
 

美容総合学科 エステティック専攻 教育課程 

         

■卒業要件        

１．卒業要件は、２年以上在学し、必修科目 66 単位を修得するほか、選択科目から 4単位以上を履修して、合計 70 単位以

上を修得した者に卒業証書及び短期大学士（エステティック）の学位を授与する。 

２．必修科目の( )は外国人留学生のみ必修。 

３．ボランティア活動について 

 一定のボランティア活動に参加しなければ、単位を得ることが出来ない科目があります。 

 別途説明資料も参考に確実に参加してください。（２年間で２日以上） 

 ①地域主催（主に八王子市）のボランティア活動への参加（２年間で１日以上） 

 ②その他のボランティア活動への参加もしくは、学内指定イベントへの参加（２年間で１日以上） 

         

エステティック専攻 卒業に必要な単位数 

科目区分 
開設単位数 備考    

必修 選択 計     

教養 11 2 13     

語学 1 1 2     

専門基礎 18 5 23     

専門応用 36 11 47     

卒業要件 66 4 以上 70 以上     

         

■授業科目一覧        

    １年次 ２年次  

  科目名 必選 授業形態 前期 後期 前期 後期  

（教養）        

  マナー&ホスピタリティ 必修 演習  1 単位   1 

  ゼミナールⅠ 必修 演習 1 単位    2 

  ゼミナールⅡ 必修 演習  1 単位   3 

  海外研修（ヨーロッパ） 必修 演習  1 単位   4 

  コンピュータ・リテラシー 選択 演習 1 単位    5 

  海外研修（アメリカ） 選択 演習 1 単位    6 

  ゼミナールⅢ 必修 演習   1 単位  7 

  アロマテラピー 必修 演習   1 単位  8 

  色彩学 必修 演習   1 単位  9 

  伝承美（茶道） 必修 演習    1 単位 10 

  伝承美（華道） 必修 演習    1 単位 11 

  現代社会の理解 必修 講義   1 単位  12 

  接客・接遇法 必修 演習    1 単位 13 

（語学）        

  英語コミュニケーション 必修 講義 1 単位    14-15 

  英語特講 選択 演習  1 単位   16 

  日本語Ⅰ 必修 講義 (1 単位)    17 

  日本語Ⅱ 必修 講義  (1 単位)   18 

  日本語Ⅲ 必修 講義   (1 単位)  19 

（専門基礎）        

  生体学 必修 講義 1 単位    20 

  生命活動概論 必修 講義 1 単位    21 

  生理解剖学Ⅰ 必修 講義 1 単位    22-23 

  エステティシャンのための栄養学Ⅰ 必修 講義  1 単位   24 

  エステティック基礎理論Ⅰ 必修 講義 1 単位    25 

  エステティック基礎理論Ⅱ 必修 講義 1 単位    26 



 

 

■授業科目一覧        

    １年次 ２年次  

  科目名 必選 授業形態 前期 後期 前期 後期  

  エステティック技術理論 必修 講義 1 単位    27 

  脱毛 必修 実習 1 単位    28 

  メイクアップⅠ 必修 実習  2 単位   29 

  基礎ネイル技術 必修 実習 2 単位    30-31 

  サロン実習 必修 実習  1 単位   32 

  着装技術Ⅰ 必修 実習 2 単位    33 

  特別活動 必修 演習 1 単位 34 

  エステティシャンのための介護 必修 演習   1 単位  35 

  フィットネス 選択 演習    2 単位 36 

  エステティシャンのための心理学 必修 講義   1 単位  37 

  エステティシャンのための栄養学Ⅱ 選択 講義   1 単位  38 

  総合ブライダル学 選択 講義   1 単位  39 

  ヘアテクニック 選択 実習    1 単位 40 

（専門応用）        

  エステティシャンのための皮膚科学Ⅰ 必修 講義 1 単位    41 

  エステティシャンのための皮膚科学Ⅱ 必修 講義  1 単位   42 

  生理解剖学Ⅱ 必修 講義  1 単位   43-44 

  エステティック基礎理論Ⅲ 必修 講義  1 単位   45 

  香粧品学 必修 講義 1 単位    46 

  サロン経営学 必修 講義  1 単位   47 

  フェイシャルエステⅠ 必修 実習 2 単位    48 

  フェイシャルエステⅡ 必修 実習  2 単位   49 

  フェイシャルエステⅢ 必修 実習  2 単位   50 

  ボディエステⅠ 必修 実習 2 単位    51 

  ボディエステⅡ 必修 実習  2 単位   52 

  ボディエステⅢ 必修 実習  3 単位   53-54 

  インターンシップ 選択 演習 1 単位   55 

  応用ネイル技術 選択 実習  2 単位   56-57 

  着装技術Ⅱ 選択 実習  2 単位   58 

  ジェロントロジー（USC） 必修 講義 2 単位 2 単位   59-60 

  フェイシャルエステⅣ 必修 実習   2 単位  61 

  フェイシャルエステⅤ 必修 実習   3 単位  62 

  フェイシャルエステⅥ 必修 実習    2 単位 63 

  ボディエステⅣ 必修 実習   3 単位  64 

  ボディエステⅤ 必修 実習    2 単位 65 

  エステティシャンのためのカウンセリング 必修 講義    1 単位 66 

  総合エステティック研究 選択 演習    4 単位 67-68 

  メイクアップⅡ 選択 実習    2 単位 69 


