Carpet  

Professional Portfolio Building  

Basic Special effects makeup application  

Universal Studios one day including Studio Tour  
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■■■■国国国国ーーーー14141414 コンピュータリテラシーコンピュータリテラシーコンピュータリテラシーコンピュータリテラシーⅡⅡⅡⅡ    

国際美容コミュニケーション専攻 

科目名 

Subject 

コンピュータ・リテラシーⅡ 

Computer LiteracyⅡ 
教員名 久保村 千明 

開講年次 1 年 開講時期 後期 単位 1 単位 

必修／選択 選 授業形態 演習   

科目の概要 

デジタルデータの作成方法や Web コンテンツ作成の基礎について学習する。具体的には、

ソフトウェアを利用したデジタルデータの作成方法、Web コンテンツの構成や素材の加工方

法、素材の作成方法について学習する。 

授業の目標 

4. ソフトウェアを用いてデジタルデータを作成できる。 

5. Web コンテンツの構成が理解できる。 

6. 基本的な Web ページを制作できる。 

時間外学習 

（予習・復習） 
 

教科書・教材 

教科書 特に必要としない。 

教材 教員が作成したものを利用する。 

使用設備・備品 コンピュータ端末 

参考文献 ブライアン P．ホーガン，HTML5 & CSS3 実践入門，インプレスジャパン 

評価方法 

授業中の課題により評価する。 

出席数が不足の場合は評価対象とはしない。 

履修上の注意 

事前の基礎知識などは必要としない。ただし、欠席すると内容によっては落ちこぼれてしま

うので、欠席はしないこと。授業中教員が説明しているときには私語を慎むこと。作業中は

学生同士教えあって作業をすること。一人で悩みこまずに、分からないことは授業中に解決

することが進歩するためのポイントである。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名  

資格取得の流れ  
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 オリエンテーション 
授業内容の確認とコンピュータ

操作の方法の確認ができる。 
 

第２回 Web ページの構成（１） Web ページ構成を理解できる。  

第３回 Web ページの構成（２） Web ページ構成を理解できる。  

第４回 
フォトレタッチソフトウェアの

操作方法（１） 

ソフトウェアの使用方法を理解

できる。 

デジタルメイクアップを

題材とする。 

第５回 
フォトレタッチソフトウェアの

操作方法（２） 

ソフトウェアの使用方法を理解

できる。 

デジタルメイクアップを

題材とする。 

第６回 
フォトレタッチソフトウェアの

操作方法（３） 

ソフトウェアの使用方法を理解

できる。 

デジタルメイクアップを

題材とする。 

第７回 素材の作成（１） 
素材の加工方法を習得しWeb素材

が作成できる。 
 

第８回 素材の作成（２） 
素材の加工方法を習得しWeb素材

が作成できる。 
 

第９回 素材の作成（３） 
素材の加工方法を習得しWeb素材

が作成できる。 
 

第１０回 Web ページ制作（１） Web 制作できるようになる。  

第１１回 Web ページ制作（２） Web 制作できるようになる。  

第１２回 Web ページ制作（３） Web 制作できるようになる。  

第１３回 Web ページ制作（４） Web 制作できるようになる。  

第１４回 Web ページ制作（５） Web 制作できるようになる。  

第１５回 授業のまとめ 
授業内容の確認とまとめができ

る。 
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■■■■国国国国ーーーー15151515 プロデュースプロデュースプロデュースプロデュース論論論論    

国際美容コミュニケーション専攻 

科目名 

Subject 

プロデュース論 

Theory of Production 
教員名 新井 卓二 

開講年次 ２年 開講時期 前期 単位 １単位 

必修／選択 必修 授業形態 演習   

科目の概要 

新規企業（事業）のプロデュースは、日本経済のダイナミクスにとって不可欠である。企

業家精神、イノベーションといった分野の重要性は、事業再構築マネジメントとともに成

熟から脱する日本企業にとって必 要である。そこでこの科目では事業のプロデュースを

核にして、新規企業（事業）創造への挑戦を高める。 

授業の目標 

女性のキャリアを考えた場合、様々なライフステージあり、時には育児や介護による中断、

また働き方も、正社員、アルバイト、業務委託、個人事業主等様々で働く可能性があります。

そこで、将来仮に自分のお店やサロンを開業・起業した場合や、会社内で新規事業担当者に

なった場合を想定し、新規事業の立ち上げの企画力、マーケティング力、商品開発およびブ

ランディング力等を学ぶ。これらの技術を、実際の事業の立ち上げをシミュレーションする

ことを通して、“すぐに使える”技術として身につける事を目標とします。 

時間外学習 

予習：自分の周りで、個人で仕事をされている方、開業している方、起業している方ら話を

聞く、気に入ったものはメモしておく 

復習：授業で学習したことを持ち帰り、よりいっそう魅力的な成果物にして次回授業で提出

する「宿題」を出して復習していただく 

教科書・教材 

教科書 「女性の起業 入門ベンチャー論」共著：安藤功、新井卓二 

教材  

使用設備・備品 プロジェクター、スクリーン、白板等 

参考文献 「創業の手引き」日本政策金融公庫 

評価方法 

下記の２つ条件を満たす者には、原則として単位取得を認める。総合点が６０点以下の場合

には、単位取得を認めない。 

１）出席が良好であり、授業への積極的な参加姿勢が見られること。 

２）チーム最終企画書の発表＆提出。 

なお、出席数が不足の場合は評価対象とはしません。 

履修上の注意 

基本的な知識の習得を目指すことから、原則として欠席は認めないとともに、居眠り、私語

などの授業に関係のない行為を行うことを禁止する。授業の進行を妨げる行為に対しては

退出を命じるとともに、以後の授業への参加を禁止する。なお、欠席した場合には、欠席し

た授業に関する対応を必ず教員に確認すること。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名  

資格取得の流れ  
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 
開業、起業のアイデア出しを行い、

チーム分けを行う 

コミュニケーション能力を得るこ

とが出来る。 
 

第２回 事業アイデア 
チームで事業アイデアを決める。

「６Ｗ２Ｈ」｢ペルソナ｣を学ぶ 
 

第３回 経営概論 
経営理念、ビジョン、経営戦略、

戦術等の経営全般を学ぶ 
 

第４回 先輩女性起業家に学ぶ（広告） 
現代のさまざまな広告、宣伝手法

を学ぶ 
ゲスト／元モデル 

第５回 マーケティング概論 
マーケティングの基礎、４P、５C、

コンセプト、STP を学ぶ 
 

第６回 ビジネスモデル 
労働集約型 or 逓増型、等様々なビ

ジネスモデルを学ぶ 
 

第７回 バリューチェーン＆マネタイズ 
オペレーションや収益を得る様々

な手法を学ぶ 
 

第８回 先輩女性起業家に学ぶ（個人事業） 

人の話の聞き方、また、聞いたい

内容を整理して理解する力を得る

ことが出来る。 

ゲスト／女性ライター 

第９回 コンセプトに合うビジュアル 
コンセプトに合った写真を撮りポ

イントを学ぶ 
 

第１０回 開業＆起業の実務 
開業届や登記、青色申告、税務会

計等の実務を学ぶ 
 

第１１回 資金計画書概論 
ＢＳ／ＰＬ、キャッシュフローや 

融資、出資、補助金等学ぶ 
 

第１２回 資金計画の実務 
実際の資金繰りやお金の借り方を

学ぶ 
 

第１３回 
先輩女性起業家に学ぶ（株式会社

起業） 

人の話の聞き方、また、聞いたい

内容を整理して理解する力を得る

ことが出来る。 

ゲスト／女性起業家 

第１４回 
企画書発表１ 

ＰＰＴを使いアウトプットする 

プレゼンテーション能力を得るこ

とが出来る。 
 

第１５回 
企画書発表２ 

ＰＰＴを使いアウトプットする 

プレゼンテーション能力を得るこ

とが出来る。 
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■■■■国国国国ーーーー16161616現代社会現代社会現代社会現代社会のののの理解理解理解理解    

国際美容コミュニケーション専攻 

科目名 

Subject 

現代社会の理解 

Understanding Modern Society 
教員名 安藤 功 

開講年次 ２年 開講時期 前期 単位 １単位 

必修／選択 必修 授業形態 講義   

科目の概要 

社会に出てから皆さんが直面する問題の多くには、「これをやれば必ず成功する」という

いわゆる“正解”がありません。しかし、皆さんにはこれらの問題に対し“自己責任”で対

応していくことが求められるようになります。これらの問題と向き合うには専門的な知識

や技術のほかに、広い視野で情報を収集したうえで、筋道を立てて自分なりの考えを導き出

していく力が必要になります。 

この科目では、中学・高校の社会科公民的分野で学習した内容を活用しながら、新聞等で

取り上げられている時事問題や経営シミュレーションゲームを題材としてグループやクラ

スでディスカッションを行います。それを繰り返すことで、社会の仕組みや起きている様々

な問題への関心を高め、それらへの基本的な知識を身につけるとともに、現実社会の問題に

対し、自分なりの考えで判断するための基礎的な力を養います。なお、その時々の時事的な

問題を取り上げるためシラバスを多少変更することがあります。 

授業の目標 

(1)社会の仕組みや時事的な問題についての基礎的な知識を身につけ、興味を持って情報収

集する習慣を身につける。 

(2)複数の視点で問題を検討し自分なりの考えを導き出すことができるようになる。 

(3)相手に分かりやすく筋道を立てて自分の意見を話すことができるようになる。 

時間外学習 

（予習・復習） 
毎回一週間の中で気になった新聞等の記事とそれに対する自分の意見をまとめてくる。 

教科書・教材 

教科書 特にありません 

教材 授業のたびにプリントや資料を用意します 

使用設備・備品 パソコン、プロジェクター 

参考文献 必要に応じて提示します 

評価方法 

授業への参加姿勢=毎回の授業での提出課題等、最終授業でのレポートをもとに総合的に算

出します。 

なお、出席数が不足の場合は評価対象とはしません。 

履修上の注意 

授業で取り上げる多くの事柄には、原則的にどのような意見が正しく、どのような意見は間

違っているということはありません。皆で様々な物の見方を出し合い、考えを深めていくこ

とが大切です。グループやクラスのディスカッションでは積極的な発言を心がけましょう。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名  

資格取得の流れ  
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 
オリエンテーション、現代社会の

理解で学ぶこと 

社会の基本的な仕組みやルール

を知っておくことの大切さを理

解している。 

 

第２回 今の日本社会の特徴を知る 

少子高齢化、経済格差の拡大など

現代社会の特徴について理解し

説明できる。 

 

第３回 お金のことを知る① 

自分で自分の資産を管理するた

めの基礎的な知識が身について

いる。 

 

第４回 お金のことを知る② 

基礎的な金融商品についての知

識を身につけ、その特徴やリスク

を正しく理解している。 

 

第５回 企業の仕組みを知る 

企業の存在意義や企業の中の

様々な役割について理解してい

る。 

 

第６回 経営者の視点で考える① 
経営者の立場で考え、意思決定を

することで、企業の考え方を理解

する。試行錯誤しながら問題を解

決していくプロセスを身につけ

る。 

経営シミュレーションゲ

ームを使用 

第７回 経営者の視点で考える② 

第８回 働くことを考える 

様々な雇用形態の特徴を理解し

ている。プロとしての働き方を自

分なりに考えている。 

 

第９回 社会の基本的な仕組みを知る① 

政治の仕組みや憲法を巡る今日

的な問題について理解し説明で

きる。 

 

第１０回 社会の基本的な仕組みを知る② 
政党政治や選挙を巡る諸問題に

ついて理解し説明できる。 
 

第１１回 社会の基本的な仕組みを知る③ 

裁判制度など社会における紛争

の解決方法について理解し説明

できる。 

 

第１２回 社会の基本的な仕組みを知る④ 

財政再建と税や社会保障の問題

について自分なりの考えを述べ

ることができる。 

 

第１３回 
経済のグローバル化について考

える 

グローバル化が経済や社会にど

のような影響を与えているか理

解している。 

 

第１４回 今の日本ができるまで 
現在の日本が出来上がるまでの

歴史について理解している。 
 

第１５回 全体のまとめ 
科目全体を振り返り、社会に出て

どのように生かすか説明できる。 
レポート 
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■■■■国国国国ーーーー17171717心理学心理学心理学心理学    

国際美容コミュニケーション専攻 

科目名 

Subject 

心理学 

Psychology 
教員名 五十嵐 靖博 

開講年次 ２年 開講時期 後期 単位 １単位 

必修／選択 選択 授業形態 講義   

科目の概要 

自分や身近な他者を理解するには，人間に共通する心のメカニズムと個々人の個性を作り

上げている心的特性の双方を理解する必要がある．本科目では美容にかかわる様々な現象

と，日常生活の中で経験される思考や感情や行動を，心理学の理論をとおして説明する．心

を理解する研究方法から美容などの対人的職業の実践の場で経験される心的現象まで，幅

広く講じる．この学びをとおして，コミュニケーション力を高めることを目指す． 

授業の目標 

心理学の視点からコミュニケーションやホスピタリティに関する理解を深め，その実践に

資することが最終目標である。人間に共通する心のメカニズムを理解し，その性質を踏まえ

たうえでコミュニケーションに活用することを目標とする。 

時間外学習 

（予習・復習） 
教科書やノートを用いてよく復習してほしい。 

教科書・教材 

教科書 齊藤勇著『イラストレート心理学入門(第 2 版）』  誠信書房 

教材 適宜、配布する 

使用設備・備品 DVD を使用する 

参考文献 「ヒルガードの心理学」（ブレーン出版） 

評価方法 

次の２点を総合的に評価する。 

①授業態度 

②定期試験 

なお、出席数が不足している場合は評価対象とはしません。 

履修上の注意 講義内容は難しくはないが、積極的に受講し理解しようとする姿勢が重要である。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名 特になし 

資格取得の流れ  
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 心，行動，研究法 心理学とは何かを理解する 講義 

第２回 五感，視覚の重要性，目とカメラ 
知覚の基本的なメカニズムを理

解する 
講義 

第３回 錯視などの知覚現象と外見・美容 知覚と美容の関係を理解する 講義 

第４回 パーソナリティの成り立ち パーソナリティを理解する 講義 

第５回 
自他のパーソナリティをどのよ

うにして測定するか 
パーソナリティを測定する 講義・演習 

第６回 小集団とそのメカニズム 社会的行動の基礎を理解する 講義 

第７回 服従と社会的役割 
職場集団のメンバーの行動を社

会心理学の視点から理解する。 
講義 

第８回 
ストレス，ストレッサー，汎適応

症候群 
ストレスの基礎を理解する。 講義 

第９回 不安障害，心身症 
ストレスと心の障害の関係を理

解する。 
講義・演習 

第１０回 うつ病，統合失調症 
うつ病や統合失調症について理

解を深める。 
講義・演習 

第１１回 エステの心理学 
エステが心に及ぼす効果を理解

する。 
講義 

第１２回 魅力の心理学 
自他の外見が認知や魅力にどう

影響するかを理解する。 
講義 

第１３回 美の社会的構成 
美の基準がどのように作られ，心

にどう影響するかを考える。 
講義 

第１４回 心理学を活かす 
心理学と美容の関係を理解し，コ

ミュニケーションに活用する。 
講義 

第１５回 まとめ 
定期試験に向けて、講義内容をふ

りかえり、確認する 
講義 
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■■■■国国国国ーーーー18181818 アロマテラピーアロマテラピーアロマテラピーアロマテラピー    

国際美容コミュニケーション専攻 

科目名 

Subject 

アロマテラピー 

Aromatherapy 
教員名 青木 和美 

開講年次 １年 開講時期 前期 単位 １単位 

必修／選択 選択 授業形態 演習   

科目の概要 

人は心地良い香りを嗅ぐとき、気持ちが落ち着き、リラックスしたり、意欲的になったりし

ます。このような効果を私たちを取り巻く環境に応用しているのがアロマテラピーです。現

在、このアロマテラピーは美容やサービス業、医療、福祉そして個人のホームケアなど様々

な分野で取り入れられています。ここでは、アロマテラピーの基本的知識を身につけ、自ら

の美容や健康維持のためにそして美容業界で活用できるようにアプローチします。 

授業の目標 

アロマテラピーは、ホリスティックな観点から行う自然療法です。  

①個人のリラクセーションやリフレッシュに役立てる。②美と健康を増進し、身体や精神の

恒常性の維持と促進を図る。③身体や精神の不調を改善し正常な健康を取り戻す。これら３

点を目的に、実習を交えながら、基本的知識を身につけ、個人の日常生活、そして美容サー

ビスとして活用できる技術を習得します。アロマテラピー検定１・２級試験の合格を目標と

することも可能です。 

時間外学習 

（予習・復習） 
フレッシュハーブに触れ、植物と人と自然環境について考える。 

教科書・教材 

教科書 教科書 

教材 教材 

使用設備・備品 使用設備・備品 

参考文献 参考文献 

評価方法 

１．出席状況（遅行３回で欠席１回とみなします） 

２．期末試験 

３．課題発表  

以上の総合で判断します。 

なお、出席数が不足の場合は評価対象とはしません。なお、出席数が不足の場合は評価対象とはしません。なお、出席数が不足の場合は評価対象とはしません。なお、出席数が不足の場合は評価対象とはしません。    

履修上の注意 毎回授業内容が異なるため、欠席せず、積極的な授業参加態度を望みます。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名 資格名 

資格取得の流れ 資格取得の流れ 
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備 考 

第１回 アロマテラピー概論 

オリエンテーション 

アロマテラピーの意味や定義を理解する 

実習：香りのイメージレッスン・精油のプロフィール①   

 

 

第２回 
アロマテラピー利用法の

基礎 

アロマテラピーを利用する際の注意事項を学ぶ。 

実習：芳香浴を楽しむ・精油のプロフィール②  
 

第３回 精油の基礎知識 
精油の定義と精油の作用、精油の抽出方法を知る。 

実習：バスソルトを作る・精油のプロフィール③ 
 

第４回 
アロマテラピーの基材と

用具 

アロマテラピーを安全に実践するために必要な基材と用具

の知識を習得する。 

実習：アロマスプレー作成、精油のプロフィール④ 

 

第５回 アロマテラピーの歴史 
アロマテラピーがどのように発展してきたかを知る。 

実習：スキンローション・精油のプロフィール⑤  
 

第６回 
アロマテラピーのメカニ

ズム 

精油のからだへの吸収経路を学ぶ。 

実習：ハーブティーを楽しむ・精油のプロフィール⑥ 
 

第７回 精油の作用 
精油がからだに与える薬理作用を学ぶ。 

実習：ミツロウクリーム作成・精油のプロフィール⑦ 
実験室 

第８回 
アロマテラピーと地球環

境 

植物と地球環境そして人間と社会環境について考える 

ディスカッション：私たちにできることは 

・精油のプロフィール⑧ 

 

第９回 アロマテラピーと健康Ⅰ 
栄養と運動の基礎知識と関連するアロマテラピーの利用法 

実習：トリートメントオイルの作成・精油のプロフィール⑨ 
 

第１０回 アロマテラピーと健康Ⅱ 
休養・睡眠と心の健康に役立つアロマテラピー利用法を学ぶ 

実習：香りのサシェ作成・精油のプロフィール⑩ 
 

第１１回 アロマテラピーと健康Ⅲ 

生活習慣病及びライフステージに合わせたアロマテラピー

の利用法を学ぶ 

実習：ルームフレグランス作成・精油のプロフィール⑪ 

 

第１２回 
アロマテラピーのホーム

ケア法Ⅰ 

アロマハンドトリートメントが実践できるようになる 

実習：トリートメントジェル調合とハンドトリートメント 

・精油のプロフィール⑫ 

 

第１３回 
アロマテラピーのホーム

ケア法Ⅱ 

様々な不調の予防に役立つアロマテラピーを学ぶ 

実習：グループ研究「夏バテと熱中症の予防法」・精油のプ

ロフィール⑬ 

 

第１４回 
アロマテラピーの関連法

規 

アロマテラピーを実施する上で必要な関連法規を知る。 

実習：グループ発表「夏バテと熱中症の予防法について」・

精油のプロフィール⑭ 

 

第１５回 総括 学んだことの確認と検定受験対策  
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■■■■国国国国ーーーー19191919色彩学色彩学色彩学色彩学    

国際美容コミュニケーション専攻 

科目名 

Subject 

色彩学 

Studies of Color 
教員名 栗本 佳典 

開講年次 ２年 開講時期 前期 単位 １単位 

必修／選択 選択 授業形態 演習   

科目の概要 

美容をはじめ、デザインの現場から普段の生活の場まで、さまざまな場面で必要とされる色

彩の役割や考え方について学びます。 

色の分類から配色、カラーイメージなどについて、学習内容の解説を行なった後、実際にカ

ラーチップやポスターカラーを使って演習を行います。 

授業の目標 

演習などを通して色彩の基礎をしっかりと身につけるとともに、色に対する認識力や発想

力、イメージ力を養うことによって、美容をはじめ、さまざまな場面で必要となる色彩に対

する判断力や表現力を高めます。 

時間外学習 

（予習・復習） 
プリントや演習作品をきちんとファイルし、いつでも復習できるようにしておいて下さい。 

教科書・教材 

教科書  

教材 プリント、カラーカード、ポスターカラー、色鉛筆 

使用設備・備品 デザイン教室（４０９） 

参考文献  

評価方法 

毎回、演習課題があるので、その合計点で評価します。 

なお、出席数が不足の場合は評価対象とはしません。 

履修上の注意  

本科目履修と 

関連する資格 

資格名  

資格取得の流れ  
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 オリエンテーション 
色を感じる仕組みや、色と人間と

の関わりを知る。 
 

第２回 光と三原色 色を再現する仕組みを知る。  

第３回 補色 
補色の関係を理解し、応用できる

ようになる。 
ポスターカラー 

第４回 色名 

色名の成立について理解を深める

とともに、オリジナルの色名を考

えることで発想力を高める。 

ポスターカラー 

第５回 三属性とカラーシステム 

正確に色を分類するための基準を

知り、微妙な色の違いを見分ける

力を身につける。 

PCCS チャート 

第６回 色彩のトーン 
明度、彩度から生まれるトーンの

表示方法を理解する。 
TONE チャート 

第７回 トーンイメージ 

少しの色の差やイメージの変化を

いかに表現できるかがわかるよう

になる。 

ポスターカラー 

第８回 配色法① 
配色の基本的な考え方を身につけ

る。 
カラーカード 

第９回 配色法② 
配色の効果や調和を利用できる力

を身につける。 
カラーカード 

第１０回 対比、同化と色彩心理 

色と視覚、寒暖感との関係を知る。 

また、色が人の心理に与える影響

を理解する。 

色鉛筆 

第１１回 色彩とイメージワード 
色によるイメージ作りに必要とな

る、色の表現力を身につける。 
色鉛筆 

第１２回 
カラーウオッチングと 

配色によるイメージ作り 

イメージ作りに必要となる、色の

表現力を高める。 
ポスターカラー 

第１３回 パーソナルカラー 

ベースカラーおよびパーソナルカ

ラーの基本的な考え方を理解す

る。 

カラーカード 

第１４回 色と文化 色と日本文化との関係を知る。 カラーカード 

第１５回 まとめ 
これまで学んだ内容をふり返り、

色の使い方や可能性を理解する。 
カラーカード 
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■■■■国国国国ーーーー20202020総合英語総合英語総合英語総合英語ⅠⅠⅠⅠ    

国際美容コミュニケーション専攻 

科目名 

Subject 

General English Ⅰ 

(TOEIC) 
教員名 English Team 

開講年次 １年 開講時期 前期 単位 １単位 

必修／選択 必修 授業形態 演習   

科目の概要 

まずクラス分けの試験を行う。（TOEIC Bridge） 

点数を勘案して３クラスに分け、上位クラスは主に TOEIC またはそれに準じた内容を行う。 

下位クラスは、TOEIC を受けられるだけの基礎体力をつけるよう、基本文法に焦点を置く。 

授業の目標 
上位クラスは TOEIC６００～７００点を目指す。 

下位クラスは基礎力の構築と、TOEIC Bridge を受けて高得点を取れる力の養成を目指す。 

時間外学習 

（予習・復習） 
As required 

教科書・教材 

教科書 クラスにより異なる 

教材 同上 

使用設備・備品 As required 

参考文献 As required 

評価方法 

100% IP TOEIC Test 

or 

30% Practice Test1, 30% Practice Test 2, 40% IP TOEIC Test 

（学生の理解力を見て多少変更の可能性あり） 

 

履修上の注意     

本科目履修と 

関連する資格 

資格名 TOEIC 

資格取得の流れ  
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 Course Introduction 文型基礎、ＴＯＥＩＣＰＡＲＴ１ 
（毎回終了時には到達目標

に達していること） 

第２回 TOEIC study topic 時制基礎、ＴＯＥＩＣＰＡＲＴ２  

第３回 TOEIC study topic 
不定詞基礎、ＴＯＥＩＣＰＡＲＴ

３ 
 

第４回 TOEIC study topic 
動名詞基礎、ＴＯＥＩＣＰＡＲＴ

４ 
 

第５回 TOEIC study topic 
関係詞基礎、ＴＯＥＩＣＰＡＲＴ

５ 
 

第６回 TOEIC study topic 比較基礎、ＴＯＥＩＣＰＡＲＴ６  

第７回 TOEIC study topic 分詞基礎、ＴＯＥＩＣＰＡＲＴ７  

第８回 TOEIC study topic 
接続詞基礎、ＴＯＥＩＣＰＡＲＴ

８ 
 

第９回 Practice TOEIC test 1（変更有） プラクティステスト１（変更有）  

第１０回 TOEIC study topic 前置詞基礎、ＴＯＥＩＣ混合問題  

第１１回 TOEIC study topic 
名詞節他基礎、ＴＯＥＩＣ混合問

題 
 

第１２回 TOEIC study topic 形容詞基礎、ＴＯＥＩＣ総合問題  

第１３回 TOEIC study topic 副詞基礎、ＴＯＥＩＣ総合問題  

第１４回 Practice TOEIC Test 2（変更有） プラクティステスト２（変更有）  

第１５回 IP TOEIC TEST（TOEIC Bridge） 
ＴＯＥＩＣＩＰテストＯＲＴＯ

ＥＩＣＢridge テスト 
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■■■■国国国国ーーーー21Grammar21Grammar21Grammar21GrammarⅠⅠⅠⅠ        

国際美容コミュニケーション専攻 

科目名 

Subject 
Grammar and Writing Ⅰ 教員名 English Team 

開講年次 １年 開講時期 前期 単位 １単位 

必修／選択 必修 授業形態 講義・演習   

科目の概要 
日常英会話や英文読解及び英作文に必要とされる基本的な文法や単語・熟語を学ぶ。 

英作文の基礎を学ぶ。 

授業の目標 

英語の基礎を理解し、英文読解、英作文、英会話などで学生が応用できるようになる。また、

各種試験にて実践的な力が発揮できるようになる。 

「TOEIC」テストにおいて、500 点以上の取得を目指す。 

時間外学習 

（予習・復習） 
必要に応じて適宜各自で行う。 

教科書・教材 

教科書 
『English Primer』『Ready To Write』『I Write』 

他 

教材 必要に応じて配布する。 

使用設備・備品 必要に応じて使用する。 

参考文献 適宜指示する。 

評価方法 

積極的授業参加 20％、中間まとめ 35％、復習 まとめ 45％。 

なお、出席数が不足の場合は評価対象とはしない。 

履修上の注意 

教科書、辞書（電子辞書も可）、筆記用具を毎回必ず持参すること。授業中に私語や携帯電

話の使用を一切行わないこと。授業開始から 1 分でも遅れた場合は「遅刻」扱いとなるので

要注意。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名 TOEIC、TOEFL、英検など。 

資格取得の流れ 学内で行われる VELC Test や TOEIC IP などを受験。 
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 
授業概要 

名詞 

名詞とは何か及びその種類を理

解する。 
 

第２回 名詞 

名詞の特性について知る。 

普通名詞と固有名詞について理

解する。 

 

第３回 名詞 

集合名詞・物質名詞・抽象名詞に

ついて理解する。  

第４回 
名詞 

名詞のまとめ 

名詞の注意すべき用法について理解

する。 

名詞を使用して文章を作成できる。 

 

第５回 冠詞と名詞 

冠詞の種類について理解する。 

定冠詞及び不定冠詞の用法につ

いて理解する。 

 

第６回 冠詞と名詞 

冠詞と複数の名詞について理解

する。冠詞と集合名詞について理

解する。 

 

第７回 冠詞と名詞 

冠詞と固有名詞・物質名詞・抽象名詞

について理解する。冠詞の位置、反復

と省略について理解する。 

 

第８回 中間まとめ 
前半の授業内容の復習をし、理解を深

めることができる。 
 

第９回 名詞の数・格・性 

数とは何かを理解する。規則的な複数

形、複数語尾の発音、不規則な複数形

について理解する。 

 

第１０回 名詞の数・格・性 

複合語の複数形、注意すべき複

数形について理解する。複数の

特殊な用法について理解する。 

 

第１１回 名詞の数・格・性 

格とは何かを理解する。主格・目

的格の用いられる場合について

理解する。 

 

第１２回 名詞の数・格・性 

所有格の作り方と発音について

理解する。of所有格と-‘s所有格

の相違点について理解する。 

 

第１３回 名詞の数・格・性 

やや特殊な所有格について理解

する。性とは何かについて理解す

る。 

 

第１４回 名詞の数・格・性 

名詞の数・格・性を使用して文章

を作成できる。 

 

 

第１５回 まとめ 

後半の授業の復習をし、理解を

深めることができる。  
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■■■■国国国国ーーーー22222222ReadingReadingReadingReadingⅠⅠⅠⅠ    

国際美容コミュニケーション専攻 

科目名 

Subject 
Reading Ⅰ 教員名 English Team 

開講年次 １年 開講時期 前期 単位 １単位 

必修／選択 必修 授業形態 講義・演習   

科目の概要 厳密にレベル分けされたテキストを用い、長文読解能力を段階的に育成する。 

授業の目標 
長文読解に必要な文法、単語・熟語・表現が理解できるようになる。また、各種試験にて実

践的な力を発揮できるようになる。「TOEIC」テストにおいて、500 点以上の取得を目指す。 

時間外学習 

（予習・復習） 
必要に応じて適宜各自で行う。 

教科書・教材 

教科書 『Easy True Stories Level 2』他 

教材 必要に応じて配布する。 

使用設備・備品 必要に応じて使用する。 

参考文献 適宜指示する。 

評価方法 

積極的授業参加 20％、テスト 35％、復習 まとめ 45％。 

なお、出席数が不足の場合は評価対象とはしない。 

履修上の注意 

教科書、辞書（電子辞書も可）、筆記用具を毎回必ず持参すること。授業中に私語や携帯電

話の使用を一切行わないこと。また、授業開始から 1 分でも遅れた場合は「遅刻」扱いとな

るので要注意。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名 TOEIC、TOEFL、英検など。 

資格取得の流れ 学内で行われる VELC Test や TOEIC IP などを受験。 
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 

授業概要 

「Easy True Stories」 

UNIT 1 

本文の単語・熟語・表現を理解し、和訳す

ることができる。発音に留意しながら本文

を音読することができる。 

 

第２回 UNIT 2 

本文の単語・熟語・表現を理解し、和訳す

ることができる。発音に留意しながら本文

を音読することができる。 

 

第３回 UNIT 3 

本文の単語・熟語・表現を理解し、和訳す

ることができる。発音に留意しながら本文

を音読することができる。 

 

第４回 UNIT 4 

本文の単語・熟語・表現を理解し、和訳す

ることができる。発音に留意しながら本文

を音読することができる。 

 

第５回 UNIT 5 

本文の単語・熟語・表現を理解し、和訳す

ることができる。発音に留意しながら本文

を音読することができる。 

 

第６回 UNIT 6 

本文の単語・熟語・表現を理解し、和訳す

ることができる。本文の要約を 50～70 語

で作成することができる。 

 

第７回 UNIT 7 

本文の単語・熟語・表現を理解し、和訳す

ることができる。本文の要約を 50～70 語

で作成することができる。 

 

第８回 中間まとめ 

前半の UNIT の復習をし、理解を深め

ることができる。本文の要約とその和

訳ができるようになる。 

 

第９回 UNIT 8 

本文の単語・熟語・表現を理解し、和訳す

ることができる。本文の要約を 50～70 語

で作成することができる。 

 

第１０回 UNIT 9 

本文の単語・熟語・表現を理解し、和訳す

ることができる。本文の要約を 50～70 語

で作成することができる。 

 

第１１回 UNIT 10 

本文の単語・熟語・表現を理解し、意訳す

ることができる。本文を感情こめて音読す

ることができる。 

 

第１２回 UNIT 11 

本文の単語・熟語・表現を理解し、意訳す

ることができる。本文を感情こめて音読す

ることができる。 

 

第１３回 UNIT 12 

本文の単語・熟語・表現を理解し、意訳す

ることができる。本文を感情こめて音読す

ることができる。 

 

第１４回 UNIT 13 

本文の単語・熟語・表現を理解し、意訳す

ることができる。本文を感情こめて音読す

ることができる。 

 

第１５回 まとめ 

後半の UNIT の復習をし、理解を深めるこ

とができる。Unit の要約とその和訳をし、

プレゼンテーションができるようになる。
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■■■■国国国国ーーーー23232323SpeakingASpeakingASpeakingASpeakingAⅠⅠⅠⅠ    

国際美容コミュニケーション専攻 

科目名 

Subject 
SPEAKING AⅠ 教員名 Parker, Cole, Imai  

開講年次 １年 開講時期 前期 単位 １単位 

必修／選択 必修 授業形態 演習   

科目の概要 
In this class we will practice using English in real life situateions focusing on 

the subjects of fashion, art and design.  

授業の目標 
The aim of this course is to prepare students to use English to express thieir 

ideas and thoughts on fashion, art and design.  

時間外学習 

（予習・復習） 
As required 

教科書・教材 

教科書 Fashionable English / Original material 

教材 Note book, pen or pencil, dictionary (optional)  

使用設備・備品 As required 

参考文献 As required 

評価方法 
Course work 70%, Final Examination ３０% 

 

履修上の注意  

本科目履修と 

関連する資格 

資格名  

資格取得の流れ  

 

  

22 

 

授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 Class Introduction 

-General explanation of course  

-Group activity on professional and 

personal motivation for improving 

English communication skills 

-Discuss the fundamentals of 

positive communication) Motivation 

Discussion 

-Complete understanding of the course 

requirements  

-Understanding of how improving 

English skills will have a direct effect on 

career and personal life  -Students will 

how positive communication can be 

achieved and how important it is to the 

success of beauty professionals 

第２回 
Compliments 

& Small Talk 

-Group practice vocabulary and 

phrases  

-Pair and group activity - 

complimenting each other and 

starting short small talk 

conversations  

-Students will be able to give and 

receive heartfelt and sincere 

compliments for a variety of situations  

-Students will be comfortable using 

various small talk phrases 

第 3-4 回 What Shall I wear?  - Clothes and Apparel 

Students will have a basic understanding 

as to how to describe and talk about 

clothes and apparel 

第 5-7 回 

 What color is it?  

What’s it made 

of?  

Do they match?  

- Colors and patterns  

- Materials  

- Coordination  

Students will have a basic understanding 

as to how to describe and talk about 

colors and patterns, materials and 

coordination  

第 8 回 
What’s hot and 

what’s not?  
- Styles and Trends  

- Students will have a basic 

understanding as to how to describe and 

talk about styles and trends in fashion 

and beauty.  

 

第 9-11 回 

What does he look 

like?  

What’s your place 

like?  

- Describing people  

- Home decorating  

-Students will learn about various ways 

to describe people and talk about home 

decorating.  

第１２回 Open Week    

第 13-15

回 

Where did you get 

it? 

Final exam 

preparation  

- Shops and Cafes   

- Shopping  

- Final exam  

 Students will have a basic 

understanding as to how to talk about 

shops, cafes and shopping.  

Final exam  
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■■■■国国国国ーーーー24242424SpeakingBSpeakingBSpeakingBSpeakingBⅠⅠⅠⅠ    

国際美容コミュニケーション専攻 

科目名 

Subject 
SPEAKING B I 教員名 English Team 

開講年次 １年 開講時期 前期 単位 １単位 

必修／選択 必修 授業形態 演習   

科目の概要 Classroom English 

授業の目標 

For college students learning English in a non-English speaking country, college 

related matters offer real and meaningful English conversation opportunities. 

Examples include test dates, lesson changes, and homework. By the end of the 

course, students will be able to engage in a selection of related conversations 

with instructors and other students. 

 

時間外学習 

（予習・復習） 
As required 

教科書・教材 

教科書 None 

教材 Lesson notes 

使用設備・備品 As required 

参考文献 As required 

評価方法 

Course work 70%, Midterm Test 15%, Final Test 15% 

Grading will also be subject to attendance. 

 

履修上の注意     

本科目履修と 

関連する資格 

資格名  

資格取得の流れ  
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 Course Introduction      

第２回 Unit 1: Attendance 
To be able to explain lesson 

absences 
    

第３回 Unit 2: Lesson Instructions 
To be able to clarify and 

confirm lesson instructions 
    

第４回 Unit 3: Lesson Schedules 

To be able to talk about school 

event dates and lesson 

schedules    

    

第５回 Unit 4: Homework 
To be able to ask about 

homework 
    

第６回 Unit 5: Tests To be able to ask about tests     

第７回 Review Units 1, 2, 3, 4, 5 Preparation for Mid Term Test        

第８回 Mid Term Test         

第９回 Unit 6: School Bus Timetable 
To be able to decide when to 

catch the school bus 
    

第１０回 Unit 7: Minor Illnesses 
To be able to describe a minor 

illnesses    
    

第１１回 Unit 8: Appointments 

To be able to make an 

appointment to see a teacher 

    

    

第１２回 Unit 9: Schedule Changes 
To be able to talk about 

schedule changes    
    

第１３回 Unit 10: School Events 
To be able to talk about school 

events    
    

第１４回 Review Units 6, 7, 8, 9, 10 Preparation for Final Test        

第１５回 Final Test         
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■■■■国国国国ーーーー25252525総合英語総合英語総合英語総合英語ⅡⅡⅡⅡ    

国際美容コミュニケーション専攻 

科目名 

Subject 
General English Ⅱ 教員名 English Team 

開講年次 １年 開講時期 後期 単位 １単位 

必修／選択 必修 授業形態 演習   

科目の概要 
前期の成績を考慮して（必要があれば前期と同様クラス分け試験を行う可能性あり） 

TOEIC または TEIC を受けるのに必要な基礎体力をつけることに主眼を置く。 

授業の目標 

前期と同じ。 

上位クラスは更に得点アップを目指す。 

下位クラスも TOEIC が受験できるようになった者は受験を許可する。 

その他の学生は引き続き TOEIC Bridge を受験し高得点を目指す。 

時間外学習 

（予習・復習） 
As required 

教科書・教材 

教科書 クラスにより異なる 

教材 クラスにより異なる 

使用設備・備品 As required 

参考文献 As required 

評価方法 

100% IP TOEIC Test 

or 

30% Practice Test1, 30% Practice Test 2, 40% IP TOEIC Test 

(学生の状況を見て多少変更の可能性あり) 

履修上の注意     

本科目履修と 

関連する資格 

資格名 TOEIC 

資格取得の流れ  

 

  

24 

授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 Course Introduction 

コースイントロダクション 

前期の復習、ＴＯＥＩＣミニテス

ト 

（毎回終了時には到達目標

に達していること） 

第２回 TOEIC study topic 

ＰＡＲＴ１応用問題 

以下毎回文法問題実施（文型応

用） 

 

第３回 TOEIC study topic 
ＰＡＲＴ２応用問題 

文法問題（応用） 
 

第４回 TOEIC study topic 
ＴＯＥＩＣＰＡＲＴ３応用問題 

文法問題（不定詞応用） 
 

第５回 TOEIC study topic 
ＴＯＥＩＣＰＡＲＴ４応用問題 

文法問題（動名詞応用） 
 

第６回 TOEIC study topic 
ＴＯＥＩＣＰＡＲＴ５応用問題 

文法問題（名詞副詞節など応用） 
 

第７回 TOEIC study topic 
ＴＯＥＩＣＰＡＲＴ６応用問題 

文法問題（形容詞副詞応用） 
 

第８回 TOEIC study topic 
ＴＯＥＩＣＰＡＲＴ７応用問題 

文法問題（関係詞の応用） 
 

第９回 Practice TOEIC test 1 プラクティステスト（変更有）  

第１０回 TOEIC study topic 
ＴＯＥＩＣ総合問題 

文法問題（仮定法応用） 
 

第１１回 TOEIC study topic 

ＴＯＥＩＣ総合問題 

文法問題（接続詞前置詞の混合問

題応用） 

 

第１２回 TOEIC study topic 
ＴＯＥＩＣ総合問題 

文法問題（比較級の応用） 
 

第１３回 TOEIC study topic 
ＴＯＥＩＣ総合問題１ 

（特にリスニングセクション） 
 

第１４回 Practice TOEIC Test 2 
ＴＯＥＩＣ総合問題２ 

（特にリーディングセクション） 
 

第１５回 IP TOEIC TEST（TOEIC Bridge） 
ＴＯＥＩＣＩＰテスト（ＯＲブリ

ッジテスト） 
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■■■■国国国国ーーーー26262626GrammarGrammarGrammarGrammarⅡⅡⅡⅡ    

国際美容コミュニケーション専攻 

科目名 

Subject 
Grammar and Writing Ⅱ 教員名 English Team 

開講年次 １年 開講時期 後期 単位 １単位 

必修／選択 必修 授業形態 講義・演習   

科目の概要 
日常英会話や英文読解及び英作文に必要とされる基本的な文法や単語・熟語を学ぶ。 

英作文の基礎を学ぶ。 

授業の目標 

英語の基礎を理解し応用力を身につけ、英文読解、英作文、英会話などで学生が自ら活用で

きるようになる。また、各種試験にてさらに実践的な力が発揮できるようになる。 

「TOEIC」テストにおいて 600 点以上の取得を目指す。 

時間外学習 

（予習・復習） 
必要に応じて適宜各自で行う。 

教科書・教材 

教科書 
『English Primer』『Grammar and Beyond』 

『I Write』『Ready To Write』他 

教材 必要に応じて配布する。 

使用設備・備品 必要に応じて使用する。 

参考文献 適宜指示する。 

評価方法 

積極的授業参加 20％、中間まとめ 35、復習 まとめ 45％。 

なお、出席数が不足の場合は評価対象とはしない。 

履修上の注意 

教科書、辞書（電子辞書も可）、筆記用具を毎回必ず持参すること。授業中に私語や携帯電

話の使用を一切行わないこと。授業開始から 1 分でも遅れた場合は「遅刻」扱いとなるので

要注意。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名 TOEIC、TOEFL、英検など。 

資格取得の流れ 学内で行われる VELC Test や TOEIC IP などを受験。 
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 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 代名詞 

代名詞とは何か及びその種類につい

て理解する。代名詞の特性について

理解する。 

 

第２回 代名詞 

人称とは何か及び人称代名詞に

ついて理解する。  

第３回 代名詞 

格の用法について理解する。1人称、2人

称、3 人称の人称代名詞について理解す

る。所有代名詞について理解する。 

 

第４回 代名詞 

再帰代名詞とは何か及びその基本的用法

について理解する。再帰代名詞を含む注意

すべき成句について理解する。 

 

第５回 代名詞 

指示代名詞とは何かを理解する。This, 

That の用法、及び指示代名詞に関する成

句的表現について理解する。 

 

第６回 代名詞 

不定代名詞の種類と用法について理解す

る。All、Every、Both、Each、Either、

Neitherの用法について理解する。 

 

第７回 代名詞 

Some、Any、One、None、No、Other、

Another、Such、Same、-body、-one、-thing

で終わる語の用法について理解する。 

 

第８回 中間まとめ 

前半の授業復習をし、理解を深めることが

できる。代名詞を使用して文章を作成する

ことができる。 

 

第９回 疑問詞 

疑問詞の種類について理解す

る。疑問代名詞の数・格・人称に

ついて理解する。 

 

第１０回 疑問詞 

疑問詞の性質・位置・用法・特に

注意すべき用法について理解す

る。 

 

第１１回 疑問詞 

疑問詞を含む成句的表現を理解

する。疑問詞を使用して、文章を

作成することができる。 

 

第１２回 関係詞 

関係詞の種類と格変化について

理解する。関係代名詞の性質と基

本的な働きについて理解する。 

 

第１３回 関係詞 

関係代名詞の数・人数・格につい

て理解する。「前置詞＋関係代名

詞」を理解する。 

 

第１４回 関係詞 

Who、Which、Thatの用法につい

て理解する。先行詞に関して注意

すべき事項を理解する。 

 

第１５回 まとめ 

後半の授業の復習をし、理解を

深めることができる。  
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■■■■国国国国ーーーー27272727ReadingReadingReadingReadingⅡⅡⅡⅡ    

国際美容コミュニケーション専攻 

科目名 

Subject 
Reading Ⅱ 教員名 English Team 

開講年次 １年 開講時期 後期 単位 １単位 

必修／選択 必修 授業形態 講義・演習   

科目の概要 厳密にレベル分けされたテキストを用い、長文読解能力を段階的に育成する。 

授業の目標 
長文読解に必要な文法、単語・熟語・表現が理解できるようになる。また、各種試験にて実

践的な力を発揮できるようになる。「TOEIC」テストにおいて、600 点以上の取得を目指す。 

時間外学習 

（予習・復習） 
必要に応じて適宜各自で行う。 

教科書・教材 

教科書 『Easy Ture Stories Level 2』『True Stories In the News』他 

教材 必要に応じて配布する。 

使用設備・備品 必要に応じて使用する。 

参考文献 適宜指示する。 

評価方法 

積極的授業参加 20％、中間まとめ 35％、復習 まとめ 45％。 

なお、出席数が不足の場合は評価対象とはしない。 

履修上の注意 

教科書、辞書（電子辞書も可）、筆記用具を毎回必ず持参すること。授業中に私語や携帯電

話の使用を一切行わないこと。授業開始から 1 分でも遅れた場合は「遅刻」扱いとなるので

要注意。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名 TOEIC、TOEFL、英検など。 

資格取得の流れ 学内で行われる VELC Test や TOEIC IP などを受験。 
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 

授業概要 

「Easy True Stories」 

UNIT 14 

本文の単語・熟語・表現を理解し、意訳す

ることができる。本文を感情こめて音読す

ることができる。 

 

第２回 UNIT 15 

本文の単語・熟語・表現を理解し、意訳す

ることができる。本文を感情こめて音読す

ることができる。 

 

第３回 UNIT 16 

本文の単語・熟語・表現を理解し、意訳す

ることができる。本文を感情こめて音読す

ることができる。 

 

第４回 UNIT 17 

本文の単語・熟語・表現を理解し、意訳す

ることができる。本文を感情こめて音読す

ることができる。 

 

第５回 UNIT 18 

本文の単語・熟語・表現を理解し、意訳す

ることができる。本文を感情こめて音読す

ることができる。 

 

第６回 UNIT 19 

本文の単語・熟語・表現を理解し、意訳す

ることができる。本文を感情こめて音読す

ることができる。 

 

第７回 UNIT 20 

本文の単語・熟語・表現を理解し、意訳す

ることができる。本文を感情こめて音読す

ることができる。 

 

第８回 中間まとめ 

前半の UNIT の復習をし、理解を深めるこ

とができる。Unit の要約をし、その和訳が

できるようになる。 

 

第９回 
「True Stories In the News」 

UNIT 1 

本文の単語・熟語・表現を理解し、意訳す

ることができる。本文を感情こめて音読す

ることができる。本文の要約ができる。 

 

第１０回 UNIT 2 

本文の単語・熟語・表現を理解し、意訳す

ることができる。本文を感情こめて音読す

ることができる。本文の要約ができる 

 

第１１回 UNIT 3 

本文の単語・熟語・表現を理解し、意訳す

ることができる。本文を感情こめて音読す

ることができる。本文の要約ができる 

 

第１２回 UNIT 4 

本文の単語・熟語・表現を理解し、意訳す

ることができる。本文を感情こめて音読す

ることができる。本文の要約ができる 

 

第１３回 UNIT 5 

本文の単語・熟語・表現を理解し、意訳す

ることができる。本文を感情こめて音読す

ることができる。本文の要約ができる 

 

第１４回 UNIT 6 

本文の単語・熟語・表現を理解し、意訳す

ることができる。本文を感情こめて音読す

ることができる。本文の要約ができる 

 

第１５回 まとめ 

後半の UNIT の復習をし、理解を深めるこ

とができる。Unit の要約とその和訳をし、

プレゼンテーションができるようになる。 

 

 

  



27 

■■■■国国国国ーーーー28282828SpeakingASpeakingASpeakingASpeakingAⅡⅡⅡⅡ    

国際美容コミュニケーション専攻 

科目名 

Subject 
SPEAKING AⅡ 教員名 Parker  

開講年次 1 年 開講時期 後期 単位 １単位 

必修／選択 必修 授業形態 演習   

科目の概要 
In this class we will practice using English in real life situations focusing on 

the subjects of fashion, art and design.  

授業の目標 
The aim of this course is to prepare students to use English to express their 

ideas and thoughts on fashion, art and design.  

時間外学習 

（予習・復習） 
As required 

教科書・教材 

教科書 Fashionable English / Original material 

教材 Note book, pen or pencil, dictionary (optional)  

使用設備・備品 As required 

参考文献 As required 

評価方法 

Course work 70%, Final Examination ３０% 

 

履修上の注意  

本科目履修と 

関連する資格 

資格名  

資格取得の流れ  

 

授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 General Introduction 

-General explanation of course  

-Group activity on professional and 

personal motivation for improving 

English communication skills  

-Winter vacation discussion   

 

-Understanding of how improving 

English skills will have a direct effect 

on career and personal life   

-Students will how positive 

communication can be achieved and 

how important it is to the success of 

beauty professionals 

27 

第２回 

～ 

第 3 回 

How do you make it?  - Sewing and cooking 

Students will have a basic 

understanding as to how to describe 

and talk about sewing and preparing 

meals 

第 4 回 

～ 

第 5 回 

How often do you get your 

hair cut?  
- Daily Routines  

Students will have a basic 

understanding as to how to describe 

and talk about their daily routines  

第 6 回 

 
May I use your phone?  

- Homestay 

- Asking for things  

Students will have a basic 

understanding as to how to ask for 

things and ask for assistance 

第 7 回 

～ 

第 9 回 

How does it fit?  - Retail Sales  

Students will have a basic 

understanding as to how to describe 

and talk making sales and dealing with 

customers  

第 10 回 

～ 

第 11 回 

Do  you have any work  

experience?  
- Employment  

Students will have a basic 

understanding as to how to describe 

and talk about employment and their 

skills 

第 12 回 

～ 

第 13 回 

Break a Leg!  - Fashion Shows and theater  

Students will have a basic 

understanding as to how to describe 

and talk about working back stage 

during a fashion show and the theater  

第１4 回 final evaluation   

第１５

回 

Communication Manner 

(WEEK ONE)  

- Sending and replying to emails 

in English  

- Sending LINE messages in 

English  

- Talking on the telephone in 

English  

Students will have a basic 

understanding as to how to 

communicate properly using email, and 

on the telephone  
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■■■■国国国国ーーーー29292929SpeakingBSpeakingBSpeakingBSpeakingBⅡⅡⅡⅡ    

国際美容コミュニケーション専攻 

科目名 

Subject 
SPEAKING B Ⅱ 教員名 English Team 

開講年次 １年 開講時期 後期 単位 １単位 

必修／選択 必修 授業形態 演習   

科目の概要 Healthy Living 

授業の目標 

This is a conversation course on healthy living. Example topics include dieting, 

cleaning, and exercise. By the end of the course, students will be able to engage 

in a selection of basic conversations related to healthy living. The course will 

also prepare students for the general conversation component of the English Test 

of Aesthetics. 

 

時間外学習 

（予習・復習） 
As required 

教科書・教材 

教科書 None 

教材 Lesson notes 

使用設備・備品 As required 

参考文献 As required 

評価方法 

Course work 70%, Midterm Test 15%, Final Test 15% 

Grading will be subject to sufficient attendance. 

 

履修上の注意     

本科目履修と 

関連する資格 

資格名  

資格取得の流れ  
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 Course Introduction      

第２回 Unit 1: Food and Drink 
To be able to talk about 

healthy food and dieting. 
    

第３回 Unit 2:Unit 2:Unit 2:Unit 2: Health and Exercise    
To be able to talk about ways 

to stay healthy. 
    

第４回 Unit 3: Work and Interests 
To be able to talk about 

current work and interests.    
    

第５回 Unit 4: Making time 

To be able to talk about the 

balance between work, play, 

and sleep.    

    

第６回 Unit 5: Personality 
To be able to talk about 

personality types. 
    

第７回 Review Units 1, 2, 3, 4, 5 Preparation for Mid Term Test.        

第８回 Mid Term Test         

第９回 Unit 6: Family and Friends 
To be able to talk about ways 

to make new friends.    
    

第１０回 

Unit 7: Cleanliness and 

Tidiness 

 

To be able to talk about 

washing, cleaning, and 

tidiness. 

    

第１１回 Unit 8: Bad habits 
To be able to talk bad habits 

and how to stop them.    
    

第１２回 Unit 9: Old wives tales 
To be able to talk about 

unproven remedies and advice    
    

第１３回 Unit 10: Personal goals 
To be able to talk about future 

plans and goals.    
    

第１４回 Review Units 6, 7, 8, 9, 10 Preparation for Final Test.        

第１５回 Final Test         
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■■■■国国国国ーーーー30303030日本語日本語日本語日本語ⅠⅠⅠⅠ    

国際美容コミュニケーション専攻 

科目名 

Subject 

日本語Ⅰ 

JapaneseⅠ 
教員名 田仲 安則 

開講年次 １年 開講時期 前期 単位 １単位 

必修／選択 留学生必修 授業形態 演習   

科目の概要 
大学生活で必要とされる情報の集め方、講義の上手な聞き方、メモの取り方、答案の書き

方、レポートのしかたなどを習得する 

授業の目標 大学での勉強や研究を進めていくために必要な日本語の能力を養うことを目標とする 

時間外学習 

（予習・復習） 
より多くの日本語の表現、語彙に接するよう努力すること 

教科書・教材 

教科書 大学生のための日本語(産能大学出版部) 

教材  

使用設備・備品 
VTR「大学生のための日本語」から「情報収集の方法」「面接の受け方」 

「講義を聞いてノートをとる」を使用 

参考文献  

評価方法 
平常点(学習態度、提出物の精度など)、期末試験 

なお、出席数が不足の場合は評価対象とはしません。 

履修上の注意 毎回提出物があるので、欠席は平常点にも大きく影響するので、特に注意すること 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名  

資格取得の流れ  

 

  

29 

授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 授業のオリエンテーション 到達目標の方向性の理解と確認  

第２回 印刷物からの情報収集 情報収集の方法を知る。１  

第３回 インタヴューによる情報収集 情報収集の方法を知る。２  

第４回 

高い評価をしてもらえる面接 

ＶＴＲを見ながらモニタリング

し自己研鑽をする 

面接の受け方を理解する。  

第５回 

本を読んで上手に的確にノート

をとる 

箇条書きに慣れる 

ノートがとれるようになる１  

第６回 

講義(ＶＴＲ)を聞いてノートを

とる 

箇条書きに慣れる 

ノートがとれるようになる２  

第７回 中間まとめ ノートの取り方を理解する。  

第８回 
答案の定則を学習 

日本語の文体の使い分けの習得 
答案の書き方を知る。  

第９回 レポート作成のプロセス レポート作成のポイントを知る。  

第１０回 順序だててレポートを書く レポート作成のポイントを知る。  

第１１回 引用してレポートを書く レポート作成の方法を理解する。  

第１２回 
表やグラフを使ったレポートと

その説明文 
レポート作成の方法を理解する。  

第１３回 
レポートと作文の違い 

作文の構成を考える 

作文１ 

テーマに沿った作文を書くこと

が出来るようになる。 

 

第１４回 段落構成と展開 
作文２ 展開と主張をすること

が出来るようになる。 
 

第１５回 まとめ 復習 自分の能力を評価し、理解する。  
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■■■■国国国国ーーーー33331111日本語日本語日本語日本語ⅡⅡⅡⅡ    

国際美容コミュニケーション専攻 

科目名 

Subject 

日本語Ⅱ 

JapaneseⅡ 
教員名 田仲 安則 

開講年次 １年 開講時期 後期 単位 １単位 

必修／選択 留学生必修 授業形態 演習   

科目の概要 

必要な情報や知識だけ、素早くつかみ取れる能力、普通の日本人に近い自然な読解能力、

速く大量に読める能力、予測や推測の力をつけることで読解力を伸ばす、日本語で読むこ

とを楽しめるようになることに重点をおいた授業を行う。 

授業の目標 
大学生活では教科書を読む、レポートを書くなど速く大量に読むことが要求され、そのた

めの速読の仕方を学び、出来るようになる。 

時間外学習 

（予習・復習） 
より多くの日本語の表現、語彙に接するよう努力すること 

教科書・教材 

教科書 大学生のための日本語(産能大学出版部) 

教材  

使用設備・備品 
VTR「大学生のための日本語」から「情報収集の方法」「面接の受け方」 

「講義を聞いてノートをとる」を使用 

参考文献  

評価方法 
平常点(学習態度、提出物の精度など)、期末試験 

なお、出席数が不足の場合は評価対象とはしません。 

履修上の注意 毎回提出物があるので、欠席は平常点にも大きく影響するので、特に注意すること 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名  

資格取得の流れ  
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 オリエンテーション 
速読のスキルアップとは何かを

知る。 
 

第２回 スキャニングの技術 
情報を取る方法を知り、スキルを

磨く 
 

第３回 スキミングの技術 
大意を取る方法を知り、スキルを

磨く 
 

第４回 スキャンとスキムを総合練習 
スキャニングとスキミングを同

時に使う技術を磨く 
 

第５回 必要な情報を取り出す 

大量の文字情報の中から必要な

情報を効率的に取り出すスキル

学ぶ。 

 

第６回 タイトル・トッピックス 

タイトル・トッピックスから内容

の予測をして内容全体を把握す

ることが出来るようになる。 

 

第７回 次に続く内容の予測 
新聞の見出しから、その内容を予

測することが出来るようになる。 
 

第８回 実践編 １ 
必要な情報を取り出すことが出

来るようになる。 
 

第９回 実践編 ２ 正誤問題を理解する。  

第１０回 実践編 ３ 
タイトル・トピックス・主題・内

容を捉えることが出来るように

ンなる。 

 

第１１回 日本語を楽しく読む １ 
フリーワードから多角的に日本

語を学ぶ。 
ネパールのビール 

第１２回 日本語を楽しく読む ２ 
フリーワードから多角的に日本

語を学ぶ。 
握手  

第１３回 日本語を楽しく読む ３ 
フリーワードから多角的に日本

語を学ぶ。 
分相応と分不相応 

第１４回 日本語を楽しく読む ４ 
フリーワードから多角的に日本

語を学ぶ。 
涙 

第１５回 総合評価 
速読の方法を理解し、出来るよう

になる。 
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■■■■国国国国ーーーー32323232日本語日本語日本語日本語ⅢⅢⅢⅢ    

国際美容コミュニケーション専攻 

科目名 

Subject 

日本語Ⅲ 

JapaneseⅢ 
教員名 田仲 安則 

開講年次 ２年 開講時期 前期 単位 １単位 

必修／選択 留学生必修 授業形態 演習   

科目の概要  評論文、解説文やエッセイなどを読む力を養成する 

授業の目標 
 日本語能力試験の N1 レベルの問題を解きながら、日本語の文章の仕組みやモダリティ 

 アスペクトなどを理解し、より深い読解力を身につける 

時間外学習 

（予習・復習） 
 特になし 

教科書・教材 

教科書  毎回プリントを配布 

教材  完全マスター読解 N1 スリエーネットワーク編 

使用設備・備品  特になし 

参考文献  

評価方法 

 学習態度、期末試験 

なお、出席数が不足の場合は評価対象とはしませんなお、出席数が不足の場合は評価対象とはしませんなお、出席数が不足の場合は評価対象とはしませんなお、出席数が不足の場合は評価対象とはしません。 

履修上の注意  

本科目履修と 

関連する資格 

資格名  

資格取得の流れ  
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回  オリエンテーション 

学習に先立ち 授業の目標を理

解する。 

 効果的な読解力の向上を確認 

 

第２回  文章の仕組みを理解する １ テーマと対比を理解する。  

第３回  文章の仕組みを理解する ２ 
対比と内容把握のポイントを理

解する。 
 

第４回  文章の言い換えを把握 １ 
テーマと言い換え、対比について

理解する。 
 

第５回  文章の言い換えを把握 ２ 
テーマと言い換え、接続について

理解する。 
 

第６回  比喩から筆者の意見  比喩から筆者の意図、意見の理解  

第７回  比喩から自己の発想の展開  

比喩と筆者の意図と自分の意見

をまとめることが出来るように

なる。 

 

第８回  疑問例示文と論点  疑問例示文と論点の整理、理解  

第９回  疑問例示文と結論  

疑問例示文と論点と筆者の意見

を理解することが出来るように

なる。 

 

第１０回 
 読解のストラテジー  

指示語１ 
指示語の的確な理解  

第１１回 
 読解のストラテジー  

指示語２ 

指示語の的確な理解  

対比と内容整理 
 

第１２回 
 読解のストラテジー 

  結論とその根拠 
疑問例示と結論とその根拠理解  

第１３回 
 読解のストラテジー  

  例と結論 

例示とスキムングが出来るよう

になる。 
 

第１４回 
 読解のストラテジー  

  スキムング（全体の把握） 

キーワードとスキムングが出来

るようになる。 
 

第１５回 
 読解のストラテジー  

  情報を整理 

多量の情報の中から必要な情報

を短時間で取り出すことが出来

るようになる。 
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■■■■国国国国ーーーー33333333総合英語総合英語総合英語総合英語ⅢⅢⅢⅢ    

国際美容コミュニケーション専攻 

科目名 

Subject 
General English Ⅲ 教員名 English Team 

開講年次 ２年 開講時期 前期 単位 １単位 

必修／選択 必修 授業形態 演習   

科目の概要 

まずクラス分けの試験を行う。（TOEIC Bridge） 

点数を勘案して３クラスに分け、上位クラスは主に TOEIC またはそれに準じた内容を行う。 

下位クラスは、TOEIC を受けられるだけの基礎体力をつけるよう、基本文法に焦点を置く。 

授業の目標 
上位クラスは TOEIC６００～７００点を目指す。 

下位クラスは基礎力の構築と、TOEIC Bridge を受けて高得点を取れる力の養成を目指す。 

時間外学習 

（予習・復習） 
As required 

教科書・教材 

教科書 クラスによって異なる 

教材 同上 

使用設備・備品 As required 

参考文献 As required 

評価方法 

100% IP TOEIC Test 

or 

30% Practice Test1, 30% Practice Test 2, 40% IP TOEIC Test 

（生徒の状況 

履修上の注意     

本科目履修と 

関連する資格 

資格名 TOEIC 

資格取得の流れ  
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 Course Introduction 文型基礎、ＴＯＥＩＣＰＡＲＴ１ 
（毎回終了時には到達目標

に達していること） 

第２回 TOEIC study topic 時制基礎、ＴＯＥＩＣＰＡＲＴ２     

第３回 TOEIC study topic    
不定詞基礎、ＴＯＥＩＣＰＡＲＴ

３ 
    

第４回 TOEIC study topic 
動名詞基礎、ＴＯＥＩＣＰＡＲＴ

４ 
    

第５回 TOEIC study topic 
関係詞基礎、ＴＯＥＩＣＰＡＲＴ

５ 
    

第６回 TOEIC study topic 比較基礎、ＴＯＥＩＣＰＡＲＴ６     

第７回 TOEIC study topic 分詞基礎、ＴＯＥＩＣＰＡＲＴ７     

第８回 TOEIC study topic 
接続詞基礎、ＴＯＥＩＣＰＡＲＴ

８ 
    

第９回 Practice TOEIC test 1 プラクティステスト１（変更有）     

第１０回 TOEIC study topic 前置詞基礎、ＴＯＥＩＣ混合問題     

第１１回 TOEIC study topic 
名詞節他基礎、ＴＯＥＩＣ混合問

題 
    

第１２回 TOEIC study topic 形容詞基礎、ＴＯＥＩＣ総合問題     

第１３回 TOEIC study topic 副詞基礎、ＴＯＥＩＣ総合問題     

第１４回 Practice TOEIC Test 2 プラクティステスト２（変更有）     

第１５回 IP TOEIC TEST 
ＴＯＥＩＣＩＰテストＯＲＴＯ

ＥＩＣＢridge テスト 
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■■■■国国国国ーーーー33334444GrammarGrammarGrammarGrammarⅢⅢⅢⅢ    

国際美容コミュニケーション専攻 

科目名 

Subject 
Grammar and Writing Ⅲ 教員名 English Team 

開講年次 ２年 開講時期 前期 単位 １単位 

必修／選択 必修 授業形態 講義・演習   

科目の概要 
日常英会話や英文読解及び英作文に必要とされる基本的な文法や単語・熟語を学ぶ。 

英作文のスキルを学ぶ。 

授業の目標 

英語の基礎を理解し応用力を身につけ、英文読解、英作文、英会話などで学生が自ら活用で

きるようになる。また、各種試験にてさらに実践的な力が発揮できるようになる。 

「TOEIC」テストにおいて 650 点以上の取得を目指す。 

時間外学習 

（予習・復習） 
必要に応じて適宜各自で行う。 

教科書・教材 

教科書 
『Grammar Plus』『Grammar and Beyond』 

『Longman Academic Writing Series Ⅰ』他 

教材 必要に応じて配布する。 

使用設備・備品 必要に応じて使用する。 

参考文献 適宜指示する。 

評価方法 

積極的授業参加 20％、中間まとめ 35％、復習 まとめ 45％。 

なお、出席数が不足の場合は評価対象とはしない。 

履修上の注意 

教科書、辞書（電子辞書も可）、筆記用具を毎回必ず持参すること。授業中に私語や携帯電

話の使用を一切行わないこと。授業開始から 1 分でも遅れた場合は「遅刻」扱いとなるので

要注意。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名 TOEIC、TOEFL、英検など。 

資格取得の流れ 学内で行われる VELC Test や TOEIC IP などを受験。 
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 
授業概要 

関係詞 

関係副詞の種類と用途を理解する。関係代名

詞・関係副詞の省略及び限定用法と連続用法

について理解する。 

 

第２回 関係詞 
連続用法の意味・訳し方及び Which の特殊な

用法について理解する。 
 

第３回 関係詞 

関係代名詞を含むやや複雑な構文について理

解する。関係代名詞 What、but、as の用法に

ついて理解する。 

 

第４回 関係詞 

複合関係代名詞と複合関係副詞の用法につい

て理解する。関係代名詞を使用して文章を作成

することができる。 

 

第５回 動詞 

動詞とは何か及びその種類について理解する。

動詞の活用と規則動詞の活用について理解す

る。 

 

第６回 動詞 
不規則動詞の活用について理解する。現在分詞

の作り方について理解する。 
 

第７回 動詞 
自動詞と他動詞について理解する。完全自動詞

と不完全自動詞について理解する。 
 

第８回 中間まとめ 
前半の授業の復習をし、理解を深めることがで

きる。 
 

第９回 動詞 
完全他動詞と不完全他動詞について理解する。

目的語とは何か及びその性質を理解する。 
 

第１０回 動詞 
補語とは何か及びその種類を理解する。補語の

性質について理解する。 
 

第１１回 動詞 
目的語と補語の相違点について理解する。動詞

の注意すべき用法について理解する。 
 

第１２回 時制 

時制とは何か及びその種類について理解する。

現在時制・過去時制・未来時制について理解す

る。 

 

第１３回 時制 
Willの用法、Shallの用法、Will、Shallによら

ない未来の表現について理解する。 
 

第１４回 時制 
現在完了時制、過去完了時制、未来完了時制に

ついて理解する。 
 

第１５回 まとめ 

後半の授業の復習をし、理解を深めることが

できる。現在形・過去形・未来形を使用して

文章を作成することができる。 
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■■■■国国国国ーーーー35353535ReadingReadingReadingReadingⅢⅢⅢⅢ    

国際美容コミュニケーション専攻 

科目名 

Subject 
Reading Ⅲ 教員名 English Team 

開講年次 ２年 開講時期 前期 単位 １単位 

必修／選択 必修 授業形態 講義・演習   

科目の概要 厳密にレベル分けされたテキストを用い、長文読解能力を段階的に育成する。 

授業の目標 
長文読解に必要な文法、単語・熟語・表現が理解できるようになる。また、各種試験にて実

践的な力を発揮できるようになる。「TOEIC」テストにおいて 650 点以上の取得を目指す。 

時間外学習 

（予習・復習） 
必要に応じて適宜各自で行う。 

教科書・教材 

教科書 『True Stories In The News』他 

教材 必要に応じて配布する。 

使用設備・備品 必要に応じて使用する。 

参考文献 適宜指示する。 

評価方法 

積極的授業参加 20％、中間まとめ 35％、復習 まとめ 45％。 

なお、出席数が不足の場合は評価対象とはしない。 

履修上の注意 

教科書、辞書（電子辞書も可）、筆記用具を毎回必ず持参すること。授業中に私語や携帯電

話の使用を一切行わないこと。授業開始から 1 分でも遅れた場合は「遅刻」扱いとなるので

要注意。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名 TOEIC、TOEFL、英検など。 

資格取得の流れ 学内で行われる VELC Test や TOEIC IP などを受験。 
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 

授業概要 

「True Stories In the News」 

UNIT 7 

本文の単語・熟語・表現を理解し、意訳することが

できる。本文を感情こめて音読することができる。 
 

第２回 UNIT 8 
本文の単語・熟語・表現を理解し、意訳することが

できる。本文を感情こめて音読することができる。 
 

第３回 UNIT 9 
本文の単語・熟語・表現を理解し、意訳することが

できる。本文を感情こめて音読することができる。 
 

第４回 UNIT 10 
本文の単語・熟語・表現を理解し、意訳することが

できる。本文を感情こめて音読することができる。 
 

第５回 UNIT 11 
本文の単語・熟語・表現を理解し、意訳することが

できる。本文を感情こめて音読することができる。 
 

第６回 UNIT 12 
本文の単語・熟語・表現を理解し、意訳することが

できる。本文を感情こめて音読することができる。 
 

第７回 UNIT 13 
本文の単語・熟語・表現を理解し、意訳することが

できる。本文を感情こめて音読することができる。 
 

第８回 中間まとめ 
前半の UNIT の復習をし、理解を深めることができ

る。Unit の要約をし、その和訳ができるようになる。 
 

第９回 UNIT 17 

本文の単語・熟語・表現を理解し、意訳することが

できる。本文を感情こめて音読することができる。

本文の要約ができる。 

 

第１０回 UNIT 18 

本文の単語・熟語・表現を理解し、意訳することが

できる。本文を感情こめて音読することができる。

本文の要約ができる 

 

第１１回 UNIT 19 

本文の単語・熟語・表現を理解し、意訳することが

できる。本文を感情こめて音読することができる。

本文の要約ができる 

 

第１２回 UNIT 20 

本文の単語・熟語・表現を理解し、意訳することが

できる。本文を感情こめて音読することができる。

本文の要約ができる 

 

第１３回 UNIT 21 

本文の単語・熟語・表現を理解し、意訳することが

できる。本文を感情こめて音読することができる。

本文の要約ができる 

 

第１４回 UNIT 22 

本文の単語・熟語・表現を理解し、意訳することが

できる。本文を感情こめて音読することができる。

本文の要約ができる 

 

第１５回 まとめ 

後半の UNIT の復習をし、理解を深めることができ

る。Unit の要約とその和訳をし、プレゼンテーショ

ンができるようになる。 

 

 

  



35 

■■■■国国国国ーーーー33336666SpeakingASpeakingASpeakingASpeakingAⅢⅢⅢⅢ    

国際美容コミュニケーション専攻 

科目名 

Subject 
SPEAKING AⅢ 教員名 Parker, Cole, Imai  

開講年次 2 年 開講時期 前期 単位 １単位 

必修／選択 必修 授業形態 演習   

科目の概要 Basic English conversation in a professional setting  

授業の目標 
In this course, students will practice basic English conversation in a variety of 

work situations. 

時間外学習 

（予習・復習） 
As required 

教科書・教材 

教科書 Salon English / Original materials  

教材 Lesson notes 

使用設備・備品 As required 

参考文献 As required 

評価方法 

Course Role Plays 70%, Final Role Play 30% 

 

履修上の注意  

本科目履修と 

関連する資格 

資格名  

資格取得の流れ  

 

授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１-8 回 
Course Introduction  

Pair role-play  
- Pair role-play Activity  

Students will work with a 

partner to create an 

original job / customer 

service related role-play.  

第 9-15 回 Group project or role-play  
- Group Role play /  

- Group Project  

Students will work in a 

group to create an original 

role-play or group 

presentation  
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■■■■国国国国ーーーー37373737SpeakingSpeakingSpeakingSpeakingBBBB    ⅢⅢⅢⅢ    

国際美容コミュニケーション専攻 

科目名 

Subject 
SPEAKING B Ⅲ 教員名 English Team 

開講年次 ２年 開講時期 前期 単位 １単位 

必修／選択 必修 授業形態 演習   

科目の概要 Beauty Related Topics 

授業の目標 

This is an English conversation course on beauty related topics. Example topics 

include hair and nail care. By the end of the course, students will be able to 

engage in a selection of hair, nail care, and other beauty related conversations. 

The course will also prepare students for the (beauty topics) speaking component 

of the English Test of Aesthetics. 

時間外学習 

（予習・復習） 
As required 

教科書・教材 

教科書 
Dooley, J. and Evans, V. (2011) Book 1, Beauty Salon. Berkshire: 

Express Publishing 

教材 Lesson notes 

使用設備・備品 As required 

参考文献 As required 

評価方法 

Course work 70%, Mid Term Test 15%, Final Test 15% 

Grading will be subject to sufficient attendance. 

 

履修上の注意     

本科目履修と 

関連する資格 

資格名  

資格取得の流れ  
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 Course Introduction      

第２回 Unit 2: Welcome to Bella Salon 
To be able to describe services 

available at a hair salon. 
    

第３回 Unit 4: Hair designers’ tools 
To be able to describe 

hairdressing tools. 
    

第４回 Unit 5: Hair types and styles 
To be able to describe 

different hair types. 
    

第５回 Unit 6: Women’s hairstyles 
To be able to describe women’s 

hairstyles. 
    

第６回 Unit 7: Men’s hair styles 
To be able to describe men’s 

hairstyles. 
    

第７回 
Unit 8: Communicating during a 

haircut 

To be able to give instructions 

to a client during a haircut 

session. 

    

第８回 Review Units 2, 4, 5, 6, 7, 8 Preparation for Mid Term Test.        

第９回 Mid Term Test         

第１０回 Unit 9: Manicure 
To be able to discuss nail 

care. 
    

第１１回 Unit 11: Make up essentials 
To be able to describe 

essential make up products. 
    

第１２回 Unit 12: Makeup tools 
To be able to describe make up 

tools. 
    

第１３回 Unit 13: Makeovers 
To be able to describe how to 

put make up on. 
    

第１４回 Review Units 9, 11, 12, 13 Preparation for Final Test.        

第１５回 Final Test         
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■■■■国国国国ーーーー33338888総合英語総合英語総合英語総合英語ⅣⅣⅣⅣ    

国際美容コミュニケーション専攻 

科目名 

Subject 
General English Ⅳ 教員名 English Team 

開講年次 ２年 開講時期 後期 単位 １単位 

必修／選択 必修 授業形態 演習   

科目の概要 

まずクラス分けの試験を行う。（TOEIC Bridge） 

点数を勘案して３クラスに分け、上位クラスは主に TOEIC またはそれに準じた内容を行う。 

下位クラスは、TOEIC を受けられるだけの基礎体力をつけるよう、基本文法に焦点を置く。 

授業の目標 
上位クラスは TOEIC６００～７００点を目指す。 

下位クラスは基礎力の構築と、TOEIC Bridge を受けて高得点を取れる力の養成を目指す。 

時間外学習 

（予習・復習） 
As required 

教科書・教材 

教科書 Prescribed text 

教材 Lesson notes 

使用設備・備品 As required 

参考文献 As required 

評価方法 

100% IP TOEIC Test 

or 

30% Practice Test1, 30% Practice Test 2, 40% IP TOEIC Test 

 

履修上の注意     

本科目履修と 

関連する資格 

資格名 TOEIC 

資格取得の流れ  
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 Course Introduction 

コースイントロダクション 

前期の復習、ＴＯＥＩＣミニテス

ト 

（毎回終了時には到達目標

に達していること） 

第２回 TOEIC study topic 

ＰＡＲＴ１応用問題 

以下毎回文法問題実施（文型応

用） 

 

第３回 TOEIC study topic 
ＰＡＲＴ２応用問題 

文法問題（応用） 
 

第４回 TOEIC study topic 
ＴＯＥＩＣＰＡＲＴ３応用問題 

文法問題（不定詞応用） 
 

第５回 TOEIC study topic 
ＴＯＥＩＣＰＡＲＴ４応用問題 

文法問題（動名詞応用） 
 

第６回 TOEIC study topic 
ＴＯＥＩＣＰＡＲＴ５応用問題 

文法問題（名詞副詞節など応用） 
 

第７回 TOEIC study topic 
ＴＯＥＩＣＰＡＲＴ６応用問題 

文法問題（形容詞副詞応用） 
 

第８回 TOEIC study topic 
ＴＯＥＩＣＰＡＲＴ７応用問題 

文法問題（関係詞の応用） 
 

第９回 Practice TOEIC test 1 プラクティステスト（変更有）  

第１０回 TOEIC study topic 
ＴＯＥＩＣ総合問題 

文法問題（仮定法応用） 
 

第１１回 TOEIC study topic 

ＴＯＥＩＣ総合問題 

文法問題（接続詞前置詞の混合問

題応用） 

 

第１２回 TOEIC study topic 
ＴＯＥＩＣ総合問題 

文法問題（比較級の応用） 
 

第１３回 TOEIC study topic 
ＴＯＥＩＣ総合問題１ 

（特にリスニングセクション） 
 

第１４回 Practice TOEIC Test 2 
ＴＯＥＩＣ総合問題２ 

（特にリーディングセクション） 
 

第１５回 IP TOEIC TEST 
ＴＯＥＩＣＩＰテスト（ＯＲブリ

ッジテスト） 
 

 

  



38 

■■■■国国国国ーーーー39393939Grammar and writingGrammar and writingGrammar and writingGrammar and writingⅣⅣⅣⅣ    

国際美容コミュニケーション専攻 

科目名 

Subject 
Grammar and Writing Ⅳ 教員名 English Team 

開講年次 ２年 開講時期 後期 単位 １単位 

必修／選択 必修 授業形態 演習   

科目の概要 
日常英会話や英文読解及び英作文に必要とされる基本的な文法や単語・熟語を学ぶ。 

英作文のスキルを応用して、ライティング・プロジェクトを行う。 

授業の目標 
英語の基礎を理解し、さらに応用できるようになる。また、各種試験にて実践的な力を発揮

できるようになる。「TOEIC」テストで 700 点以上の取得を目指す。 

時間外学習 

（予習・復習） 
必要に応じて適宜各自で行う。 

教科書・教材 

教科書 

『Grammar Plus』 

『First Step to English Grammar』『Grammar and Beyond』『Longman 

Academic Writing SeriesⅠ』他 

教材 必要に応じて配布する。 

使用設備・備品 必要に応じて使用する。 

参考文献 適宜指示する。 

評価方法 

積極的授業参加 20％、中間まとめ 35％、復習 まとめ 45％。 

なお、出席数が不足の場合は評価対象とはしない。 

履修上の注意 

教科書、辞書（電子辞書も可）、筆記用具を毎回必ず持参すること。授業中に私語や携帯電

話の使用を一切行わないこと。授業開始から 1 分でも遅れた場合は「遅刻」扱いとなるので

要注意。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名 TOEIC、TOEFL、英検など。 

資格取得の流れ 学内で行われる VELC Test や TOEIC IP などを受験。 
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

 第１回 
授業概要 

動詞 

現在進行形・過去進行形・未来進行形について理解

する。過去完了形と未来完了進行形について理解す

る。 

 

第２回 動詞 
時制について理解を深め、各時制を盛り込んだ文章

を作成することができる。 
 

第３回 態 
態とは何か及びその種類について理解する。受動態

の基本的形式と訳し方について理解する。 
 

第４回 態 
態の転換の基本公式について理解する。受動態を作

る場合に注意すべき事項について理解する。 
 

第５回 態 

２つの受動態が作れる場合、by～以外が用いられる

場合、受動外が能動態よりも好まれる場合について

理解する。 

 

第６回 態 

受動態でない「be＋過去分詞」、受動態を作れない他

動詞、英語の受動態と日本語の受動態について理解

する。 

 

第７回 態 
「get＋過去分詞」による受動構文及び受動態によら

ない受動表現について理解する。 
 

第８回 中間まとめ 
前半の授業復習をし、理解を深めることができる。

態を使用した文章を作成することができる。 
 

第９回 法 
法とは何か及びその種類について理解する。命令法

の用法と形式について理解する。 
 

第１０回 法 
命令法と時制・態について理解する。Let を用いた

命令法及び命令法を用いた主要な構文を理解する。 
 

第１１回 法 

命令法によらない命令・要求・依頼などの表し方を

理解する。命令法を使用して文章を作成することが

できる。 

 

第１２回 法 
課程法とは何か及びその種類を理解する。仮定法の

基本的特徴を理解する。 
 

第１３回 法 仮定法現在・仮定法過去について理解する。  

第１４回 法 

仮定法過去完了・仮定法未来について理解する。仮

定法に関する注意すべき成句・構文について理解す

る。 

 

第１５回 まとめ 

後半の授業の復習をし、理解を深めることができ

る。仮定法を使用した文章を作成することができ

る。 
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■■■■国国国国ーーーー44440000ReadingReadingReadingReadingⅣⅣⅣⅣ    

国際美容コミュニケーション専攻 

科目名 

Subject 
Reading Ⅳ 教員名 English Team 

開講年次 ２年 開講時期 後期 単位 １単位 

必修／選択 必修 授業形態 演習   

科目の概要 厳密にレベル分けされたテキストを用い、長文読解能力を段階的に育成する。 

授業の目標 
長文読解に必要な文法、単語・熟語・表現が理解できるようになる。また、各種試験にて実

践的な力を発揮できるようになる。「TOEIC」テストにおいて、700 点以上の取得を目指す。 

時間外学習 

（予習・復習） 
必要に応じて適宜各自で行う。 

教科書・教材 

教科書 『Get Ready to Read 』他 

教材 必要に応じて配布する。 

使用設備・備品 必要に応じて使用する。 

参考文献 適宜指示する。 

評価方法 

積極的授業参加 20％、中間まとめ 35％、復習 まとめ 45％。 

なお、出席数が不足の場合は評価対象とはしない。 

履修上の注意 

教科書、辞書（電子辞書も可）、筆記用具を毎回必ず持参すること。授業中に私語や携帯電

話の使用を一切行わないこと。授業開始から 1 分でも遅れた場合は「遅刻」扱いとなるので

要注意。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名 TOEIC、TOEFL、英検など。 

資格取得の流れ 学内で行われる VELC Test や TOEIC IP などを受験。 
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 

授業概要 

Chapter 1 

「What’s All About?」 

Chapter1 の語彙・成句・熟語が理解できる。  

第２回 
Chapter 1 

「What’s All About?」 

Chapter 1のMain Readingの内容を理解

し、論題を把握することができる。 
 

第３回 
Chapter 2 

「Look it Over」 

Chapter 2の語彙・成句・熟語が理解でき

る。 
 

第４回 
Chapter 2 

「Look it Over」 

Chapter 2のMain Reading の内容を理解

し、論旨を予測することができる。 
 

第５回 
Chapter 3 

「Read for Meaning」 

Chapter 3 の語彙・成句・熟語が理解でき

る。 
 

第６回 
Chapter 3 

「Read for Meaning」 

Chapter 3のMain Reading の内容を理解

し、論旨と内容の詳細を把握することがで

きる。 

 

第７回 
Chapter 4 

「Find the Order」 

Chapter 4 の語彙・成句・熟語が理解でき

る 
 

第８回 中間まとめ 

前半の chapter の復習をし、理解を深める

ことができる。Main Reading の意訳ができ

るようになる。 

 

第９回 

Chapter 4 

「Find the Order」 

 

Chapter 4のMain Reading の内容を理解

し、時系列的に内容を把握することができ

る。 

 

第１０回 
Chapter 5 

「Read Quickly」 

Chapter 5 の語彙・成句・熟語が理解でき

る 
 

第１１回 
Chapter 5 

「Read Quickly」 

Chapter 5のMain Reading の内容を理解

し、情報を短時間で把握することができる。 
 

第１２回 
Chapter 6 

「Evaluate Information」 

Chapter 6 の語彙・成句・熟語が理解でき

る 
 

第１３回 
Chapter 6 

「Evaluate Information」 

Chapter 6のMain Reading の内容を理解

し、事実と意見の相違を把握することがで

きる。 

 

第１４回 
Chapter 7 

「Use the Clues」 

Chapter 7 の語彙・成句・熟語が理解でき

る 
 

第１５回 まとめ 

後半の chapter の復習をし、理解を深める

ことができる。Main Reading の意訳ができ

るようになる。 
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■■■■国国国国ーーーー41414141SpeakingASpeakingASpeakingASpeakingAⅣⅣⅣⅣ    

国際美容コミュニケーション専攻 

科目名 

Subject 
SPEAKING A Ⅳ 教員名 Parker, Cole, Imai  

開講年次 ２年 開講時期 後期 単位 １単位 

必修／選択 必修 授業形態 演習   

科目の概要 Group Project – open  

授業の目標 

In this course, students will work in groups to create an English 

presentation/performance to be performed and/or shown at the graduation 

ceremony/reception.   

時間外学習 

（予習・復習） 
As required 

教科書・教材 

教科書 Original materials  

教材 Lesson notes 

使用設備・備品 As required 

参考文献 As required 

評価方法 

Class participation 40%, Final presentation 60%  

 

履修上の注意  

本科目履修と 

関連する資格 

資格名  

資格取得の流れ  
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１-8 回 Group Project – open  
- To be determined by 

students 

Understanding the value of team work 

and working in a group to achieve a 

common goal. Understanding the 

importance of making a plan and 

following through to the completion of 

the project. 

第 9-15 回 Lip Dub Project   

- To create a lasting memory of the 

friendships made and developed at 

Yamano.  

- Understanding the value of team 

work and working in a group to 

achieve a common goal.  

- Understanding the importance of 

making a plan and following through to 

the completion of the project. 
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■■■■国国国国ーーーー44442222SpeakingB SpeakingB SpeakingB SpeakingB ⅣⅣⅣⅣ    

国際美容コミュニケーション専攻 

科目名 

Subject 
SPEAKING B IV 教員名 English Team 

開講年次 ２年 開講時期 後期 単位 １単位 

必修／選択 必修 授業形態 演習   

科目の概要 Beauty Related Topics 

授業の目標 

This is an English conversation course on beauty related topics. Example topics 

include hair and nail care. By the end of the course, students will be able to 

engage in a selection of hair, nail care, and other beauty related conversations. 

The course will also prepare students for the (beauty topics) speaking component 

of the English Test of Aesthetics. 

時間外学習 

（予習・復習） 
As required 

教科書・教材 

教科書 
Dooley, J. and Evans, V. (2011) Book 2, Beauty Salon. Berkshire: 

Express Publishing 

教材 Lesson notes 

使用設備・備品 As required 

参考文献 As required 

評価方法 

Course work 70%, Midterm Test 15%, Final Test 15% 

Grading will be subject to sufficient attendance. 

 

履修上の注意     

本科目履修と 

関連する資格 

資格名  

資格取得の流れ  
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 Course Introduction      

第２回 Unit 5: Shampoo 
To be able to discuss 

shampooing. 
    

第３回 Unit 6: Perms 
To be able to discuss hair 

perming. 
    

第４回 Unit 8: Hair coloring 
To be able to discuss hair 

coloring. 
    

第５回 Unit 9: Barber service 
To be able to discuss barber 

services. 
    

第６回 Review Units 5, 6, 8, 9 Preparation for Mid Term Test.     

第７回 Mid Term Test         

第８回 Unit 11: Getting a manicure 
To be able to discuss how to 

get a manicure.    
    

第９回 Unit 12: Manicure maintenance 
To be able to discuss nail 

care. 
    

第１０回 Unit 13: Hair removal 
To be able to discuss about 

hair removal. 
    

第１１回 Unit 14: Skincare To be able to discuss skincare.     

第１２回 Review Units 11, 12, 13, 14 Preparation for Final Test.     

第１３回 Final Test      

第１４回 
English Test of Aesthetics 

Part 1 
        

第１５回 
English Test of Aesthetics 

Part 2 and Part 3 
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■■■■国国国国ーーーー44443333着装技術着装技術着装技術着装技術ⅠⅠⅠⅠ    

国際美容コミュニケーション専攻 

科目名 

Subject 

着装技術Ⅰ 

Techniques of Kimono DressingⅠ 
教員名 佐藤 美奈子 他 

開講年次 １年 開講時期 前期 単位 ２単位 

必修／選択 必修 授業形態 実習   

科目の概要 

日本の伝承美、着装の技術および着物について基本知識を学びながら、“日本の心を着る”

という豊かな感性と人を思いやる心を育て、「自分で着る、人に着せる」実習を通して着付

けの基本技術を習得し、日本人としての文化教養を身につけます。 

授業の目標 

本科目の履修を通して、 

⑤ 生活の中に関わる着物文化と装いを理解し、四季に応じたコーディネイトや装いの表現

力を養う事が出来る。 

⑥ 山野流美道五大原則に基づいたトータルビューティの習得とその実践が出来るように

なる。 

③「自分で着る。人に着せる」の着つけの基本技術を習得する事が出来る。 

時間外学習 

（予習・復習） 

５． 学外の着つけのイベント、ボランティアの参加 

６． 学内コンテストのための練習 

教科書・教材 

教科書 『着つけ教本』山野流着装教室 第  版 

教材 授業に必要な教材を初回に配布 

使用設備・備品 
･ 授業は学内併設の美道会館を使用 

･ 着装技術に必要な衣装は大学備品を貸与 

参考文献 山野流着装教室貯蔵 

評価方法 
実技試験 、筆記試験 、評価シート 、授業態度 、小テスト 

なお、出席数が不足の場合は評価対象とはしません。なお、出席数が不足の場合は評価対象とはしません。なお、出席数が不足の場合は評価対象とはしません。なお、出席数が不足の場合は評価対象とはしません。    

履修上の注意 

⑤ 個人持参品は タオル 5 本、筆記用具、初回のみソックス着用 

⑥ 服装は 女子は前後の衿が大きく開いたシャツまたはキャミソール、 

5 分または 7 分レギンス 

   男子は V か U 字型シャツ、短パン 

③ 授業内での実習時は基本、髪を一つに束ねる事 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名 美容着付師 

資格取得の流れ 
着装技術Ⅰ、着装技術Ⅱを通年で履修することで資格申請につながる 

（着装技術Ⅱ参照） 
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 

オリエンテーション 

浴衣の知識 

（着つけと帯結び） 

着物の名称を覚え、一人で着物着

る事を理解する 
 

第２回 
礼装 留袖の知識 

（着つけ前の準備） 

礼装の着物を知る。着つけの備品

を覚え、着付け前の準備が出来る

ようになる 

 

第３回 
外出着の装い 

小紋① 着物と名古屋帯 
街着の着物について知る  

第４回 
小紋② 

一人で着る着物と帯結び 

自分で小紋の着物を着つけ、一人

で名古屋帯を結ぶ事を理解する 
 

第５回 
小紋③ 

着つけの仕上げ 小テスト 

短時間に綺麗に着つけと帯結び

が出来るようになる 
 

第６回 

留袖① 

留袖のヘアメイクと着つけの 

デモンストレーション 

礼装にふさわしい、ヘアスタイル

着つけのバランス感覚を知る 
 

第７回 
留袖② 

長襦袢と留袖の着つけ 

長襦袢、留袖の着つけのプロセス

を理解する。着物を上手にたたむ

事が出来るようになる 

 

第８回 

留袖③ 

留袖の着つけと帯結び 

袋帯二重太鼓 

袋帯を用いて二重太鼓を結び、仕

上げる事を理解する 
 

第９回 

留袖④ 

留袖の着つけと帯結び 

袋帯二重太鼓 

袋帯を用いて二重太鼓を結び、仕

上げる事を理解する 
 

第１０回 
留袖⑤ 

格式ある席の装い。ミセスの礼装 

留袖の知識を確認し、着物の格と

家紋を学び、礼装にふさわしい装

いを理解する 

 

第１１回 
留袖⑥ 

留袖の表情と身のこなし 

着る人にふさわしい装いの表現

が出来るようになる 
 

第１２回 
留袖⑦ 

手早く着心地の良い着つけ 

更に技術を磨き、手早く美しい着

つけが出来るようになる 
 

第１３回 
留袖⑧ 

総仕上げ 

ミセスの礼装を意識し、品格のあ

る装いの着つけが出来るように

なる 

 

第１４回 
留袖⑨ 

技術確認 

限られた時間に留袖と帯結びの

仕上げが出来るようになる 
 

第１５回 知識確認 基礎知識を理論的に理解する  
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■■■■国国国国ーーーー44444444 メイクアップメイクアップメイクアップメイクアップⅠⅠⅠⅠ    

国際美容コミュニケーション専攻 

科目名 

Subject 

メイクアップⅠ 

Make-upⅠ 
教員名 ティミー西村 

開講年次 １年 開講時期 前期 単位 ２単位 

必修／選択 必修 授業形態 実習   

科目の概要 

スキンケアからベーシックメイクアップまでの日常的なメイクアップを中心に実習を行

う。道具の使用方法、化粧品の種類や使用方法などメイクアップを学ぶための基本からはじ

め、メイクの基本技術を毎回１項目ずつ学び、フルメイクができるまで育成する。フルメイ

クをマスターした後は、フォーマルメイクの基礎を学び、美容の現場で必要とされるメイク

アップ技術と知識を持った技術者を育成する。 

授業の目標 

・ 人の肌に触れることに慣れる。 

・ スキンケアの知識と技術を理解する。 

・ 肌に対するコットンやティッシュの当て方、指使い、力加減を自らがモデルをすること

によって理解する。 

・ メイクアップの基本的な手順を覚える。 

・ メイクアップ道具の名前と使い方を覚える。 

・ 日常的なメイクアップの基礎知識と技術を覚える。 

・ フォーマルメイクアップの基礎知識と技術を覚える。 

時間外学習 

（予習・復習） 

指定の用紙に講義内容を書き込み、写真を添付して提出するため、自宅での作業が必要。 

希望者は舞台メイクなどの課外活動が参加可能。 

教科書・教材 

教科書 特になし。 

教材 必要に応じてプリントを配布します。 

使用設備・備品 DVD プレイヤー、デモンストレーション用ビデオカメラ、書画カメラ。 

参考文献 必要に応じて提示します。 

評価方法 

提出課題、筆記試験、実技試験、授業参加意欲。 

なお、出席数が不足の場合は評価対象とはしません。 

履修上の注意 

出席状況を重視する為、遅刻、早退、欠席は減点されます。出席が満たない者は不可としま

す。また欠席者のための補講は行いません。 

提出課題は指定の用紙を使用。作品のデッサンと写真を添付したレポートを次の授業時に

提出してもらいます。やむを得ず欠席した場合には、クラスメイトにメモと写真を見せても

らい各自で作品制作を行い提出してください。提出課題が一点でも足りない場合不可とし

ます。上記の全てクリアできていないと単位が取れません。 

個人で準備するもの：洗顔料、ティッシュ、コットン、タオル、綿棒、ゴミを入れる袋、ペ

ン立て、筆記用具、カメラ（第 8 回～）。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名  

資格取得の流れ  
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 
教材の理解、メイクアップの歴

史、スキンケア 

化粧品の種類を理解、メイクアッ

プの歴史を理解する。 
 

第２回 スキンケア、コンシーラー 
スキンケアの重要性、肌の均一な

美しさを理解する。 
 

第３回 
ファンデーション、ハイ＆ローラ

イト 

ベースメイクの重傷性、基礎的な

立体感を理解する。 
 

第４回 フェイスプロポーション 
顔の形やパーツの配置を理解す

る。 
 

第５回 アイシャドウ 
基礎的なアイシャドウの入れ方

を理解する。 
 

第６回 アイライン、マスカラ 
基礎的なアイラインの入れ方、マ

スカラの使い方を理解する。 
 

第７回 アイブロウ 
アイブロウの入れ方、数種類の道

具の使い方を理解する。 
 

第８回 リップ＆チーク 
基礎的なリップカラー、チークカ

ラーの入れ方を理解する。 
 

第９回 トータルメイクアップ 
メイクアップ全体をバランスよ

く仕上げられる。 
 

第１０回 コンセプトメイクアップⅠ 
服装とのバランスを考えメイク

アップができる。 
 

第１１回 パーティメイクアップ 
パーティドレスに合わせて華や

かなメイクアップができる。 
 

第１２回 留袖、振袖のメイクアップ 
和の美しさを理解し、着物に合わ

せたメイクアップができる。 
 

第１３回 コンセプトメイクアップⅡ 
服装とのバランスを考えメイク

アップができる。 
 

第１４回 模写メイクアップ 
アーティスティックなメイクア

ップを表現できる。 
 

第１５回 まとめ 
学んだ内容を全て時間内に表現

できる。 
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国際美容コミュニケーション専攻 

科目名 

Subject 

国際比較文化 

Comparative Studies of International Culture 
教員名 河﨑 峰子 

開講年次 １年 開講時期 後期 単位 １単位 

必修／選択 必修 授業形態 講義   

科目の概要 

国際人に求められる要件は（１）言語や世界共通のルール・マナーを修得し、（２）他国の

生活様式や価値観を理解し受容することができる、ということです。この授業では（２）に

関わる文化の国際比較にとどまらず、（１）言語や共通のルールやマナーも学習します。 

授業の方法としては他国への旅行や他国での勤務を追体験する、など実例に沿った実践的

な学習をおこなえるように授業を展開します。 

授業の目標 
（１）言語や世界共通のルール・マナーを修得し、（２）他国の生活様式や価値観を学び、 

もって国際人としての基礎能力を養成する。 

時間外学習 
・英国・フランス・ＥＵ・アメリカ等について関心をもってメディアの報道等に注目する。 

・ビジネス英語の学習（ＴＯＥＩＣなど） 

教科書・教材 

教科書 使用しません。 

教材 スライドで授業を行い、プリントを適宜配布します。 

使用設備・備品 プロジェクター、スクリーン、ＤＶＤ再生等ＡＶ機器 

参考文献 必要に応じて提示します。 

評価方法 

出席状況、授業参加意欲、期末試験の結果等を総合的に評価します。。 

なお、出席数が不足の場合は評価対象とはしません。 

履修上の注意 
他人の迷惑になる行為は慎むこと（特に私語はみんなが迷惑） 

質問や意見をどんどん出して授業に積極的に参加すること。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名  

資格取得の流れ  
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 
オリエンテーション 

国際比較文化とは何か。 

授業の進め方の周知 

この授業の全体像の把握 
 

第２回 英国を旅する１ 

スライドショーにより英国旅行

を追体験し、彼の地の歴史・文化・

生活・言語・芸術を学ぶ。 

 

第３回 英国を旅する２ 同上  

第４回 英国を旅する３ 同上  

第５回 フランスを旅する１ 

スライドショーによりフランス

旅行を追体験し、彼の地の歴史・

文化・生活・芸術を学ぶ。 

 

第６回 フランスを旅する２ 同上  

第７回 エアラインの英語表現 

国際ビジネスパーソンと関わり

の深いエアラインの英語表現に

ついて学ぶ。 

 

第８回 ホテルの英語表現１ 

同様に国際ビジネスパーソンと

関わりの深いホテルの英語表現

について学ぶ。 

 

第９回 ホテルの英語表現２ 同上  

第１０回 
フランス料理の歴史、サービス、

メニュ、ワイン、ミシュラン１ 

国際人に求められる基礎的な教

養としてのフランス料理を学ぶ 
 

第１１回 
フランス料理の歴史、サービス、

メニュ、ワイン、ミシュラン２ 
同上  

第１２回 
各国料理の概観（伊、中、米）と

日本料理の特徴 

国際人に求められる基礎的な教

養としての各国料理と日本料理

を学ぶ 

 

第１３回 ロンドン勤務 

ロンドンでのホテル勤務を追体

験し言語や価値観の違いなどに

ついて学ぶ。 

 

第１４回 日本人と英米人 

動作・身振りから価値観にいたる

まで彼我の違いを分類・整理す

る。 

 

第１５回 まとめ 
以上 14 回の授業をふりかえり授

業全体の理解を深める。 
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■■■■国国国国ーーーー44446666特別活動特別活動特別活動特別活動    

国際美容コミュニケーション専攻 

科目名 

Subject 

特別活動 

Special Activities 
教員名 専攻主任 

開講年次 １・２年 開講時期 通年 単位 １単位 

必修／選択 必修 授業形態 演習   

科目の概要 

本学が学生にとって意義や必要性があると判断した、特別講師による講演や授業の他、ボラ

ンティア活動について随時開講する。 

学内行事についても特別活動の一環である。 

授業の目標 

平常の授業とは異なる講座等によって、学習の幅を広げる。 

資格取得のための実力を向上させる。 

行事に参加することによって、大学生としてのマナーや協調性、自主性などを身につける。 

ボランティア活動に参加することにより、地域交流・地元貢献につなげることとする。本学

の教育目標でもある、自ら考え、行動し、振り返る力を育むことを期待する。 

時間外学習 

（予習・復習） 
 

教科書・教材 

教科書 特になし。 

教材 特になし。 

使用設備・備品  

参考文献 必要に応じて提示します。 

評価方法 

受講態度で評価する。課題やレポート提出。 

なお、出席数が不足の場合は評価対象とはしません。 

履修上の注意 実施については、掲示板を確認すること。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名  

資格取得の流れ  
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 

※学校行事について 

①すべて出席をもって評価対象

とする。 

 

※特別講師による講演、授業につ

いて 

①全員出席すること 

②課題・レポート等課された場合 

提出によって評価対象とする。 

 

※ボランティア活動について 

①原則八王子市から提供されて

いる活動に参加すること。 

（地方出身学生については地元で

の活動を認める場合もある） 

②必ず年 1 回以上参加すること。 

③参加に関しては各個人で申請

すること。ただし、通常授業を避

け、時間割で空いている時間帯に

するか、夏季、冬季、春季休業期

間中、土日祝祭日を利用するこ

と。 

④活動終了後は、ボランティア活

動報告書にサイン等をもらって

ゼミ担当へ提出すること。 

 

ホスピタリティ及びコミュニケ

ーション力等の社会人基礎力を

養うことを期待する。 

 

第２回 

第３回 

第４回 

第５回 

第６回 

第７回 

第８回 

第９回 

第１０回 

第１１回 

第１２回 

第１３回 

第１４回 

第１５回 
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■■■■国国国国ーーーー47474747基礎基礎基礎基礎ネイルネイルネイルネイル技術技術技術技術    

国際美容コミュニケーション専攻 

科目名 

Subject 

基礎ネイル技術 

Basic Nail Techniques 
教員名 加藤 宏美 

開講年次 1 年 開講時期 前期 単位 ２単位 

必修／選択 必修 授業形態 実習   

科目の概要 

マニキュア技術を習得するために必要な技術理論と基礎テクニックを習得する。 

ネイルケア、ハンドマッサージ、カラーリングまでをスムーズに行い、ネイルに関する検定

受験を目標にレベルアップを目指す。 

他科目との繋がり：生理解剖学、香粧品科学、色彩学、皮膚科学、接客法、上級試験 

他美術に関する学問など 

授業の目標 
ハンド＆ネイルケアの実践をとおして爪に関する正しい知識と技術を身につける。 

JNE3 級、I-NAIL-A・A レベルに相当する技術の習得が目標。 

時間外学習 

（予習・復習） 
ネイルの資格取得にあたり、授業以外においても各自で反復練習を行うこと。 

教科書・教材 

教科書 JNA テクニカルシステム BASIC 

教材 配布教材は別紙参照 ＊授業初回で配布します 

使用設備・備品 美容実習室  水道 

参考文献 ・ネイルプロフェッショナルテキスト I-NAIL-A 

評価方法 

・授業態度 

・筆記・実技試験 

＊規定の時間数に満たない場合は単位不可とする。 

履修上の注意 

実習は自分の爪または、お互いにモデルとして練習を行う為、開講期間中はナチュラルネイ

ルにすること。 

 

本科目履修と 

関連する資格 
資格名 ② ＪＮＥＣ3 級、②ＩＮＡ・Ａ級  

 資格取得の流れ 
授業内で日程を告知します。各自申込み後、受験。  

＊①、②共に受験料は自己負担 
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 

道具、器具の説明、 

テーブルセッティング 

ネイルの歴史 

道具、器具の役割を理解する  

第２回 

手指消毒 

ネイル技術体系 

検定受験について 

衛生的に道具器具を取り扱うた

めの知識を理解する。 
 

第３回 

カウンセリング 

ポリッシュリムーブ 

爪の構造と働き 

テーブルセッティング～消毒～

ポリッシュリムーブまでの習得 
 

第４回 
ファイリング 

ネイルのための皮膚科学 

ファイルの持ち方、動かし方 

爪の形状の種類の理解 
 

第５回 
ファイリング２ 

ネイルのための生理解剖学 

カウンセリングをし、爪の形状を 

10 本揃えることが出来るように

なる。 

 

第６回 
クリーンナップ 

ネイルのための生理解剖学 
道具の正しい動作を理解する  

第７回 
クリーンナップ２ 

爪の病気とトラブル 

キューティクル周りの処理がス

ムーズに行うことが出来るよう

になる。 

 

第８回 
ニッパーの使い方 

消毒法 

ニッパーの持ち方、 

動かし方の習得 
 

第９回 ネイルケアの手順の復習 
これまでの実習内容を理解し手

順に従って行うことが出来る。 
 

第１０回 ネイルケアの手順の復習 
器具を衛生的に扱うことができ

る 
 

第１１回 
テーブルセッティング（１０分）

ネイルケア（３０分） 

時間内に作業を終えるための段

取りを理解する。 
 

第１２回 
テーブルセッティング（１０分）

ネイルケア（３０分） 

時間内に作業を終えるための段

取りを理解する。 
 

第１３回 

実技チェック 

テーブルセッティング～ネイル

ケアまで 

道具、器具を正確に扱うことが出

来る。 

時間内に作業を終える 

 

第１４回 

実技チェック 

テーブルセッティング～ネイル

ケアまで 

正確な手順で施術することがで

きる 
 

第１５回 
ハンドマッサージ 

ハンドマッサージ理論 

手の構造を把握し、ハンドマッサ

ージの役割を理解する 
 

 

  



47 

 

第１６回 
ハンドマッサージ 

 
マッサージの手順の習得  

第１７回 
カラーリング 

化粧品学 

ポリッシュの持ち方、塗り方を理

解する 
 

第１８回 
カラーリング 

色彩理論 

カラーリングから修正まで行え

る 
 

第１９回 ネイルアート 
アクリル絵の具を使用してネイ

ルチップにアートを描く 

課題：次回の授業までにネ

イルアートの図案を考え

てくる 

第２０回 ネイルアート 
アクリル絵の具を使用してモデ

ルの爪にアートを描く 
 

第２１回 
消毒～ネイルケア～カラーリン

グ～アートまで（７０分） 

JNE３級に相当するレベルに仕上

げる 
 

第２２回 
消毒～ネイルケア～カラーリン

グ～アートまで（７０分） 

JNE３級に相当するレベルに仕上

げる 
 

第２３回 
消毒～ネイルケア～カラーリン

グ～アートまで（７０分） 
確実に時間内に作業を終える  

第２４回 
消毒～ネイルケア～カラーリン

グ～アートまで（７０分） 
確実に時間内に作業を終える  

第２５回 
消毒～ネイルケア～カラーリン

グ～アートまで（７０分） 

テーブルセッティング、衛生面、

技術面においての全てを習得し

ている 

 

第２６回 
消毒～ネイルケア～カラーリン

グ～アートまで（７０分） 

テーブルセッティング、衛生面、

技術面においての全てを習得し

ている 

 

第２７回 チップラップ① 
手順を習得し、道具を正しく扱え

る 
 

第２８回 チップラップ② 爪表面、先端を滑らかに整える  

第２９回 
まとめ 

消毒～カラーリングまで 

衛生面において不備が無く、正し

く扱える 
 

第３０回 
まとめ 

消毒～カラーリングまで 

爪の長さ、形が揃えられ、全ての

作業がスムーズに行える 
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■■■■国国国国ーーーー44448888美容芸術文化史美容芸術文化史美容芸術文化史美容芸術文化史    

国際美容コミュニケーション専攻 

科目名 

Subject 

美容芸術文化史 

History of Beauty Culture 
教員名 下家 由起子 

開講年次 ２年 開講時期 後期 単位 1 単位 

必修／選択 選択 授業形態 講義   

科目の概要 

美容の文化の歴史を学びます。世界と日本独自の美容文化を比較し、美的感覚の変遷と異

文化への理解を深め、美的教養を備えた国際人を目指します。また、多彩な芸術作品に触れ

ることで美的感性を養います。 

授業の目標 

西洋・日本の髪、服飾などの美的原理、あり方などを学びます。 

そしてその過程において、我が国の民族的思考や独自性をつかみ、国際人として活躍できる

よう知識を習得し、自らの手で表現できるようになることを目標とします。 

時間外学習 
授業後、受講した美容文化に関する書籍、文献を本学図書館などで調べ、展覧会やギャラリ

ー、他大学での研究会、芸術鑑賞等、自主的に学ぶことを推奨します。 

教科書・教材 

教科書  

教材 適宜プリントを配布します。 

使用設備・備品 スライド等 

参考文献 授業中に指示します。 

評価方法 

課題作品、授業中の提出物、授業に対する意欲、小テスト等を総合的に評価します。 

なお、出席数が不足の場合は評価対象とはしません。 

履修上の注意 授業の出席状況・授業態度を重視します。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名  

資格取得の流れ  
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 
オリエンテーション 

西洋Ⅰ（古代・中世） 

時代様式と美容の関係を知り、 
古代エジプト、ギリシア、ローマ 
の時代様式と美容のあり方を理解する。 

キーワード： 
時代様式と美容 
古代 

第２回 西洋Ⅱ（近世） 
ビザンティン帝国、中世の時代様式と美容
のあり方を理解する。 

キーワード： 
ビザンチウム 
ゴシック 

第３回 西洋Ⅲ（近世） 

ルネサンス（イタリア・イギリス）、バロッ
ク、ロココ、フランス革命期の時代様式と
美容のあり方を理解する。 

キーワード： 
ルネサンス 
バロック  ロココ 

第４回 西洋Ⅳ（近代） 
19 世紀、20 世紀初頭の時代様式と美容のあ
り方を理解する。 

キーワード： 
フランス革命 産業革命 
アール・ヌーボー 

第５回 西洋Ⅴ（現代） 
第一次世界大戦後、20 世紀、2000 年代の時
代様式と美容のあり方を理解する。 

キーワード： 
アール・デコ  
戦後復興期 

第６回 
まとめ 

小テスト 

西洋における時代様式を振り返り、それら
をキーワードとして、今後の美容のあり方
を推察し、表現できるようにする。 

 

第７回 日本Ⅰ（大陸文化・古代） 
大陸文化がどのようにして日本の結 髪・風

俗文化に影響を与えたかを理解する。 

キーワード： 
大陸文化  

第８回 日本Ⅱ（中世） 
飛鳥・奈良・平安・鎌倉・室町時代の結髪

風俗文化を理解する。 

キーワード： 
国風文化  神社・仏教 

第９回 日本Ⅲ（近世） 
戦国・安土桃山・江戸時代初期の結髪風俗

文化を理解する。 

キーワード： 

近世初期風俗画 歌舞伎 

第１０回 日本Ⅳ（近世） 江戸時代後期の結髪風俗文化を理解する。 
キーワード： 

結髪様式の完成 浮世絵 

第１１回 日本Ⅴ（近・現代） 明治以降の結髪風俗文化を理解する。 
キーワード： 

太政官布告 束髪 

第１２回 
まとめ 

小テスト 

日本における結髪風俗文化を振り返り、そ

れらをキーワードとして、日本の伝統文化

をプロとして表現できるようにする。 

 

第１３回 ポートフォリオ制作 

西洋および日本文化への理解を基に、様式
美としての双方の共通性や相違性について
考察し、ポートフォリオにまとめる。 

ポートフォリオを作成す
る。 

第１４回 プレゼンテーション 

作成したポートフォリオのプレゼンテーシ
ョンを通して、学生間で表現のコンセプト
や作品についての相互評価を行う 

ポートフォリオを基に、 
プレゼンテーションを行
う。 

第１５回 現代の日本髪について 
現代の日本髪の展示から日本文化の理解を
深める。 

キーワード： 
現代の日本髪の結髪 
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■■■■国国国国ーーーー49494949国際研究国際研究国際研究国際研究ⅠⅠⅠⅠ    

国際美容コミュニケーション専攻 

科目名 

Subject 

国際研究Ⅰ 

Study of International AffairsⅠ 
教員名 English Team 

開講年次 ２年 開講時期 前期 単位 ２単位 

必修／選択 必修 授業形態 演習   

科目の概要 

国際的な視野を持つべく、また自分で問いを立て、疑問を抱き、それに対する自分なりの答

えを探せるようになる姿勢を養うための科目である。正解が最初からあるわけではないも

のに取り組む姿勢を習得し、論理的思考を育んでいく。 

授業の目標 

各自が自分で興味あるものを見つけ、分析を行い、仮説を立て、それを論証するという学問

の基本姿勢を身につけることができるようになる。教員が示すものはあくまでサンプルで

あり、それを鵜呑みにするのではなく、各自でそれが本当に正しいのか判断する方法を知

る。 

時間外学習 

（予習・復習） 
必要に応じて適宜各自で行う。 

教科書・教材 

教科書 指定なし。 

教材 各自のリサーチに基づく。 

使用設備・備品 PC、CD プレイヤー、DVD など。 

参考文献 適宜指示する。 

評価方法 

積極的授業参加 20％、リサーチペーパー40%、プレゼンテーション 40％。 

なお、出席数が不足の場合は評価対象とはしない。 

履修上の注意 

辞書（電子辞書も可）、筆記用具、USB を毎回必ず持参すること。授業中に私語や携帯電話

の使用を一切行わないこと。授業開始から 1 分でも遅れた場合は「遅刻」扱いとなるので要

注意。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名  

資格取得の流れ  
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 授業概要 他 
国際研究とは何かを理解する。 

トピックを決めることができる。 
 

第２回 リサーチ 

各自のトピックについて調べ、リ

サーチペーパーを作成できるよ

うになる。 

 

第３回 Film 1 
DVD を見て諸外国の多様性を理解

する。 
 

第４回 Film 1 & リサーチ 

DVD を見て諸外国の多様性を理解

する。リサーチペーパーの作成が

できるようになる。 

 

第５回 リサーチ 

各自のトピックについて調べ、リ

サーチペーパーを作成できるよ

うになる。 

 

第６回 プレゼンテーション① 
各自のトピックについて発表し、

質疑応答ができるようになる。 
 

第７回 Film 2 
DVD を見て諸外国の多様性を理解

する。 
 

第８回 Film 2 & リサーチ 

DVD を見て諸外国の多様性を理解

する。リサーチペーパーの作成が

できるようになる。 

 

第９回 リサーチ 

各自のトピックについて調べ、リ

サーチペーパーを作成できるよ

うになる。 

 

第１０回 プレゼンテーション② 
各自のトピックについて発表し、

質疑応答ができるようになる。 
 

第１１回 Film 3 
DVD を見て諸外国の多様性を理解

する。 
 

第１２回 Film 3 & リサーチ 

DVD を見て諸外国の多様性を理解

する。リサーチペーパーの作成が

できるようになる。 

 

第１３回 リサーチ 

各自のトピックについて調べ、リ

サーチペーパーを作成できるよ

うになる。 

 

第１４回 プレゼンテーション③ 
各自のトピックについて発表し、

質疑応答ができるようになる。 
 

第１５回 リサーチ 

各自のトピックについて調べ、リ

サーチペーパーを作成できるよ

うになる。 
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１６回 プレゼンテーション④ 
各自のトピックについて発表し、

質疑応答ができるようになる。 
 

第１７回 Film 4 
DVD を見て諸外国の多様性を理解

する。 
 

第１８回 Film 4 & リサーチ 

DVD を見て諸外国の多様性を理解

する。リサーチペーパーの作成が

できるようになる。 

 

第１９回 リサーチ 

各自のトピックについて調べ、リ

サーチペーパーを作成できるよ

うになる。 

 

第２０回 プレゼンテーション⑤ 
各自のトピックについて発表し、

質疑応答ができるようになる。 
 

第２１回 リサーチ 

各自のトピックについて調べ、リ

サーチペーパーを作成できるよ

うになる。 

 

第２２回 プレゼンテーション⑥ 
各自のトピックについて発表し、

質疑応答ができるようになる。 
 

第２３回 Film 5 
DVD を見て諸外国の多様性を理解

する。 
 

第２４回 Film 5 & リサーチ 

DVD を見て諸外国の多様性を理解

する。リサーチペーパーの作成が

できるようになる。 

 

第２５回 リサーチ 

各自のトピックについて調べ、リ

サーチペーパーを作成できるよ

うになる。 

 

第２６回 プレゼンテーション⑦ 
各自のトピックについて発表し、

質疑応答ができるようになる。 
 

第２７回 Film 6 

DVD を見て諸外国の多様性を理解

する。 

 

 

第２８回 Film 6 & リサーチ 

DVD を見て諸外国の多様性を理解

する。リサーチペーパーの作成が

できるようになる。 

 

第２９回 リサーチ 

各自のトピックについて調べ、リ

サーチペーパーを作成できるよ

うになる。 

 

第３０回 プレゼンテーション⑧ 

DVD を見て諸外国の多様性を理解

する。リサーチペーパーの作成が

できるようになる。 
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■■■■国国国国ーーーー50505050国際研究国際研究国際研究国際研究ⅡⅡⅡⅡ    

国際美容コミュニケーション専攻 

科目名 

Subject 

国際研究Ⅱ 

Study of International AffairsⅡ 
教員名 English Team 

開講年次 ２年 開講時期 後期 単位 ２単位 

必修／選択 必修 授業形態 演習   

科目の概要 

国際的な視野を持つべく、また自分で問いを立て、疑問を抱き、それに対する自分なりの答

えを探せるようになる姿勢を養うための科目である。正解が最初からあるわけではないも

のに取り組む姿勢を習得し、論理的思考を育んでいく。 

授業の目標 

トピックについてグループで分析を行い、仮説を立て、それを論証するという学問の基本姿

勢を身につけることができるようになる。教員が示すものはあくまでサンプルであり、それ

を鵜呑みにするのではなく、各自・各グループでそれが本当に正しいのか判断する方法を知

る。 

時間外学習 

（予習・復習） 
必要に応じて適宜各自で行う。 

教科書・教材 

教科書 指定なし。 

教材 各自のリサーチに基づく。 

使用設備・備品 PC、CD プレイヤー、DVD など。 

参考文献 適宜指示する。 

評価方法 

積極的授業参加 20％、リサーチペーパー40%、プレゼンテーション 40％。 

なお、出席数が不足の場合は評価対象とはしない。 

履修上の注意 

辞書（電子辞書も可）、筆記用具、USB を毎回必ず持参すること。授業中に私語や携帯電話

の使用を一切行わないこと。授業開始から 1 分でも遅れた場合は「遅刻」扱いとなるので要

注意。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名  

資格取得の流れ  
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 授業概要 他 
リサーチするトピックを決めることがで

きる。 
 

第２回 リサーチ 

各グループでトピックについて調べ、リ

サーチペーパーを作成できるようにな

る。 

 

第３回 Film 1 
DVD を見て国際的な視野を広げることが

できるようになる。 
 

第４回 Film 1 & リサーチ 

DVD を見て国際的な視野を広げることがきる

ようになる。リサーチペーパーが作成できる

ようになる。 

 

第５回 リサーチ 

各グループでトピックについて調べ、リ

サーチペーパーを作成できるようにな

る。 

 

第６回 プレゼンテーション① 
各グループでトピックについて発表し、

質疑応答することができるようになる。 
 

第７回 Film 2 
DVD を見て国際的な視野を広げることが

できるようになる。 
 

第８回 Film 2 & リサーチ 

DVD を見て国際的な視野を広げることがきる

ようになる。リサーチペーパーが作成できる

ようになる。 

 

第９回 リサーチ 

各グループでトピックについて調べ、リ

サーチペーパーを作成できるようにな

る。 

 

第１０回 プレゼンテーション② 
各グループでトピックについて発表し、

質疑応答することができるようになる。 
 

第１１回 Film 3 
DVD を見て国際的な視野を広げることが

できるようになる。 
 

第１２回 Film 3 & リサーチ 

DVD を見て国際的な視野を広げることがきる

ようになる。リサーチペーパーが作成できる

ようになる。 

 

第１３回 リサーチ 

各グループでトピックについて調べ、リ

サーチペーパーを作成できるようにな

る。 

 

第１４回 プレゼンテーション③ 
各グループでトピックについて発表し、

質疑応答することができる。 
 

第１５回 リサーチ 

各グループでトピックについて調べ、リ

サーチペーパーを作成できるようにな

る。 
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１６回 プレゼンテーション④ 

各グループでトピックについて

発表し、質疑応答することができ

る。 

 

第１７回 Film 4 
DVD を見て国際的な視野を広げる

ことができるようになる。 
 

第１８回 Film 4 & リサーチ 

DVD を見て国際的な視野を広げるこ

とがきるようになる。リサーチペーパ

ーが作成できるようになる。 

 

第１９回 リサーチ 

各グループでトピックについて

調べ、リサーチペーパーを作成で

きるようになる。 

 

第２０回 プレゼンテーション⑤ 

各グループでトピックについて

発表し、質疑応答することができ

る。 

 

第２１回 リサーチ 

各グループでトピックについて

調べ、リサーチペーパーを作成で

きるようになる。 

 

第２２回 プレゼンテーション⑥ 

各グループでトピックについて

発表し、質疑応答することができ

る。 

 

第２３回 Film 5 
DVD を見て国際的な視野を広げる

ことができるようになる。 
 

第２４回 Film 5 & リサーチ 

DVD を見て国際的な視野を広げるこ

とがきるようになる。リサーチペーパ

ーが作成できるようになる。 

 

第２５回 リサーチ 

各グループでトピックについて

調べ、リサーチペーパーを作成で

きるようになる。 

 

第２６回 プレゼンテーション⑦ 

各グループでトピックについて

発表し、質疑応答することができ

る。 

 

第２７回 Film 6 

DVD を見て国際的な視野を広げる

ことができるようになる。 

 

 

第２８回 Film 6 & リサーチ 

DVD を見て国際的な視野を広げるこ

とがきるようになる。リサーチペーパ

ーが作成できるようになる。 

 

第２９回 リサーチ 

各グループでトピックについて

調べ、リサーチペーパーを作成で

きるようになる。 

 

第３０回 プレゼンテーション⑧ 

各グループでトピックについて

発表し、質疑応答することができ

る。 
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■■■■国国国国ーーーー55551111総合総合総合総合ブライダルブライダルブライダルブライダル学学学学    

国際美容コミュニケーション専攻 

科目名 

Subject 

総合ブライダル学 

General Study of Bridal Ceremony 
教員名 

佐藤 美奈子 

青木 和子 

開講年次 ２年 開講時期 前期 単位 １単位 

必修／選択 選択 授業形態 講義   

科目の概要 

日本の婚礼は伝統的、民族的背景を持ち、地方の風習や影響を受けながら形成されてきま

した。ここでは、多様化する現代のブライダルの状況をふまえ、基礎知識と時代のニーズに

則したブライダルのスタイルを幅広く総合的に学びます。欧米やアジアとの婚礼の違い、人

生の中で最も輝く日の演出、現代の流行を意識した花嫁姿など、婚礼の成り立ちや美容との

関連性を理解することで、ブライダルの非日常的要素の高い場面を具体的にイメージでき

る力を養います。 

授業の目標 

婚礼（ウエディング、ブライダル）への漠然としたイメージを業務内容や形式を通し細分

化して学ぶことで、ウエディング、ブライダルをより明確に把握し、婚礼の意義や美容との

関わりを理解することができる。また将来婚礼業務に関わることを想定し、接客のマナーや

ホスピタリティを自然に身に付け、美容の視点でお客様のための建設的な企画提案ができ

るようになる。ブライダル関連業務に役立つ資格取得も目標のひとつ。 

時間外学習 アシスタントブライダルコーディネーター検定のための補講 1 回、検定 1 回 

教科書・教材 

教科書 

テキストあり 

アシスタント・ブライダル・コーディネイター 

（公益財団法人日本ブライダル文化振興協会発行） 

教材 配色カード、必要に応じて配布 

使用設備・備品  

参考文献  

評価方法 
授業の最後の回に行う知識の確認を評価の対象とする。 

なお、出席数が不足の場合は評価対象とはしません。なお、出席数が不足の場合は評価対象とはしません。なお、出席数が不足の場合は評価対象とはしません。なお、出席数が不足の場合は評価対象とはしません。    

履修上の注意 課外「ブライダルアカデミー」の受講者は本科目を必ず選択、履修してください。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名 

①アシスタントブライダルコーディネーター（任意） 

②ブライダルアーティスト（課外授業とリンク） 

③パーソナルカラーアドバイザー（任意） 

資格取得の流れ 

①日本ブライダル文化振興協会指定の ABC 検定合格者に授与されます 

②課外ブライダルアカデミー受講者に認定されます 

③ヤマノビューティウエルネス指定の研修会受講者に授与されます 
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 

オリエンテーション 

(日本の結婚式の歴史と婚礼ビジ

ネスを学ぶ)  

日本の婚礼事情 

結婚式の歴史、婚礼に関わる業務

のチームワーク考え内容を知る 
 

第２回 
ウエディングのスタイル① 

日本の婚礼形式とその装い 

神前式の形式とその意味を知り 

その装いを理解する 
 

第３回 
ウエディングのスタイル② 

欧米の婚礼形式とその装い 

キリスト教婚礼の形式を知り、 

その装いを理解する 
 

第４回 
ウエディングのスタイル③ 

アジアのウエディング 

伝統文化と婚礼に見るファッシ

ョンを考え、その事情を知る 
 

第５回 挙式までのプランニング 
ホスピタリティの心を養い接客

を理解する 
 

第６回 のパフォーマンス 婚礼にまつわる演出を知る  

第７回 ウエディングのプランニング 
挙式のプランニングができるよ

うになる 
 

第８回 パーソナルカラーベーシック１ 
似合う色を理解できるようにな

る 
 

第９回 パーソナルカラーベーシック２ 
お客様に似合う色を選べるよう

になる 
 

第１０回 
フォーマルファッション① 

ブライダルのトレンド 
花嫁のトレンドを理解する  

第１１回 
フォーマルファッション② 

メンズファッション 
新郎のファッションを知る  

第１２回 結納と接客用語 
ブライダルに関わる知識を学び

専門用語を理解する 
 

第１３回 総まとめ 
ブライダルを総合的にまとめ理

解する 
 

第１４回 知識の確認 
婚礼を知識として理解できたか

どうかを確認してみる 
 

第１５回 
ブライダルクイックチェンジ 

～洋装と和装～ 

花嫁技術のパフォーマンスを通

して、技術を学ぶ(技術展示) 
日程は変動します 
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■■■■国国国国ーーーー55552222 フェイシャルエステフェイシャルエステフェイシャルエステフェイシャルエステ    

国際美容コミュニケーション専攻 

科目名 

Subject 

フェイシャルエステ 

Facial Esthetic 
教員名 鈴木 ひろ子 他 

開講年次 ２年 開講時期 前期 単位 ２単位 

必修／選択 選択 授業形態 実習   

科目の概要 
日本エステティック協会認定フェイシャルエステティシャン資格習得に向け協会の内容に

沿って学習する。 

授業の目標 
エステティシャンとしての基礎技術、理論を修得し、施術の目的を理解したうえで実践する

能力を身に着ける。 

時間外学習 

（予習・復習） 
 

教科書・教材 

教科書 日本エステティック協会テキスト 

教材 フェイシャル教材 

使用設備・備品 フェイシャル室 

参考文献  

評価方法 

実技試験、筆記試験 

なお、出席数が不足の場合は評価対象とはしません。 

履修上の注意 

本科目はエステティックの資格を取得することを目的としている為、基本的に欠席は正当

な理由がある場合以外は認めない。授業時間数の 90％を下回る出席率の場合はエステティ

ック資格取得の為の受験が出来ない場合があるので注意すること。また、授業中の居眠りや

私語など他の学生に迷惑がかかる様な行為が目立つ場合は、欠席扱い又は実習室を退出さ

せる場合もある。 

※受験料、問題集は各自購入するものとする。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名 日本エステティック協会認定フェイシャルエステティシャン 

資格取得の流れ 学内での実技試験に合格後、外部にて筆記試験を実施。 
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 

第２回 
ポイントメイククレンジング 

目元、口もとのメイクを落とす手順と

目的を理解する。 
 

第３回 

第４回 

ポイントメイククレンジング・ス

キンアップ 

メイクを落とすことと化粧水を塗布す

る手順と目的を理解する。 
 

第５回 

第６回 

ポイントメイククレンジング・ス

キンアップ 

メイクを落とすことと化粧水を塗布す

る手順と目的を理解する。 
 

第７回 

第８回 

フェイシャルマッサージ 

（軽擦法） 
軽擦法の目的・効果・手順を理解する。  

第９回 

第１０回 

フェイシャルマッサージ 

（強擦法） 
強擦法の目的・効果・手順を理解する。  

第１１回 

第１２回 

フェイシャルマッサージ 

（揉撚法） 
揉撚法の目的・効果・手順を理解する。  

第１３回 

第１４回 

フェイシャルマッサージ 

（打法） 
打法の目的・効果・手順を理解する。  

第１５回 

第１６回 

フェイシャルマッサージ 

（振動法） 
振動法の目的・効果・手順を理解する。  

第１７回 

第１８回 

フェイシャルマッサージ 

（圧迫法） 
圧迫法の目的・効果・手順を理解する。  

第１９回 

第２０回 

フェイシャルパック 

（肌別対応） 

パック塗布の目的・効果・手順を理解

する。 
 

第２１回 

第２２回 
拭き取り （スポンジ） 

パック拭き取りの目的・効果・手順を

理解する。 
 

第２３回 

第２４回 

フェイシャルマッサージ 

（復習） 

クレンジングとマッサージ（基本 6 手

技全て）とパックと仕上げまでの目的・

効果・手順を理解する。 
 

第２５回 

第２６回 

フェイシャルマッサージ 

（復習） 

クレンジングとマッサージ（基本 6 手

技全て）とパックと仕上げまでの目的・

効果・手順を理解する。 
 

第２７回 

第２８回 

フェイシャルマッサージ 

（復習） 

クレンジングとマッサージ（基本 6 手

技全て）とパックと仕上げまでの目的・

効果・手順を理解する。 
 

第２９回 技術のまとめ フェイシャルエステの知識（目的・効

果・手順）を正しく理解し、資格の合

格基準を満たしているか確認する。 

自分の欠点を見つけ、知識を確実なも

のとし、実践できるようになる。 

 

第３０回 技術のまとめ  
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■■■■国国国国ーーーー55553333 ヘアテクニックヘアテクニックヘアテクニックヘアテクニック    

国際美容コミュニケーション専攻 

科目名 

Subject 

ヘアテクニック 

Hairstyling Techniques 
教員名 町田 喜代実 

開講年次 １年 開講時期 前期 単位 １単位 

必修／選択 必修 授業形態 実習   

科目の概要 
サロンワークの内容を基とし、その中でも主に、アップスタイリングの技術をモデルウィッ

グを使用して学ぶ。 

授業の目標 

美容の知識・理論に基づいた基礎美容技術を習得する。 

実習授業でコミュニケーション能力を身につけるとともに、様々な美容技術に触れ、関心を

深める。 

時間外学習 

（予習・復習） 
 

教科書・教材 

教科書  

教材 
ヘアブラシ・リングコーム・各種整髪剤 

・ピン類・黒ゴム・ダックカール・実習着 

使用設備・備品 
美容実習室・ロングウィッグ・クランプ・ヘアアイロン 

・ホットカーラー・ワインディング道具 

参考文献 美容技術理論１ 日本理容美容教育センター 

評価方法 

授業態度(コミュニケーション能力)、項目ごとによる作品チェック。 

なお、出席数が不足の場合は評価対象とはしません。なお、出席数が不足の場合は評価対象とはしません。なお、出席数が不足の場合は評価対象とはしません。なお、出席数が不足の場合は評価対象とはしません。    

履修上の注意 

美容技術を学ぶにあたり、遅刻・欠席はスキルアップに支障が出るため認めません。 

また、その為に再度デモンストレーション等の時間は設けません。授業中の私語、無断退出

等、授業を受ける態度として不適切と判断される場合は、欠席同等の扱いとします。 

実習着を着用し、ヒールの高くない履物で受講してください。（サンダル不可。） 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名  

資格取得の流れ  
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 
オリエンテーション、教材配布 

美容道具の説明・使い方 

道具の名称、道具の役割・使い方

を正しく理解する。 
 

第２回 
基本技術(逆毛の立て方、ピンの

留め方、ゴムの結び方など) 

スタイルを作る為の基本技術を

身に付ける。 
 

第３回 

ブレイド(三つ編み・編み込み・タ

イトロープ) 

デモンストレーション・実践 

基本の編み方をマスターし、正し

い手つきを覚える。 

様々な編み方を知る。 

 

第４回 
アップスタイル① ブレイド 

デモンストレーション・実践 

ブレイドの技術を使い、スタイル

を完成させる。 
 

第５回 
アイロン・ホットカーラー 

デモンストレーション・実践 

アイロン・ホットカーラーの使い

方を習得する。 

アイロン・ホットカーラー

貸し出し 

第６回 
ヘアアレンジ① 

デモンストレーション・実践 

時間内にスタイルを完成するこ

とが出来るようになる。 
 

第７回 
ヘアアレンジ② 

デモンストレーション・実践 

時間内にスタイルを完成するこ

とが出来るようになる。 
 

第８回 
ヘアアレンジ③ 

デモンストレーション・実践 

時間内にスタイルを完成するこ

とが出来るようになる。 
 

第９回 
エクステ・WD 

デモンストレーション・実践 

様々な美容の技術に触れ、関心を

深め、知る。 
 

第１０回 
アップスタイル② 夜会巻き 

デモンストレーション・実践 

合わせ夜会の技術を理解・習得

し、スタイルを完成させる 
すき毛貸し出し 

第１１回 
サロンアップスタイル 

雑誌から選んだスタイル① 
完成したスタイルを元に、手順を

考えスタイルを再現することに

より、スタイルの構造を理解す

る。 

 

第１２回 
サロンアップスタイル 

雑誌から選んだスタイル② 
雑誌、写真等持参 

第１３回 オリジナルスタイル練習 

これまでに学んだ技術を活かし

オリジナル作品を考えることで

技術を再度理解する。 

 

第１４回 
オリジナルスタイル作成 

コンセプトシート作成 

これまでに学んだ技術を活かし、

時間内にオリジナル作品を制作

出来るようになる。 

コンセプトシート等提出 

第１５回 
作品発表・まとめ 

ロングウィッグのシャンプー 

自分の作品をプレゼンテーショ

ンする。 
コンセプトシート等返却 
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■■■■国国国国ーーーー54545454 メイクアップメイクアップメイクアップメイクアップⅡⅡⅡⅡ    

国際美容コミュニケーション専攻 

科目名 

Subject 

メイクアップⅡ 

Make-upⅡ 
教員名 ティミー西村 

開講年次 １年 開講時期 後期 単位 ２単位 

必修／選択 必修 授業形態 実習   

科目の概要 

撮影、舞台、ショー、婚礼、特殊メイク等の日常とは異なる現場でのメイクアップ技術・知

識を学ぶ。 

デモンストレーションによる展示または資料写真を参考に相モデルでメイクアップ作品を

制作する。 

授業の目標 

・ 様々な現場にあわせたメイクアップができるようになる。 

・ 1 つの表現をするのにはさまざま方法があることを理解し、1 つの方法に捉われず臨機

応変に対応できる技術者になる。 

・ 顔の立体を理解し、個々の顔の陰影を見分ける力を身につける。 

・ その人の性格や好み、生活を理解し、その人に似合うメイクアップを提供できる知識、

技術、経験を身につける。 

時間外学習 

（予習・復習） 
 

教科書・教材 

教科書 特になし。 

教材 必要に応じてプリントを配布します。 

使用設備・備品 DVD プレイヤー、デモンストレーション用ビデオカメラ、書画カメラ。 

参考文献 必要に応じて提示します。 

評価方法 

提出課題、筆記試験、作品制作、授業参加意欲。 

なお、出席数が不足の場合は評価対象とはしません。 

履修上の注意 

出席状況を重視する為、遅刻、早退、欠席は減点されます。出席が満たない者は不可としま

す。また欠席者のための補講は行いません。 

提出課題は指定の用紙を使用。写真を添付したレポートを次の授業時に提出してもらいま

す。やむを得ず欠席した場合には、クラスメイトにメモと写真を見せてもらい各自で作品制

作を行い提出してください。 

提出課題が一点でも足りない場合不可とします。 

上記の全てクリアできていないと単位が取れません。 

個人で準備するもの：洗顔料、ティッシュ、コットン、タオル、綿棒、ゴミを入れる袋、ペ

ン立て、筆記用具、カメラ。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名  

資格取得の流れ  
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 立体分析 人間の顔の立体感を正しく理解する。  

第２回 骨格分析 Ⅰ 自分の顔の骨格を正しく理解する。  

第３回 骨格分析 Ⅱ 他者の顔の骨格を正しく理解する。  

第４回 ステージメイクアップ 
基礎的なステージメイクアップが表現

できる。 
 

第５回 老人メイクアップ 
老化による顔の変化を理解し、老人役

のステージメイクができる。 
 

第６回 １９３０年代のメイクアップ 
ファッションショーのモチーフとなる

年代物のメイクが表現できる。 
 

第７回 １９５０年代のメイクアップ 
ファッションショーのモチーフとなる

年代物のメイクが表現できる。 
 

第８回 １９６０年代のメイクアップ 
ファッションショーのモチーフとなる

年代物のメイクが表現できる。 
 

第９回 洋装の花嫁メイクアップ 
ブライダルの現場で使えるメイクアッ

プが表現できる。 
 

第１０回 和装花嫁メイクアップ 
ブライダルの現場で使えるメイクアッ

プが表現できる。 
 

第１１回 ファッションショーのメイク 
ファッションショーの現場で使えるメ

イクアップが表現できる。 
 

第１２回 顔型応用メイクアップ 
他者の顔型による印象を理解し、理想

の印象に変える為の技術の習得 
 

第１３回 色彩とメイクアップの関係 
様々な肌色に合わせたカラーを選ぶ事

ができる。 
 

第１４回 撮影メイクアップ 撮影の現場で役立つ技術、知識の習得。  

第１５回 作品撮影の為の練習 
作品撮影に向け制作のリハーサルを行

う。 
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■■■■国国国国ーーーー55555555 インターンシップインターンシップインターンシップインターンシップ    

国際美容コミュニケーション専攻 

科目名 

Subject 

インターンシップ 

Internship 
教員名 鈴木 ひろ子 

開講年次 １年 開講時期 － 単位 1 単位 

必修／選択 選択 授業形態 実習   

科目の概要 

インターンシップの意味や目的、社会常識やコミュニケーションスキルについて 

事前準備を行い、実践に臨みます。 

一定期間、企業等で仕事を体験することにより、社会人として働くとはどういうことか、社

会人として必要な心構えや、知識、技術はどのようなものか、について学びます。 

授業の目標 

企業等での現場体験を通して社会を知り、社会人として必要な知識や技術を学びます。 

ホスピタリティやコミュニケーション能力をつけます。 

進路選択のきっかけをつくります。 

時間外学習 

（予習・復習） 
事前訪問・インターンシップ（現場体験）及び期間中の日々の記録・まとめ 

教科書・教材 

教科書 プリント 

教材 プリント 

使用設備・備品 ＰＣ他（報告会対象者） 

参考文献 長谷川文代編著「インターンシップリテラシー」西文社 

評価方法 

 

授業や研修への取組み姿勢等とインターンシップ先の評価をもとにします。 

なお、出席数が不足の場合は評価対象とはしません。 

履修上の注意 
インターンシップは企業別に希望者を募り、選抜面接を行います。 

合同ゼミで成果発表をしてもらう場合があります。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名  

資格取得の流れ  
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 事前教育１ インターンシップを理解する 授業の目的を把握する 

第２回 事前教育２ 社会人常識を学ぶ 
インターンシップ先で困ら

ないための準備 

第３回 事前教育３ 社会人常識を学ぶ 
インターンシップ先で困ら

ないための準備 

第４回 事前訪問 

事前に企業研究を行い、 

インターンシップ先について理

解する。 

担当教員に報告 

第５回 インターンシップ 
毎日目標を持って日々の業務に

取り組み、仕事の理解を深める 

日誌を書いてふりかえる 

状況に応じて担当教員に報告 

第６回 インターンシップ 
毎日目標を持って日々の業務に

取り組み、仕事の理解を深める 

日誌を書いてふりかえる 

状況に応じて担当教員に報告 

第７回 インターンシップ 
毎日目標を持って日々の業務に

取り組み、仕事の理解を深める 

日誌を書いてふりかえる 

状況に応じて担当教員に報告 

第８回 インターンシップ 
毎日目標を持って日々の業務に

取り組み、仕事の理解を深める 

日誌を書いてふりかえる 

状況に応じて担当教員に報告 

第９回 インターンシップ 
毎日目標を持って日々の業務に

取り組み、仕事の理解を深める 

日誌を書いてふりかえる 

状況に応じて担当教員に報告 

第１０回 インターンシップ 
毎日目標を持って日々の業務に

取り組み、仕事の理解を深める 

日誌を書いてふりかえる 

状況に応じて担当教員に報告 

第１１回 インターンシップ 
毎日目標を持って日々の業務に

取り組み、仕事の理解を深める 

日誌を書いてふりかえる 

状況に応じて担当教員に報告 

第１２回 インターンシップ 
毎日目標を持って日々の業務に

取り組み、仕事の理解を深める 

日誌を書いてふりかえる 

状況に応じて担当教員に報告 

第１３回 インターンシップ 
毎日目標を持って日々の業務に

取り組み、仕事の理解を深める 

日誌を書いてふりかえる 

担当教員に報告 

第１４回 
御礼状を書き、インターンシップ

のまとめを行う 

経験したことを再度確認・精査

し、今後の学習に活かすことが

出来る部分を知る。 

学習の成果の確認 

担当教員に報告 

第１５回 
インターンシップの成果につい

て報告する 

自分の経験を発表することでプ

レゼンテーション等の知識、技

術を学ぶ。 

学習の成果の確認 
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■■■■国国国国ーーーー55555555応用応用応用応用ネイルネイルネイルネイル技術技術技術技術    

国際美容コミュニケーション専攻 

科目名 

Subject 

応用ネイル技術 

Applied Nail Techniques 
教員名 加藤 宏美、他 

開講年次 １年 開講時期 後期 単位 ２ 

必修／選択 選択 授業形態 実習   

科目の概要 

ネイルケア・カラーリングの応用を学ぶ。より高いレベルの検定を目指す。 

ネイルサロンに就職する際、基礎部分において即戦力となりうる人材を育成する。 

また、ネイルサロンにおいて８割を占める技術であるソークオフジェルについても 

深く学ぶ。 

授業の目標 
ネイルの器具、用具を正しく扱うことができ、技術理論に基づいた作業が行える。 

時間内に作業を終了し、接客を意識して施術することができる。 

時間外学習 

（予習・復習） 
ネイルの資格取得にあたり、授業以外においても各自で反復練習を行うこと。 

教科書・教材 

教科書 JNA テクニカルシステム BASIC 

教材 配布教材は別紙参照 ＊授業初回で配布します 

使用設備・備品 美容実習室  水道 

参考文献 ・ネイルプロフェッショナルテキスト I-NAIL-A 

評価方法 

授業態度 

筆記・実技試験 

＊規定の時間数に満たない場合は単位不可とする。 

履修上の注意 

実習は自分の爪または、お互いにモデルとして練習を行う為、開講期間中はナチュラルネイ

ルにすること。 

 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名 JNE２級 

資格取得の流れ 授業内で日程を告知します。各自申込み後、受験。 
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 
道具、器具の説明 

テーブルセッティング 

道具、器具、マニキュア化粧品の成分を

理解する 

課題 

ネイルアートのデッ

サンを描いてくる 

第２回 チップラップ（レジン使用） レジンを使用した技法を習得する  

第３回 

第４回 

ネイルケア・カラーリング 

チップラップ・フラットアート 

タイム計測 

手順どおりに施術ができる 

提出 

ネイルアートのデッ

サン及び作品制作 

第５回 

第６回 

ネイルケア・カラーリング 

チップラップ・フラットアート 

タイム計測 

時間内に終了し、全体的に合格レベルに

仕上げることが出来る。 
 

第７回 

第８回 
アート制作 

色彩と共にテーマに沿ったアートを描く

ことができる。 

授業終了後に作品を

提出する。 

第９回 

第１０回 
ジェル① 

ジェル理論 

ジェル製品の特徴、オフの仕方 

理論を理解する。 

自分の爪にて練習 

 

第１１回 

第１２回 
ジェル② 

モデルでの練習・タイム計測 （５指） 

時間内に出来るようになる。 
 

第１３回 ジェル③ 
モデルでの練習・タイム計測 （10 指） 

時間内に出来るようになる。 
 

第１４回 ジェルアート 
ホイル素材などを使用しアートを施すこ

とが出来るようになる。 
 

第１５回 
スカルプチュア１ 

筆の扱い方、フォームの装着 

理論 

製品の扱い方を理解する 
 

第１６回 

スカルプチュア 

スカルプチュア・オフの方法 

フローター 

モデルハンドを使用して作成 

理論を理解し、実践する。 
 

第１７回 

第１８回 
スカルプチュア①（単色） 

ファイリングをスムーズに行う 

・お互いの手に作成する 

・厚みや形を均等に整えることが出来る 

 

第１９回 

第２０回 
チップオーバーレイ 

作業手順を理解する 

表面を滑らかに整えることができる 
 

第２１回 

第２２回 
スカルプチュア② スマイルラインが整えられる  

第２３回 

第２４回 
エンボス 

作品に合わせてミクスチャーの量を調節

できる 
 

第２５回 

第２６回 
３Ｄ 立体的なアートを制作できる  

第２７回 

第２８回 

実技（ソークオフジェルは除

く）、筆記 

チップラップ・スカルプチュア・ 

３D を取り入れたネイルアートの作品制

作ができる。 

 

第２９回 

第３０回 

ソークオフジェル 

長さ出し 

アート 

実技の手順を習得する 

厚み、形が適正である 
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■■■■国国国国ーーーー57575757着装技術着装技術着装技術着装技術ⅡⅡⅡⅡ    

国際美容コミュニケーション専攻 

科目名 

Subject 

着装技術Ⅱ 

Techniques of Kimono DressingⅡ 
教員名 佐藤 美奈子 他 

開講年次 １年 開講時期 後期 単位 ２単位 

必修／選択 選択 授業形態 実習   

科目の概要 

着装技術Ⅰで学んだ技術と知識をベースに、プロの技術者＝「山野流着装奥伝講師・着物着付

師」の資格取得を目的とし技術・技能と技術者としての精神美を習得します。実習ではサロン

で需要の大きい七五三、成人式振袖、婚礼列席者の装いを中心に、へアメイクを含むトータル

ビューティの表現力を磨くとともに、“人に着付ける”というプロの立場と“教えさせていただ

く”という指導者の立場を深く理解し、美道の探求を図ります。 

授業の目標 

⑨ 「着物着付師」の資格取得 

⑩ サロンワークをイメージし、「他装」のトータルビューティを理解し、その実践が出来るよ

うになる 

⑪ 学内外のイベントやボランティアに積極的に参加し、授業で学んだ事を実践出来るように

なる 

⑫ 着物の文化を知識として理解し、日々の生活の中で実践出来るようになる 

時間外学習 

（予習・復習） 

１．学外の着つけのイベント、ボランティア等への参加 

２．学内、学外の着つけコンテストへの出場 

教科書・教材 

教科書 『山野流着装教伝１～５巻』 山野流着装教室 第  版 

教材 授業に必要な教材を初回、また各回に配布 

使用設備・備品 

⑤ 授業は学内併設の美道会館を使用 

⑥ 着装技術に必要な衣装は大学備品を貸与 

・ コンテストでは状況により私物も 

参考文献 山野流着装教室貯蔵 

評価方法 
実技試験 、筆記試験 、評価シート 、授業態度 、小テスト 

なお、出席数が不足の場合は評価対象とはしません。なお、出席数が不足の場合は評価対象とはしません。なお、出席数が不足の場合は評価対象とはしません。なお、出席数が不足の場合は評価対象とはしません。    

履修上の注意 

⑤ 個人持参品は タオル 3 本、筆記用具 

⑥ 服装は 女子は前後の衿が大きく開いたシャツまたはキャミソール、 

5 分または 7 分レギンス 

   男子は V か U 字型シャツ、短パン 

③ 授業内での実習時は基本、髪を一つに束ねること 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名 ③ 美容着付師 資格(申請者) ② 山野流着装初伝・中伝・奥伝修了書  

資格取得の流れ 

⑤ 着装技術Ⅰ・着装技術Ⅱ単位認定 及び 別途、技能審査あり。 

⑥ 着装技術Ⅰ単位認定及び 15 回の受講と評価方法に記載された各試験

の合格者に授与されます。 
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 

・オリエンテーション 

・体型補正 

帯結び:末広太鼓 

・助手の心得 

・喪服・夏の礼装 

 

サロン技術の実践① 

冠婚葬祭の装いを理解し、着つ

けが出来るようになる 

 

第２回 
・七五三の女児･男児色無地 

・訪問着 

サロン技術の実践② 

七五三の意味を理解し子供の着

付けが出来るようになる 

 

第３回 
･ 振袖① 

 帯結び：花の舞 

サロン技術の実践③ 

着付師の心得を知り帯結びのプ

ロセスを理解する 

 

第４回 
･ 振袖② 

帯結び:ファンタジー 

サロン技術の実践④ 

着付師の心得を知り帯結びのプ

ロセスを理解する 

 

第５回 

・評価シート 

･ 振袖③ 

帯結び:花の舞・ファンタジー 

サロン技術の実践⑤ 

評価シートにより自分の技術が

確認出来るようになる 

 

第６回 
･ 振袖④ 

帯結び:花の舞、ファンタジー 

サロン技術の実践⑥ 

着付師を意識し、着つけと帯結

びが出来るようになる 

 

第７回 
･ 振袖⑤ 

帯結び:花の舞、ファンタジー 

サロン技術の実践⑦ 

着付師を意識し、着つけと帯結

びが出来るようになる 

 

第８回 
･ 振袖⑥ 

帯結び:花の舞、ファンタジー 

サロン技術の実践⑧ 

着付師を意識し、着つけと帯結

びが出来るようになる 

 

第９回 

・評価シート 

･ 振袖⑦ 

帯結び:花の舞、ファンタジー 

サロン技術の実践⑨ 

 評価を通し、振袖と帯結びの技

術が着付師のレベルに達した事

を確認する事が出来る 

 

第１０回 
･ 振袖⑧ 

帯結び:花の舞、ファンタジー 

サロン技術の実践⑩ 

 決められた時間内に振袖と帯結

びの技術がプロのレベルに達す

る事が出来るようになる 

 

第１１回 ･ 海外研修旅行 
海外で着物を着る早着せの技術

が出来るようになる 
 

第１２回 ･ 女子の袴 

サロン技術の実践⑪ 

成人式、卒業式で装う女子の袴

の着つけが出来るようになる 

 

第１３回 ･ 男性の袴 

サロン技術の実践⑫ 

 成人式、婚礼の場で使う男性の

袴の着つけが出来るようになる 

 

第１４回 ･ 帯結び：二枚扇 

サロン技術の実践⑬ 

アイコー枕を使用し、振袖の着

つけと帯結びが自装で出来るよ

うになる 

 

第１５回 

・知識確認 

･ 振袖 

･ 袴 

日本人として着物の知識を理解

し、伝達式での着つけ方法が出

来るようになる 
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■■■■国国国国ーーーー58585858海外生活英語海外生活英語海外生活英語海外生活英語ⅠⅠⅠⅠ    

国際美容コミュニケーション専攻 

科目名 

Subject 

海外生活英語 I 

English for Living Overseas Ⅰ 
教員名 English Team 

開講年次 １年 開講時期 前期 単位 １単位 

必修／選択 選択 授業形態 演習   

科目の概要 ENGLISH CONVERSATION FOR TRAVEL OVERSEAS 

授業の目標 

In many countries, foreign visitors are likely to encounter situations in which 

some English ability is required. This course aims to help those students who are 

planning to travel overseas. By the end of the course, the students will be able 

to handle simple English conversations likely to be encountered overseas. 

時間外学習 

（予習・復習） 
As required 

教科書・教材 

教科書 
Buckingham, A. and Lansford, L. (2010). Passport 1 (2nd Ed.). 

Oxford: Oxford University Press. 

教材 Lesson notes 

使用設備・備品 As required 

参考文献 As required 

評価方法 

Course work 70%, Midterm Test 15%, Final Test 15% 

Grading will also be subject to attendance. 

 

履修上の注意     

本科目履修と 

関連する資格 

資格名  

資格取得の流れ  
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 Course Introduction      

第２回 

Unit 1: Would you like chicken 

or fish? 

Could/may and wh- questions 

To be able to ask for things 

on a flight. 
    

第３回 

Unit 2: Can I have your 

passport, please? 

Wh- and how questions 

To be able to answer questions 

at Immigration. 
    

第４回 

Unit 3: My mother has her own 

business 

I have/do... 

To be able to talk about 

family. 
    

第５回 
Unit 4: Can I check my email? 

Can/Could I...? 

To be able to make polite 

requests. 
    

第６回 

Unit 5: Are you ready to order? 

Would you like...?  

Could/May I...? 

To be able to order a meal.     

第７回 Review Units 1, 2, 3, 4, 5 Preparation for Mid Term Test.     

第８回 Mid Term Test         

第９回 
Unit 6: Where’s the station? 

Go straight. 

To be able to ask for 

directions. 
    

第１０回 

Unit 7: Can I use my card in 

this ATM?  

Can for ability 

To be able to withdraw money 

from a bank. 
    

第１１回 

Unit 8: Do you have a non-

smoking room? 

Question forms 

To be able to reserve a hotel 

room. 
    

第１２回 
Unit 9: I have a stomachache. 

Take this medicine 

To be able to get help for 

minor medical problems. 
    

第１３回 
Unit 10: I’m from Japan. 

Wh- Questions 
To be able to ask about places.     

第１４回 Review Units 6, 7, 8, 9, 10 Preparation for Final Test.     

第１５回 Final Test         

 

  



61 

■■■■国国国国ーーーー59595959海外生活英語海外生活英語海外生活英語海外生活英語ⅡⅡⅡⅡ    

国際美容コミュニケーション専攻 

科目名 

Subject 

海外生活英語Ⅱ 

English for Living Overseas Ⅱ 
教員名 English Team 

開講年次 １年 開講時期 後期 単位 １単位 

必修／選択 選択 授業形態 演習   

科目の概要 ENGLISH CONVERSATION FOR TRAVEL OVERSEAS 

授業の目標 

In many countries, foreign visitors are likely to encounter situations in which 

some English ability is required. This course aims to help those students who are 

planning to travel overseas. By the end of the course, the students will be able 

to handle simple English conversations likely to be encountered overseas. 

時間外学習 

（予習・復習） 
As required 

教科書・教材 

教科書 
Buckingham, A. and Lansford, L. (2010). Passport 1 (2nd Ed.). 

Oxford: Oxford University Press. 

教材 Lesson notes 

使用設備・備品 As required 

参考文献 As required 

評価方法 

Course work 70%, Midterm Test 15%, Final Test 15% 

Grading will also be subject to attendance. 

 

履修上の注意     

本科目履修と 

関連する資格 

資格名  

資格取得の流れ  
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 Course Introduction      

第２回 

Unit 11: What time does it 

start? 

Wh- questions, I would like ... 

To be able to ask or 

information about tourist 

attractions 

    

第３回 

Unit 12: Have you been to the 

islands? 

Have you been...? 

To be able to talk about places 

you visit 
    

第４回 
Unit 13: I really like rugby! 

Do you like...? 

To be able to talk about 

interests 
    

第５回 
Unit 14: Where should we meet? 

in, at,... 

To be able to make an 

arrangement to meet someone 
    

第６回 

Unit 15: How about 400 baht for 

two? 

Question forms 

To be able to buy souvenirs 

from a street market 
    

第７回 
Review Units 11, 12, 13, 14, 

15 
Preparation for Mid Term Test        

第８回 Mid Term Test         

第９回 

Unit 16: I’d like to send this 

to Japan, please. 

Question forms 

To be able to send mail from a 

post office 
    

第１０回 

Unit 17: We’re staying five 

more days. 

I would like to ...  

To be able to suggest things 

to do 
    

第１１回 
Unit 18: I lost my bag! 

Why don’t you...? 
To be able to make suggestions     

第１２回 

Unit 19: Which bus goes to the 

airport? 

Wh- questions 

To be able to ask how to get 

to the airport 
    

第１３回 

Unit 20: What did you like the 

best? 

How was your trip? 

Talking about vacation 

experiences 
    

第１４回 
Review Units 16, 17, 18, 19, 

20 
Preparation for Final Test        

第１５回 Final Test         
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■■■■国国国国ーーーー66660000 ジェロントロジージェロントロジージェロントロジージェロントロジー    

国際美容コミュニケーション専攻 

科目名 

Subject 

ジェロントロジー（ＵＳＣ） 

Gerontology 
教員名 五十嵐 靖博 

開講年次 1 年 開講時期 通年 単位 ２単位 

必修／選択 選択 授業形態 e-learning   

科目の概要 

超高齢化社会を豊かに生きるために、個人レベルの加齢の問題だけでなく、社会構造の変化

や文化をめぐる諸問題まで幅広く学ぶ。超高齢化社会における美容の意義を考察する。南カ

ルフォルニア大学ジェロントロジー学部による e-learning を用いた特別講義である。 

授業の目標 

高齢者に限らず、あらゆる年齢層の人を加齢と美容の視点から理解する。美容を通して超高

齢化社会において個人と公共の福祉の向上に貢献するために必要な知識と見識をみにつけ

る。美容とジェロントロジーの融合を促進し、職業生活に活用できる知識を得るとともにあ

らゆる年齢層の人をより深く理解する。 

時間外学習 

（予習・復習） 
繰り返しビデオプログラムを視聴し、深く学んでほしい。 

教科書・教材 

教科書 特に指定しない。 

教材 適宜、資料を配布する。 

使用設備・備品 
e-learning によって受講するため、インターネットにアクセスできる環

境が必要である。 

参考文献 

山野正義著『ジェロントロジー』IN 通信社 

山野正義著『生き方の革命：ますます輝く人生を』IN 通信社 

R.C.アッチェリー・A.S.バルシェ著『ジェロントロジー：加齢の価値と

社会の力学』きんざい 

評価方法 

各ビデオプログラムのなかで、アクテビティーとして課題を提示する。 

全てのレッスンを修了しない場合は評価の対象にならない。全てのレッスンを修了しない場合は評価の対象にならない。全てのレッスンを修了しない場合は評価の対象にならない。全てのレッスンを修了しない場合は評価の対象にならない。 

履修上の注意 e-learning によって受講する。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名 
USC DAVIS SCHOOL OF GERONTOLOGY「美容ジェロントロジー講座」修了

証（仮称） 

資格取得の流れ 
修了者には、USC DAVIS SCHOOL OF GERONTOLOGY より受講者に対し専用

の修了証が発行されます。 
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 イントロダクション 
ジェロントロジーの概要を知り、職業生活との

関係を理解する。 
e-learning 

第２回 エージングに関する固定概念 固定観念とその否定的影響を理解する。 e-learning 

第３回 ライフコース 
ライフコースとは何かを知り、それに関する 

諸理論を理解する。 
e-learning 

第４回 介護と社会支援 
豊かなエージングのために社会的支援が重要な

ことを理解する。 
e-learning 

第５回 エージングの社会学 高齢化が社会に与える様々な影響を理解する。 e-learning 

第６回 
加齢によるパーソナリティの 

変化 

パーソナリティの諸理論と加齢によるその変化

を理解する。 
e-learning 

第７回 人口構成 
諸国の人口構成の特徴を知り、高齢化社会の 

諸問題を理解する。 
e-learning 

第８回 記憶・認知 
記憶などの認知的機能とその基礎となる生物 

学的メカニズムを知る。 
e-learning 

第９回 視覚・聴覚と加齢の生理学 
視覚と聴覚のメカニズムと加齢にともなう身体

の変化を理解する。 
e-learning 

第１０回 加齢と慢性疾患 
高齢者の健康と病気、特に慢性疾患の原因と 

治療を知る。 
e-learning 

第１１回 抑うつ 抑うつの原因や症状、治療の実際を知る。 e-learning 

第１２回 死にゆく過程と老化 
死にゆく過程を知り、高齢者の世界について 

理解を深める。 
e-learning 

第１３回 肌と毛髪の変化 加齢にともなう肌や毛髪の変化を理解する。 e-learning 

第１４回 腔衛生 
口腔衛生の重要性を理解し、口腔を清潔に保つ

方法を知る。 
e-learning 

第１５回 ユニバーサルデザイン 
ユニバーサルデザインと高齢者の QOL の関係を

理解する。 
e-learning 
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１６回 まとめと展望 
前半の講義を振り返り、ジェロントロジーの 

意義について理解を深める。 
e-learning 

第１７回 カウンセリング 
高齢者の心の健康の問題を理解し、カウンセリ

ングの基礎を知る。 
e-learning 

第１８回 ゲームと記憶 
記憶のメカニズムを理解し、記憶保持力を鍛え

る方法を知る。 
e-learning 

第１９回 エクササイズ  
エクササイズと骨粗鬆症の関係など、エクサ 

サイズの生理学的効果を理解する。 
e-learning 

第２０回 アンチエイジング アンチエイジングをめぐる諸問題を理解する。 e-learning 

第２２回 ストレスと老化 
ストレスとは何か、またその影響を理解し、 

対処法を考える。 
e-learning 

第２３回 転倒防止 転倒防止の重要性、そのための対策を理解する。 e-learning 

第２４回 エージングと人間工学デザイン 
高齢者の QOL を向上させる人間工学的デザイン

を理解する。 
e-learning 

第２５回 
相続、その他の高齢者をめぐる 

諸問題１ 

相続など高齢者に関する法的,倫理的諸問題を

考察する。 
e-learning 

第２６回 
相続、その他の高齢者をめぐる 

諸問題２ 

高齢者をめぐる様々な社会問題や家族関係の 

問題を考察する。 
e-learning 

第２７回 高齢者の虐待 
日本とアメリカにおける高齢者の虐待の現状を

知り、対策を考える。 
e-learning 

第２８回 日常性のストレスとエージング 
高齢者のストレスとその影響、ストレス対処法

を理解する。 
e-learning 

第２９回 フリーラジカルとホルモン 
フリーラジカルとホルモンによる生物学的影響

とエージングとの関係を理解する。 
e-learning 

第３０回 総括 ジェロントロジーを俯瞰する視座を習得する。 e-learning 
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■■■■国国国国ーーーー61616161現代現代現代現代トレンドトレンドトレンドトレンド学学学学    

国際美容コミュニケーション専攻 

科目名 

Subject 

現代トレンド学 

Study of Current Trends 
教員名 森 秀男 

開講年次 ２年 開講時期 前期 単位 １単位 

必修／選択 必修 授業形態 講義（実習あり）   

科目の概要 

トレンドとは何か、トレンドが生まれる背景、その分類、活用の現場と事例など、 

多角的な視点から最新のトレンドの潮流を学ぶ。 

 

授業計画は、市場の変化、学生の理解度や進捗度により、変更の可能性があります。 

授業の目標 
トレンドの実態を理解し、様々な局面において、トレンドが如何に活用されているかを習得

する。 

時間外学習 

（予習・復習） 
街に出て，商業施設や文化施設を観察して，生活者の意識や価値観を探ると良い。 

教科書・教材 

教科書 特になし。 

教材 プリント資料を配布する。学生各自でファッション雑誌を用意。 

使用設備・備品 プロジェクター、スクリーン、資料投影の機器、DVD デッキ 

参考文献 
日経 MJ、日経デザイン、各種カルチャー雑誌、WWD ジャパン、 

繊研新聞、ファッション販売、各種ファッション雑誌 

評価方法 

以下の総合評価を行なう。 

１.講義内容の理解の程度 

２.実習のワークシートの完成度 

 

なお、出席数が不足の場合は評価対象とはしません。 

履修上の注意 欠席や遅刻をしないように努める。巾広いモノの見方を持つように努める。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名 特になし 

資格取得の流れ 特になし 
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 

オリエンテーション 

トレンドとは、トレンドの基礎概念 

（授業計画は変更の可能性があります） 

トレンドの基本を理解する  

第２回 
生活者トレンド（１） 

 ターゲット 
顧客である消費者の新しい動きを掴む  

第３回 
生活者トレンド（２） 

 ライフスタイル 
消費者の生活特徴を理解する  

第４回 
市場トレンド（１） 

 ブランド 
ブランドの分類と最新の動きを知る  

第５回 
市場トレンド（２） 

 ショップ 
ショップや商業施設の現状をつかむ  

第６回 
市場トレンド（３） 

 ラグジュアリーブランド１ 
高級ブランドの現在の動向を知る  

第７回 
市場トレンド（４） 

 ラグジュアリーブランド２ 
高級ブランドの現在の動向を知る  

第８回 
ファッショントレンド（１） 

 モード都市１  

モードの中心都市の由来と 

最新の動きを把握する 
 

第９回 
ファッショントレンド（２） 

 モード都市２ 

モードの中心都市の由来と 

最新の動きを把握する 
 

第１０回 
ファッショントレンド（３） 

 カラートレンド（流行色） 

色彩におけるトレンドの現在を理解す

る 
 

第１１回 
社会トレンド（１） 

 SNS（ソーシャル・メディア） 

ソーシャル・メディアの最新状況を理

解する 
 

第１２回 
社会トレンド（２） 

 エシカル・スタイル 
倫理的なファッションの実情を学ぶ  

第１３回 
社会トレンド（３） 

ユニバーサルファッション 

ユニバーサルファッションの最新の状

況を知る重要な関連情報を学ぶ 
 

第１４回 補足の講義 重要な関連情報を学ぶ  

第１５回 
まとめ 

実習ワークシートの提出 

総括と講義内容の理解の評価をする 

実習ワークの完成度を評価する 
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■■■■国国国国ーーーー66662222 フォトテフォトテフォトテフォトテクニッククニッククニッククニック    

国際美容コミュニケーション専攻 

科目名 

Subject 

フォトテクニック 

Photo Technique 
教員名 

西  将隆 

浦川 良将 

開講年次 2 年 開講時期 前期 単位 1 単位 

必修／選択 選択 授業形態 演習   

科目の概要 

一眼レフカメラを使用し、ビューティ、ファション、ポートレイトの 

撮影を行い、作品を作成します。 

屋外やスタジオでの撮影方法を学びます。 

授業の目標 

撮る側、撮られる側を経験し視点（ものの見方）に気づく。 

作品をたくさん作り、ポートフォリオ制作で就職活動等に役に立てよう。 

一眼レフカメラの操作、ライティング技術を身につける。 

綺麗なビューティ写真を撮れるようになる。 

時間外学習 

（予習・復習） 
自由撮影することにより、美意識を高める。 

教科書・教材 

教科書 オリジナルプリント配布 

教材 プリント、資料を授業ごとに用意。 

使用設備・備品 プロジェクター、撮影照明機材、カメラ、写真室 マイク 

参考文献 必要に応じ提示。 

評価方法 

個人作品 1 点＋グループ作品 2 点＋授業参加意欲の各 100 点満点の合計点 400 点 

を４で割った点数で評価します。 

なお、出なお、出なお、出なお、出席数が不足の場合は評価対象とはしません。席数が不足の場合は評価対象とはしません。席数が不足の場合は評価対象とはしません。席数が不足の場合は評価対象とはしません。    

履修上の注意 SD カードを各自用意してください。（第一回目の授業ですべてを説明します。 ） 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名  

資格取得の流れ  
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 
オリエンテーション 

講師自己紹介、授業内容紹介 
授業、評価の内容を把握する。 

授業で必要になるものの 

説明 SD カード 

第２回 

カメラの仕組み 

絞りとシャッタースピード 

ピントを合わせる練習 

絞りとシャッタースピードを理解す

る。ピントを合わせられるようにな

る。 

 

第３回 
カメラの操作① 

絞りを変えて撮る 

絞りを変えることで写真がどう変化

するか理解する。 
 

第４回 
カメラの操作② 

シャッタースピードを変えて撮る。 

シャッタースピードを変えて写真がど

う変化するか理解する。 
 

第５回 
カメラの操作③ 

M モード・マニュアル撮影 

絞り、シャッターの組み合わせで 

マニュアル撮影が出来る。 
 

第６回 バストアップの撮影 
ヘアメイクをして、自然光をいかした

作品をつくる。 
課題① 

第７回 課題①の作品提出と総評   

第８回 
ライティング実習① 

アイランプ基礎編 

アイランプで効果的なライティングを

考え撮影する。 
スタジオ撮影 

第９回 
ライティング実習② 

アイランプ応用編 

逆光やバウンス光を利用したライテ

ィングを考える。 
スタジオ撮影 

第１０回 
ライティング実習③ 

ストロボ 基礎編 
ストロボの特性を理解する。 

スタジオ撮影 

 

第１１回 
ライティング実習④ 

ストロボ応用編 

逆光やバウンス光を利用したライテ

ィングを考える。 

スタジオ撮影 

 

第１２回 作品撮り企画会議 
グループに分かれテーマを企画 

コンセプトシートを作成する。 

モデル、撮影イメージを決

める。必要なものを確認。 

第１３回 作品撮り  
課題② 

 

第１４回 作品撮り  
課題③ 

 

第１５回 作品撮り 
作品撮りプリントアウト 

ポートフォリオ完成。 
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■■■■国国国国ーーーー66663333服飾服飾服飾服飾デザインデザインデザインデザイン    

国際美容コミュニケーション専攻 

科目名 

Subject 

服飾デザイン 

Fashion Design 
教員名 渡辺 聰子 

開講年次 ２年 開講時期 後期 単位 １単位 

必修／選択 選択 授業形態 演習   

科目の概要 
生活の中でトータルなファッションには服飾デザインは欠かせないものである。 

美容を考えた上での服飾を理解する 

授業の目標 

衣服や装飾品を製作するためには、専門的に被服材料学や体型学をはじめ、デザインから縫

製に至るまでの被服製作に必要な事項を学ぶ必要がある。しかし本科目では服飾の専門家

になるための専門性を見につける内容ではなく自由な発想で美容と関連のある服飾のデザ

インをし、製作する過程を体験することで感性を磨き創造力を引き出して新たな視点を身

に付けることを目指す科目である。身近な素材を使って、デザインすること製作することの

楽しさを学ぶ。 

時間外学習 

（予習・復習） 
特に予定していない 

教科書・教材 

教科書 その都度プリントを配布 

教材 適宜配布する。一部各自持参。 

使用設備・備品 Ｂ棟２Ｆ家政学実習室 ボディー、ミシン、その他用具を使用する。 

参考文献 ファッション雑誌など 

評価方法 
授業態度、作品提出など 

なお、出席数が不足の場合は評価対象とはしません。 

履修上の注意 
授業のはじめに説明し実習に入ることが多いので遅刻をしないようにすること。 

また出席を重視する。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名  

資格取得の流れ  
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 
授業内容の説明・衣服の

ための採寸方法 

オリエンテーション・自分の身体を知る意味

で採寸方法を学ぶ 
 

第２回 衣服の構成 

「衣服はどのようにして成り立っているか」

を立体裁断でデモンストレーション。衣服の

構成・成り立ちを理解する 

 

第３回 
ミシン・ロックミシンの

使い方 

ミシン・ロックミシンの使い方を基本から理

解する。簡単な直線縫いの作品としてティッ

シュカバー、シュシュの作成をする。 

第 10 回目に始めるスカ

ート、パンツの布を各自

用意する。 

第４回 クッションの作成 

直線縫いの応用として 30×30 の身にクッシ

ョンの作成をする。製図通り作成することを

学ぶ。印のつけ方を学ぶ 

縫製用具は短大に用意

してあるので持参しな

くてもよい。 

第５回 つづき 

物を作ることの達成感を学ぶ 

細部にわたり縫製を注意深くする。アイロン

のかけ方を学ぶ 

 

第６回 
トートバック 

（エコバック）の作成 

マチの作り方、手持ちのひもなどの作り方を

学ぶ 
 

第７回 つづき パターン通り正確に作成することを学ぶ  

第８回 
ウエストポーチ又は 

物入れの作成 

各自製作品を選び自由に製作することを 

学ぶ 

自由製作の布を各自持

参する。 

第９回 つづき 
ポケットを付ける、ボタンをつける、ゴムを

通すなどを理解する 
 

第１０回 

自由製作 （スカート又

はショートパンツなど）

の作成 

自由製作（ウエストゴムのスカート又はショ

ートパンツなど）の作成を通して被服の構成

を学ぶ。 

パターンの作成：各自スカート、パンツの型

紙（縫い代込）を作る。 

 

第１１回 裁断、しるし付け 
布を外表にし、チャコペーパーで 

内側の裏に印が付くように出来るようになる 
 

第１２回 縫製１ 

ミシン縫い（スカート、パンツの場合） 

① ポケットを付ける。 

② 脇を縫う 

 

第１３回 縫製２ 

ミシン縫い（スカート、パンツの場合） 

③ パンツの股上を縫う。 

④ ウエスト周りを縫う 

 

第１４回 縫製３ 

ミシン縫い（スカート、パンツの場合） 

⑤ パンツの裾を縫う。 

⑥ スカートの裾を縫う 

 

第１５回 完成 

ウエストのゴムを通して完成。（スカート、パ

ンツの場合） 

レポートをつけて提出 
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■■■■国国国国ーーーー66664444香粧品学香粧品学香粧品学香粧品学    

国際美容コミュニケーション専攻 

科目名 

Subject 

香粧品学 

Chemistry of Cosmetics 
教員名 磯部 次男 

開講年次 ２年 開講時期 後期 単位 １単位 

必修／選択 選択 授業形態 講義   

科目の概要 

 本科目は、主に化粧品等の香粧品の構成について学習する。 

 香粧品は日進月歩で進化している。そのため書籍に記載されている内容だけでは、香粧品

の最新の効能・効果を知ることはできない。 

 本講義では、参考文献を基本に据え、香粧品に関する最新の事項を引用し、香粧品の機能、

効能・効果等の理解を深める 

授業の目標 

① 香粧品に使用される原料を系統的に学習し理解する。 

② 香粧品として使用される製品を系統的に学習し理解する。 

③ 香粧品に関する化学的知識を学習し理解する。 

④ 最近注目されている香粧品の効能、成分等を学習し理解する。 

⑤ 各自が使用する化粧品の使用目的、成分と効能･効果を理解できるようにする。 

時間外学習 

（予習・復習） 

 講義資料に記載された項目に関しては、学内の図書館等を活用し理解を深める。 

 香粧品に関する新たな事項は、インターネット等を活用して知識を広める。 

教科書・教材 

教科書 特になし 

教材 
講義ごとにプリントや資料を配布する。 

配布されたプリント、資料は次回以降の講義に持参すること。 

備品 講義に際し、黒と赤の 2 色の筆記具を持参すること。 

参考文献 化粧品科学ガイド 第 2 版 フレグランスジャーナル社発行 

評価方法 

次の 3 点を総合的に評価する。 

➀ 受講態度等 

② 小試験等 

③ 定期試験 

なお、出席数が不足の場合は評価対象とはしない。 

履修上の注意 遅刻、欠席をしないこと。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名  

資格取得の流れ  
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授業計画 

 授業内容 授業目標 備  考 

第１回 
皮膚 

皮膚の問題点(老化) 

・表皮、真皮について理解する。 

・紫外線による肌老化について知

る。 

 

第２回 皮膚の問題点(老化)-2 

・乾燥による肌老化 

・細胞の酸化による肌老化 

・皮膚老化防止の可能性 

について知る。 

 

第３回 香粧品の原料 
・水性原料について理解する。 

・油性原料について理解する。 
 

第４回 香粧品の原料-2 界面活性剤 

・界面活性剤について知る。 

・界面活性剤の働きを知る。 

・界面活性剤の種類を知る。 

 

第５回 香粧品の原料-3  

・着色料について理解する。 

・保湿剤について理解する。 

・植物抽出エキスについて理解す

る。 

 

第６回 香粧品の原料-4  

・その他の原料 

・高分子化合物、キレート剤等 

・薬剤   について理解する。 

 

第７回 香粧品の原料-5  

・薬剤-2 

・紫外線と紫外線の及ぼす影響 

について理解する。 

 

第８回 基礎香粧品 

・基礎香粧品の役割と分類 

・洗浄用香粧品 

について理解する。 

 

第９回 基礎香粧品-2 

・整肌香粧品 

・特別ケア香粧品 

について理解する。 

 

第１０回 
基礎香粧品-3 

メイクアップ香粧品 

・肌質、肌トラブルについて知る 

・ファンデーション類・口紅につ

いて理解する。 

 

第１１回 
メイクアップ香粧品-2 

ボディケア香粧品 

・アイメイクアップ香粧品 

・頬紅 ・ネイル香粧品 

・ボディ洗浄料 

について理解する。 

 

第１２回 ボディケア香粧品-2 

・浴用香粧品  

・ボディスキンケア香粧品 

・紫外線ケア香粧品等 

について理解する。 

 

第１３回 頭皮・頭髪香粧品 

・洗髪用香粧品 

・養毛・育毛剤、染毛香粧品等に

ついて理解する。 

 

第１４回 芳香香粧品 
・香料について理解する。 

・芳香製品について理解する。 
 

第１５回 芳香香粧品-2 
・芳香製品をよりよく使うために

効能効果などを理解する。 
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■■■■国国国国ーーーー66665555 メイクアップメイクアップメイクアップメイクアップⅢⅢⅢⅢ    

国際美容コミュニケーション専攻 

科目名 

Subject 

メイクアップⅢ 

Make-upⅢ 
教員名 ティミー西村 

開講年次 ２年 開講時期 後期 単位 １単位 

必修／選択 選択 授業形態 実習   

科目の概要 

専門的なプロのメイクアップ技術・知識を学ぶ。 

ファッションショー、映像撮影、化粧品販売、等の現場で使えるテクニックを各専門分野の

教員が指導し、常に新しい技術と情報を取り入れた授業内容を展開する。 

デモンストレーションによる展示または資料写真を参考に相モデルでメイクアップ作品を

制作する。 

授業の目標 

・ プロフェッショナルなメイクアップアーティストが様々な現場で求められるテクニッ

クと知識を身につける。 

・ 目指すイメージ具体的にメイクアップで表現できるようになる。 

・ その人の性格や好み、生活を理解し、その人に似合うメイクアップを提供できる知識、

技術、経験を身につける。 

時間外学習 

（予習・復習） 
 

教科書・教材 

教科書 特になし。 

教材 必要に応じてプリントを配布します。 

使用設備・備品 DVD プレイヤー、デモンストレーション用ビデオカメラ、書画カメラ。 

参考文献 必要に応じて提示します。 

評価方法 

提出課題、筆記試験、作品制作、授業参加意欲。 

なお、出席数が不足の場合は評価対象とはしません。 

履修上の注意 

２コマ続きで全８回の授業となりますので、開講期は９月末から１２月までとなります。 

美容デザイン専攻との合同授業となります。 

出席状況を重視する為、遅刻、早退、欠席は減点されます。出席が満たない者は不可としま

す。また欠席者のための補講は行いません。 

提出課題は指定の用紙を使用。写真を添付したレポートを次の授業時に提出してもらいま

す。やむを得ず欠席した場合には、クラスメイトにメモと写真を見せてもらい各自で作品制

作を行い提出してください。 

提出課題が一点でも足りない場合不可とします。 

上記の全てクリアできていないと単位が取れません。 

個人で準備するもの：洗顔料、ティッシュ、コットン、タオル、綿棒、筆記用具、カメラ。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名  

資格取得の流れ  
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 模写メイク 
写真のメイクが再現できるテク

ニック。 
 

第２回 模写メイク 
写真のメイクが再現できるテク

ニック。 
 

第３回 ハロウィンのメイク 
ハロウィン用のキャラクターメ

イクや特殊効果の習得 
 

第４回 ハロウィンのメイク 
ハロウィン用のキャラクターメ

イクや特殊効果の習得 
 

第５回 ファッションショーメイク 
ファッションショーの現場で使

えるメイクアップが表現できる 
 

第６回 ファッションショーメイク 
ファッションショーの現場で使

えるメイクアップが表現できる 
 

第７回 男性メイク 
男性にメイクする際のテクニッ

ク。 
 

第８回 男性メイク 
男性にメイクする際のテクニッ

ク。 
 

第９回 化粧品業界トレンド 
コスメ業界で求められるテクニ

ックの習得。 
 

第１０回 化粧品業界トレンド 
コスメ業界で求められるテクニ

ックの習得。 
 

第１１回 ベリーダンス 
ダンスの発表会でのステージメ

イクアップが表現できる。 
 

第１２回 ベリーダンス 
ダンスの発表会でのステージメ

イクアップが表現できる。 
 

第１３回 特殊メイクアップ あざ、傷、火傷等を表現できる。  

第１４回 特殊メイクアップ あざ、傷、火傷等を表現できる。  

第１５回 作品撮影の為の練習 
作品撮影に向け制作のリハーサ

ルを行う。 
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■■■■国国国国ーーーー66666666 アートアートアートアート＆＆＆＆デザインデザインデザインデザイン    

国際美容コミュニケーション専攻 

科目名 

Subject 

アート＆デザイン 

Art & Design 
教員名 林 美喜 

開講年次 2 年 開講時期 後期 単位 1 単位 

必修／選択 選択 授業形態 演習   

科目の概要 
美容は芸術であるという本学の哲学を踏まえた上でアートとデザインを学ぶ。 

イメージデッサンを行い、その作品を学生が発表し解説する。 

授業の目標 
アートとデザインを通して作品制作をすることで、より自発的に発想し、目的に近づくよう

にする。 

時間外学習 

（予習・復習） 

身の回りにある色々なモノからアートな魅力やデザインされた部分を読み解く癖をつけ

る。 

教科書・教材 

教科書 毎回、課題内容および図版のプリント配布。 

教材 適宜、用意する。 

使用設備・備品 PC、DVD、プロジェクター、AV 機器、基本的な画材。 

参考文献 課題に合わせ適宜提示。 

評価方法 

1.講評 2.作品 の総合評価 

なお、出席数が不足の場合は評価対象とはしません。なお、出席数が不足の場合は評価対象とはしません。なお、出席数が不足の場合は評価対象とはしません。なお、出席数が不足の場合は評価対象とはしません。    

履修上の注意 画材の貸し出しはしますが鉛筆消しゴムの数が限られているので筆記具は持参すること。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名  

資格取得の流れ  
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 アイデアスケッチ１ 
ある目標のために絵で表現出来

るようになる。 

うまい絵ではなく、伝わる

絵を描く 

第２回 アイデアスケッチ２ 〃 〃 

第３回 色紙による平面構成 色と面積の関係を知る  

第４回 〃 〃  

第５回 講評 
他の人の作品を鑑賞することで

色々な感覚があることを知る。 
 

第６回 植物を描く 
観察した形から特徴をとらえる

ことが出来るようになる。 

植物の形を参考に模様を

つくる 

第７回 〃 〃 〃 

第８回 講評 〃 他の人の作品を鑑賞する 

第９回 立体デッサン 
立体モチーフを再現出来るよう

になる。 

立体物を見てそのまま再

現する 

第１０回 着彩 〃 〃 

第１１回 講評 〃 〃 

第１２回 サロンデザイン 
自分の考えたものを表現し発表

出来るようになる。 
総合的な作品制作 

第１３回 制作 〃 〃 

第１４回 〃 〃 〃 

第１５回 発表 〃 〃 
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■■■■国国国国ーーーー67676767海外生活英語海外生活英語海外生活英語海外生活英語ⅢⅢⅢⅢ    

国際美容コミュニケーション専攻 

科目名 

Subject 

海外生活英語Ⅲ 

English for Living Overseas Ⅲ 
教員名 English Team 

開講年次 ２年 開講時期 前期 単位 １単位 

必修／選択 選択 授業形態 演習   

科目の概要 ENGLISH CONVERSATION FOR TRAVEL OVERSEAS 

授業の目標 

In many countries, foreign visitors are likely to encounter situations in which 

some English ability is required. This course aims to help those students who are 

planning to travel overseas. By the end of the course, the students will be able 

to handle simple English conversations likely to be encountered overseas.. 

時間外学習 

（予習・復習） 
As required 

教科書・教材 

教科書 
Buckingham, A. and Lansford, L. (2010). Passport 2 (2nd Ed.). 

Oxford: Oxford University Press. 

教材 Lesson notes 

使用設備・備品 As required 

参考文献 As required 

評価方法 

Course work 70%, Midterm Test 15%, Final Test 15% 

Grading will also be subject to attendance. 

 

履修上の注意     

本科目履修と 

関連する資格 

資格名  

資格取得の流れ  
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 Course Introduction      

第２回 

Unit 1: What’s the purpose of 

your visit? 

Wh- questions 

To be able to understand and 

answer questions at 

Immigration. 

    

第３回 
Unit 2: How much is it? 

How much..,? This/Those 
To be able to ask about prices.     

第４回 

Unit 3: When is the next train 

to Xi’an? 

I would like a ...  

To be able to buy a train 

ticket. 
    

第５回 

Unit 4: The TV is broken. 

Could you ...? 

I would like to... 

To be able to ask for help with 

minor problems at a hotel 
    

第６回 
Unit 5: What is there to see? 

Is there...  

To be able to find out about 

things to do in an area. 
    

第７回 Review Units 1, 2, 3, 4, 5 Preparation for Mid Term Test.        

第８回 Mid Term Test         

第９回 

Unit 6: I’d like to rent a 

snowboard, please. 

Questions with can and do 

To be able to rent goods.     

第１０回 

Unit 7: Tell me about your 

country. 

Is...? 

To be able to disagree 

politely. 
    

第１１回 
Unit 8: How was your weekend? 

I did..., Wh- questions 
Describing recent activities.     

第１２回 

Unit 9: Does it hurt? 

Progressive and simple past 

Question forms 

To be able to get treatment for 

minor injuries. 
    

第１３回 

Unit 10: I’d like a cup of 

tea, please. 

Question forms 

To be able to ask about 

unfamiliar food. 
    

第１４回 Review Units 6, 7, 8, 9, 10 Preparation for Final Test.        

第１５回 Final Test         
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■■■■国国国国ーーーー68686868海外生活英語海外生活英語海外生活英語海外生活英語ⅣⅣⅣⅣ    

国際美容コミュニケーション専攻 

科目名 

Subject 

海外生活英語Ⅳ 

English for Living Overseas Ⅳ 
教員名 English Team 

開講年次 ２年 開講時期 後期 単位 １単位 

必修／選択 選択 授業形態 演習   

科目の概要 ENGLISH CONVERSATION FOR TRAVEL OVERSEAS 

授業の目標 

In many countries, foreign visitors are likely to encounter situations in which 

some English ability is required. This course aims to help those students who are 

planning to travel overseas. By the end of the course, the students will be able 

to handle simple English conversations likely to be encountered overseas. 

時間外学習 

（予習・復習） 
As required 

教科書・教材 

教科書 
Buckingham, A. and Lansford, L. (2010). Passport 2 (2nd Ed.). 

Oxford: Oxford University Press. 

教材 Lesson notes 

使用設備・備品 As required 

参考文献 As required 

評価方法 

Course work 70%, Midterm Test 15%, Final Test 15% 

Grading will also be subject to sufficient attendance. 

 

履修上の注意     

本科目履修と 

関連する資格 

資格名  

資格取得の流れ  
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 Course Introduction      

第２回 

Unit 11: Would you like to 

visit the Temple of Heaven? 

How about...?, You could 

To be able to ask about tourist 

destinations. 
    

第３回 

Unit 12: I want to send an 

attachment. 

I want/need/ am trying to 

To be able to get help with 

computer problems. 
    

第４回 

Unit 13: I’d like a chicken 

sandwich, please. 

Question forms 

To be able to order take out 

food. 
    

第５回 

Unit 14: Go straight along this 

road. 

Go straight. 

To be able to ask and 

understand directions. 
    

第６回 

Unit 15: Have you been to the 

Great Wall yet? 

Have you been... 

To be able to describe 

experiences. 
    

第７回 
Review Units 11, 12, 13, 14, 

15 
Preparation for Mid Term Test.        

第８回 Mid Term Test         

第９回 

Unit 16: Excuse me. Can you 

help us? 

Question forms 

To be able to ask for help.     

第１０回 

Unit 17: I don’t think this 

is right. 

Could/May I...? 

To be able to check out of a 

hotel. 
    

第１１回 
Unit 18: Keep in touch! 

Should/must 

To be able to keep in touch 

with friends. 
    

第１２回 

Unit 19: Did you pack this bag 

yourself? 

Question forms 

To be able to understand and 

answer questions at check in 

at the airport. 

    

第１３回 

Unit 20: Are you going 

snowboarding again? 

... going to ...  

To be able to talk about future 

vacations. 
    

第１４回 
Review Units 16, 17, 18, 19, 

20 
Preparation for Final Test.        

第１５回 Final Test         

 

 

 


