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美容総合学科 美容デザイン専攻 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65単位を修得するほか、選択科目から 10単位以上（内、養成課目区

分の選択必修課目【次項２】）から８単位以上）を修得し、合計 75単位以上を修得した者に卒業証書及び短期

大学士（美容デザイン）の学位を授与する。 

２．選択必修課目は、接客・接遇法、アクセサリーデザイン、コンピュータ・リテラシーⅠ、コンピュータ・リテ

ラシーⅡ、フォトテクニック、総合ブライダル学、メイクアップⅡ、応用ネイル技術、アート＆デザインⅡ、

美容芸術演習、服飾デザインの内８単位以上を履修しなければならない。 

３．必修科目の( )は外国人留学生のみ必修。 

４．インターンシップは、前期もしくは後期にて実施。いずれも受講した場合でも１単位のみ認定。 

５．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） 

 



 

  

【H２９年度】

科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位

マナー&ホスピタリティ 1 基礎ファッション学 1 ゼミナールⅢ 1 美容関係法規 1

色彩学 1 伝承美（茶道） 1 英語コミュニケーション 1 美容衛生管理演習Ⅰ 1

ゼミナールⅠ 1 伝承美（華道） 1 美容保健Ⅰ 1 美容衛生管理演習Ⅱ 1

毛髪の健康科学 1 ゼミナールⅡ 1 美容保健Ⅱ 1 美容の物理・化学 1

着装技術Ⅰ 2 海外研修（ヨーロッパ） 1 香粧品研究Ⅱ 1 美容芸術文化史 1

メイクアップⅠ 2 美容デザイン 1 経営Ⅱ 1 福祉美容演習 1

基礎ネイル技術 2 経営Ⅰ 1 クリエイティブヘア 2 美容衛生管理論 1

テクニカルヘアⅠ 1 アート＆デザインⅠ 1 テクニカルヘアⅡ 2 美容保健Ⅲ 1

香粧品研究Ⅰ 1

着装技術Ⅱ 2

日本語Ⅰ　※外国人必修 (1) 日本語Ⅱ　※外国人必修 (1) 日本語Ⅲ　※外国人必修 (1)

ジェロントロジー（USC) (通年) * ジェロントロジー（USC) (通年) 4

特別活動 * 特別活動 * 特別活動 * 特別活動 1

カット＆カラーⅠ 2 カット＆カラーⅡ 2

美容技術理論Ⅰ 1 美容技術理論Ⅱ 1 美容技術理論Ⅲ 1 美容技術理論Ⅳ 1

美容技術Ⅰ 3 美容技術Ⅱ 3 美容技術Ⅲ 3 美容技術Ⅳ 3

必修科目単位数 17 必修科目単位数 21 必修科目単位数 14 必修科目単位数 13

科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位

＊ コンピュータ・リテラシーⅠ 1 ＊ コンピュータ・リテラシーⅡ 1 ＊ 接客・接遇法 1 英語特講 1

アロマテラピー 1 基礎介護演習 4 ＊ 総合ブライダル学 1 栄養と健康 1

海外研修（アメリカ） 1 ＊ 応用ネイル技術　※条件有 2 ＊ フォトテクニック 1 シャンプーイング 1

心理学 1 ＊ メイクアップⅡ 2 ＊ アクセサリーデザイン 1 スキンケア技術 1

インターンシップ 1 インターンシップ * ＊ アート＆デザインⅡ 1 メイクアップⅢ　※条件有 1

＊ 服飾デザイン 1

＊ 美容芸術演習 1

選択科目単位数 5 必修科目単位数 8 必修科目単位数 7 必修科目単位数 5

必修＋選択の単位数 22 必修＋選択の単位数 29 必修＋選択の単位数 21 必修＋選択の単位数 18

※インターンシップは何回参加しても認定される単位は１単位です。

１年後期

美容デザイン専攻の開講科目一覧

【 必 修 科 目 】
２年前期 ２年後期１年前期

【 選 択 科 目 】
卒業には１０単位以上必要で、なおかつ＊印の科目から８単位以上を含む必要があります

１年前期 １年後期 ２年前期 ２年後期

★ 「※条件有」の科目について

・ 「応用ネイル技術」（1年後期） １年前期「基礎ネイル技術」の単位修得が必要です。
・ 「メイクアップⅢ」（２年後期） １年後期「メイクアップⅡ」の単位修得が必要です。

特に次の科目は単位取得できなかった段階で、履修留年が確定しますので、ご注意ください！！

以下の科目は矢印の順番（Ⅰ→Ⅱなど）に履修する必要があります（先修条件と呼びます）。



 

■デー01 マナー＆ホスピタリティ 

美容デザイン専攻 

科目名 

Subject 

マナー＆ホスピタリティ 

Manner & Hospitality 
教員名 河﨑 峰子 

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 

マナー・ホスピタリティの基礎を学びます。毎回の課題で、日常生活の中からホスピタリテ

ィ溢れる事例を探し、気づきができるように習慣づけます。課題は成功するとは限りません

が、ひとりひとりの問題を皆で考え共有し、思いやりの心を自然な形で表せるように実践し

ていきます。また、己を知り、他者を理解することで、真のマナーとホスピタリティを追求

し、大人になる礎を習得します。 

授業の目標 

接客業を選ぶということは、他者に喜んでもらいたい、喜んでもらえることが自分の喜びで

もあるという、ホスピタリティ精神を持っています。それを更に向上させ、社会人基礎力を

身につけます。 

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 特にありません。 

教材 必要に応じてプリントを配布します。 

使用設備・備品 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、レポート、筆記試験。授業内容の性質上、特に授業態度は重視します。 

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 
居眠り、飲食、携帯電話の使用、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  

資格取得の流れ  

 

  



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 回で何を学んでいくかを理解

する。 
 

第２回 マナーの歴史 
マナーはどの様に認識されてき

たかを知る。 
 

第３回 ホスピタリティとは 

人として、専門職としてのホスピ

タリティを考え、多角的に捉える

ことが出来るようになる。 

 

第４回 第一印象の重要性① 
マナー・ホスピタリティに必要な

知識と行動について知る。 
 

第５回 第一印象の重要性② 
マナー・ホスピタリティに必要な

知識と行動について知る。 
 

第６回 言葉遣い 敬語の使い方を理解する。  

第７回 言葉遣い 
接客でのクッション言葉を理解

する。 
 

第８回 文書について① 
社内文書・社外文書・メールの書

き方について理解する。 
 

第９回 文書について② 
社内文書・社外文書・メールの書

き方について理解する。 
 

第１０回 電話応対 
電話の特性と応対について理解

する。 
 

第１１回 基本的マナーを学ぶ① 
洋食・和食のいただき方について

理解する。 
 

第１２回 基本的マナーを学ぶ② 
通過儀礼と日本のしきたりにつ

いて理解する。 
 

第１３回 基本的マナーを学ぶ③ 席次、国旗等について理解する。  

第１４回 基本的マナーを学ぶ④ 
結婚・葬儀・贈答等について理解

する。 
 

第１５回 まとめ 

１５回の振り返り。大人としてマ

ナーを習得する必要性について

理解する。 

 

  



■デー02 接客接遇法 

美容デザイン専攻 

科目名 

Subject 

接客・接遇法 

Service and Reception 
教員名 河﨑 峰子 

開講年次 ２年 開講時期 前期 単位 １単位 

必修／選択 選択必修 授業形態 演習   

科目の概要 
お客様の気持ちを察すること、深掘りすること、期待に応えること、そしておもてなしが自

分の喜びとなることを学び、仕事とは・プロフェッショナルとは、を考えていきます。 

授業の目標 

接客業に携わる者として即戦力のおもてなしができ、気持ちの良いコミュニケーションを

実践できるようになる。他者が喜ぶことが自分の喜びとなり、結果お客様に選んでいただけ

るためには何をすべきかを常に意識することが出来るようになる。 

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 特にありません。 

教材 必要に応じてプリントを配布します。 

使用設備・備品 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、レポート、筆記試験。 

授業内容の性質上、特に授業態度は重視します。 

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 
居眠り、飲食、携帯電話の使用、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  

資格取得の流れ  

 

  



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 人間の欲求について 
今後の授業の概要。人間の欲求に

ついて理解する。 
 

第３回 

自己の棚卸 

なぜ接客業を選んだか。 

今後の自分は。 

接客業を選択こと、今後の自分に

ついて考え、自分を知る。 
 

第４回 接客・接遇とは 
接客業に求められるものについ

て知る。 
 

第５回 第一印象の重要性・おさらい 
第一印象はなぜ大切か？を理解

する。 
 

第６回 ＣＳ５原則・笑顔 
お客様を満足させるための笑顔

について理解する。 
 

第７回 言葉遣い 敬語の使い方を理解する。  

第８回 言葉遣い 
接客でのクッション言葉を理解

する。 
 

第９回 文書について 
社内文書・社外文書・メールにつ

いて理解する。 
 

第１０回 電話応対 
電話の特性と応対について理解

する。 
 

第１１回 ５Ｓについて サービス業の５Ｓを知る。  

第１２回 クレーム応対 
クレームに対しての基本的な考

え方を理解する。 
 

第１３回 実践（敬語・接客用語）１ 
敬語・接客用語を使いこなせるよ

うになる。 
 

第１４回 実践（敬語・接客用語）２ 
敬語・接客用語を使いこなせるよ

うになる。 
 

第１５回 
貴女が選ばれるために 

（振り返りとまとめ） 

全体を振り返り、接客業に必要な

コミュニケーション能力につい

て理解する。 

技術も知識も大切。選ばれ

るために大切なものは？ 

 
  



■デー03 色彩学 

美容デザイン専攻  

科目名 

Subject 

色彩学 

Studies of Color 
教員名 栗本 佳典 

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 

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。 

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る。 

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、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  

 

  



色彩学 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 カラーウオッチング 
さまざまな物の色を観察し作るこ

とで、色作成の力を高める。 
ポスターカラー 

第１１回 対比、同化と色彩心理 

色と視覚との関係を知る。 

また、色が人の心理に与える影響

を理解する。 

色鉛筆 

第１２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 色の認識と文化 
年齢と色認識との関係、および日

本文化における色の特徴を知る。 
カラーカード 

第１５回 まとめ 
これまでの内容をふり返り、色彩

構成を作成する。 
色鉛筆 

  



■デー04 アクセサリーデザイン 

美容デザイン専攻 

科目名 

Subject 

アクセサリーデザイン 

Accessories Design  
教員名 樫原 恵子 

開講年次 ２年 開講時期 前期 単位 １単位 

必修／選択 選択必修 授業形態 演習   

科目の概要 

授業は装身具の歴史や知識についての講義と、実際にアクセサリーを制作する実習の組み

合わせで構成します。知識と技術の両面に触れることで、アクセサリーのもつ意味を考えて

ほしいと思います。 

装身具は、身分を示す、お守りにするなど、単なる飾りにとどまらない「意味」を持たされ

ることが少なくありません。このような、人々の美意識や宗教観を取り込んだ装身具がもつ

意味について考えます。 

さらには、本科目を通して、アクセサリーのデザインの枠を越えた「もの作りをする人」の

姿勢や考え方を身につけて欲しいと思います。 

授業の目標 

もの作りの喜びを知る 

装身具の持つ意義を理解する。 

アクセサリーの制作行程を理解する。 

立体造形についての考え方を理解し、創作することができる。 

素材を活かして表現することができる。 

時間外学習 

（予習・復習） 
雑誌等のアクセサリー関連記事を意識して見ておいてください。 

教科書・教材 

教科書 特に指定しない。 

教材 適宜用意します。 

使用設備・備品 工具、薬品類は適宜用意します。 

参考文献 雑誌等のアクセサリー関連記事は意識して見ておくこと。 

評価方法 

受講態度基礎点を最重要視して評価します。これに、課題に取り組む姿勢と熱意、作品の完

成度と提出状況を加点することで評価とします。配点は受講態度基礎点を 60%、その他を

40%とします。 

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 

課題が多く、忙しい授業になります。欠席すると授業についていけなくなるので、休まない

こと。 

材料費は別途徴収（一人 5000 円。作品重量により返金または追徴があります）。 

実習では刃物や電動工具、薬品等を使用するため、ケガには注意すること。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名 美容師免許 

資格取得の流れ 
２年２月上旬に実技試験。３月第一日曜日に筆記試験。 

３月３１日合格発表。合格者は各自申請手続きを行う。 

 

  



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 

ガイダンス 

装身具の歴史 課題内容説明 

装身具について考える 

 
 

第２回 

 ラップブレスレット制作 

 入門編 

 

オリジナルラップブレスデザ

イン提出(最終課題用) 

ビーズと革紐を使用したブレス

レットの制作を習得する 

２回目に授業料徴収 

第３回  

第４回 

 WAX によるチャーム制作 

実制作を通して、アクセサリーの

意味や、ものつくりの喜びについ

て考えるきっかけを作る。 

 

第５回 
終了次第シルバーリング

制作へ進む 

第６回 

 シルバーリング制作① 
ガスバーナーを使用し金属加工

の基礎を学ぶ 

 

第７回  

第８回 

 シルバーリング制作② 
ガスバーナーを使用し金属加工

の基礎を学ぶ 

 

第９回 
終了次第 WAX チャーム研

磨仕上げへ進む 

第１０回  WAX チャーム研磨仕上げ 

 

 樹脂アクセサリー講習 

鋳造の工程を知り、シルバーの研

磨方法を学ぶ 

 

UV レジンの取り扱いの習得 

 

第１１回  

第１２回 
 樹脂アクセサリー制作 

 

オリジナルラップブレスレッ

ト（３連）制作① 

UV レジンによるアクセサリー制

作の工程を学ぶ 

 

第１３回  

第１４回 
 オリジナルラップブレスレ

ット（３連）制作② 

 

 授業の総まとめ 

自らデザインしたブレスレット

を制作 

構想から製作までの一連の流れ

を学ぶ 

授業全体の総まとめ 

 

第１５回  

 
  



■デー05 茶道 

美容デザイン専攻 

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 後期 単位 １単位 

必修／選択 必修 授業形態 演習   

科目の概要 

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。 

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 

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、精神面について茶道を通して成長

する。 

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』ﾋﾞﾃﾞｵ『利休の茶』『茶の湯自在』『鵬雲斎大宗

匠とジェーン先生の対談』 

評価方法 
筆記試験（50％） 実技試験（15％） 平常点（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 
美容師免許 

茶道裏千家許状『初級』 

資格取得の流れ 

２年２月上旬に実技試験。３月第一日曜日に筆記試験。 

３月３１日合格発表。合格者は各自申請手続きを行う。 

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 

 

  



授業計画 

 授業内容 到達目標 備 考 

第１回 
講義 入門の心得、教材の配布、許状説明 

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 

実技 床の拝見、お辞儀の仕方 
「喫茶去」の読み方と意味を覚える。  

第３回 
講義 お客様が求める美容師とは 

実技 割稽古（1） 帛紗捌き、自服 
理想とする美容師観を養う。（1）  

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 ﾋﾞﾃﾞｵ『利休の茶』『鵬雲斎大宗匠とジェ

ーン先生の対談』 

実技 自服 

由緒ある茶席の裏千家的のバトンタッ

チ 
 

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 茶室の由来、名前、特徴を覚える。  

第８回 
講義 お客様に好かれる方法 

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。（2）  

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。（3）  

第１１回 

講義 禅語「歳月不待人」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 

「歳月不待人」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、茶の湯英会話、茶の用語

抄 

実技 盆略点前（5）友達に点てる 

世界に通じるお茶を学ぶ。  

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。  

 

  



■デー06 華道 

美容デザイン専攻 

科目名 

Subject 

伝承美（華道） 

Traditional Art (Flower Arrangement) 
教員名 松﨑 光曈 

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 
人間と自然に於ける共存の正しい有り方を華道という造形芸術で学び、それを再構築 

することによって日本の伝統文化を継承する 

授業の目標 

 １．一般教養として日本の華道史、及び生活芸術としての華道を学ぶ 

 ２．華道の精神と技術の習得を通して、より高く美意識を向上させる 

 ３．自然を中心とした日本の華道芸術を通し、ホスピタリテイ精神を養う 

時間外学習 

（予習・復習） 

 

授業終了後、帰宅して花を改めて活けることにより作品の完成度を高める 

 

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、花包、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 

履修上の 

注意 

① 実技点 ②筆記試験  

出席数が不足の場合は評価対象とはしません。 

①基本的に欠席不可（欠席・遅刻減点）②授業態度、忘れ物等減点対象 ③授業中は携帯電

話 OFF（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は順不同の可能性有り 

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） 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名 
①美容師免許 

②花芸安達流 入会「水」の証 

資格取得の流れ 

①２年２月上旬に実技試験。３月第一日曜日に筆記試験。 

３月３１日合格発表。合格者は各自申請手続きを行う。 

②最低 12回の授業出席を必要とする。 

任意。 

 

  



 

 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。 

  



■デー07 ゼミナールⅠ 

美容デザイン専攻  

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 

短大生として必要な幅広い年代に対応する考え方、コミュニケーション能力を養う。 

将来の社会人として必要な能力を知り、養う。 

美容業界を始め、さまざまな業界を知り、その業界で活躍するために準備をする。 

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 

 

履修上の注意  

本科目履修と 

関連する資格 

資格名 美容師国家資格 

資格取得の流れ 
２年次２月上旬に実技試験。３月第一日曜日に筆記試験。 

３月３１日合格発表。合格者は各自申請手続きを行う。 

 

  



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 

  



■デー08 ゼミナールⅡ 

美容デザイン専攻 

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 

自己を知り、将来の社会人としての準備をする。 

自己分析を通して自己を知り、希望の仕事に就くために必要なことを身に付ける。 

幅広い年代に対応する考え方、コミュニケーション能力を実践に活かすことができる。 

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 

 

履修上の注意  

本科目履修と 

関連する資格 

資格名 美容師国家資格 

資格取得の流れ 
２年次２月上旬に実技試験。３月第一日曜日に筆記試験。 

３月３１日合格発表。合格者は各自申請手続きを行う。 

 

  



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 

  



■デー09 ゼミナールⅢ 

美容デザイン専攻 

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 

自己の進路実現に必要な事項を知る。 

具体的な就職活動、進学活動に必要な事項を知り、実践できるようにする。 

就職先でのマナーを学ぶことによって幅広い年代への顧客対応力をつける。 

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 

 

履修上の注意  

本科目履修と 

関連する資格 

資格名 美容師国家資格 

資格取得の流れ 
２年次２月上旬に実技試験。３月第一日曜日に筆記試験。 

３月３１日合格発表。合格者は各自申請手続きを行う。 

 

  



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、スケジュ

ールを立てることが出来る。 

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 

  



■デー10 コンピュータリテラシーⅠ 

美容デザイン専攻 

科目名 

Subject 

コンピュータ・リテラシーⅠ 

Computer LiteracyⅠ 
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 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。 

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 

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。履修者数が多い場合は抽選とする。 

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 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） 
表計算ソフトウェの応用的な利

用ができる。 
 

第１０回 表計算事例（２） 
表計算ソフトウェの応用的な利

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。  

 
  



■デー11 コンピュータリテラシーⅡ 

美容デザイン専攻 

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 選択必修 授業形態 演習   

科目の概要 

Web コンテンツ作成の基礎について学習し、実際に簡単な Web コンテンツを制作する。具体

的には、まず Web コンテンツの構成や画像素材の加工方法、素材の作成方法について学習

する。次に前述の知識を総合的に利用して、各自 Webコンテンツを制作する。 

授業の目標 

1. Web コンテンツの構成が理解できる。 

2. Web 素材を制作できる。 

3. 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。 

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 

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。履修者数が多い場合は抽選とする。 

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 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。 
 

 
  



■デー12 アロマテラピー 

美容デザイン専攻 

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 

アロマテラピーの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

出来るようになる。具体的には①リラクセーションやリフレッシュに役立てることができ

るようになる。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ための知識を

理解する。③アロマテラピーのアンチエイジング効果について深く理解し、活用できるよう

になる。 

できればアロマテラピー検定１・２級を取得出来るようになる。 

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．平常点 

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。 

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 

 

  



 

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知る。 

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。 

ディスカッション：好きな香りは？・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

の知識を理解する。 

実習：バスソルトを作る、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：香玉作成・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理解する。 

実習：アロマスプレー作成・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知る。 

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理解する 

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知識を理解する 

実習：ヘアケアオイルの作成・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知る 

実習：・精油のプロフィール⑩ 
 

第１１回 アロマテラピーと健康Ⅲ 
アンチエイジングハーブを理解し活用できるようになる。 

実習：ハンガリアンウォーター作成・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 

美しく年を重ねるために役立つアロマテラピーを指導でき

るようになる 

実習：グループ研究・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：グループ研究発表・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  

  



■デー13 心理学 

美容デザイン専攻 

科目名 

Subject 

心理学 

Psychology 
教員名 五十嵐 靖博 

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 講義   

科目の概要 

自分や他者を理解し美容に適用するには、人間に共通する心のメカニズムと個々の人の個

性を作り上げている心的特性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、心理学の諸理論をとおして説明す

る。美容と心の関係を心理学的研究にもとづいて考察する。 

授業の目標 

心理学の視点から美容やコミュニケーション、ホスピタリティに関する理解を深め、現場で

使えるようになる。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実

生活で活用できる。 

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 適宜，ビデオなど映像資料を使用する 

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、出席数が不足の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  

 

  



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：美齢学へ向けて 
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 

  



■デー14 海外研修アメリカ 

美容デザイン専攻 

科目名 

Subject 

海外研修（アメリカ） 

Summer Study Abroad in USA 
教員名 専攻主任 

開講年次 １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 work with instructors and coordinators to improve their 

skills in speaking, listening, pronunciation, giving presentations, and communicating 

across cultures.  

授業の目標 

Students, as well as a wide variety of topics and activities through the instruction 

of the class, we will work in real contact exercises outside of class. Throughout the 

course, the students, to explore the cultural theme in the United States to refine 

their English communication skills, improve their language skills. 

時間外学習 

（予習・復習） 
 

教科書・教材 

教科書   Original material provided by Pacific International Academy 

教材 Note book, pen or pencil, dictionary 

評価方法 

The final grade for this class is based on the following factors of coursework. A 

grade of 75% or higher will be considered “passing”.  

Coursework: Homework: 25%, P articipation: 25%, Contact Exercises: 2 5%, Final 

Presentation: 25%  

なお、出席数が不足の場合は評価対象とはしません。 

授業内容 

 ヘアメイク：月７２時間（LAB:３２時間 外部撮影、サロンワーク） 

年代別ヘアメイク１９２０年から２０１０年/年代別 

ブローアウト: アメリカ流ロールブラシを使うスタイリングテクニック 

サロン英会話・マーケティング・ネットワーク 

ハリウッドトレンドヘアメイク、UP DO  ＆セレブメイクアップ 

WEDDING の欧米式心得とヘアメイク／鬘（ウィッグ） 

KC オリジナルスタリングとメイクアップ基礎 

KC ポーションヘアーカットと役柄に合わせたメイクアップ 

サロンワーク（エクスプリエンスワーク） 

  



■デー15 海外研修ヨーロッパ 

美容デザイン専攻 

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 演習   

科目の概要 

海外のファッションや美容を学び、国際的な美容感覚を養うとともに、現地で外国語を体験

する機会を得る。具体的には、ファッション、美容、それらの関連施設、美術館、博物館、

等の見学研修や一流アーティストによるヘアデザイン、メイク等を中心としたショーを見

学研修する。自由行動の時間では、パリ、ロンドンのさまざまな文化に触れる。 

授業の目標 

海外の文化や習慣等に触れることによって、国際的な意識を高める。 

また、コミュニケーション力の大切さを知るとともに、ファッションや美容に対する学習意

欲を高める。 

時間外学習 

（予習・復習） 
 

教科書・教材 

教科書  

教材  

使用設備・備品  

参考文献  

評価方法 
説明会での状況と、研修後のレポートも合わせて総合的に評価する。 

 

履修上の注意 

有意義な研修とするためには、事前の説明会への参加のみならず、自らが意欲をもって事前

に調査研究しておくことが望まれる。原則として集団行動をとるため、参加に当たっては特

に自覚的参加とマナーを守ることが求められる。 

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～第

４回 
説明会①～④ 

海外研修の概要を知る。 

手続きの方法を知る。 

研修時の注意事項を知る。 

 

海外研修 

ロンドンでの研修 

市内見学 

ビューティセミナー 

ロンドンにおける美容、ファッシ

ョン、風俗、習慣等を知る。 
 

海外研修 

パリでの研修 

市内見学 

ビューティショー 

ディナーショー 

パリにおける美容、ファッショ

ン、風俗、習慣等を知る。 
 



■デー16 英語コミュニケーション 

美容デザイン専攻 

科目名 

Subject 

英語コミュニケーション 

English Communication / Salon English 
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 

Summary - In this class we will focus on positive communication. We will act out 

various role-play or real language situations based in a salon setting. All role-

play activities will be done as pair work or directly with the teacher. 

授業の目標 

Aim - The goal of the class is to help students improve their English communication 

skills and develop a better understanding of how to communicate in a positive way. 

Our focus will be on the language typically used in a hair salon - communication 

between a hairstylist and customer 

時間外学習 

（予習・復習） 
As required 

教科書・教材 

教科書 Salon English  

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 

ペアワーク、ロールプレイ、発表など、授業中の演習 

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 積極的に英語を学びたい人の参加を希望します。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名  

資格取得の流れ  

 

  



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 
Appointments    

Business Hours 

-Language and vocabulary group 

practice as follows: telephone 

greetings, explaining business hours, 

availability, taking an appointment, 

confirming the appointment, ending 

telephone call 

-Create original dialog in pairs 

-Pair practice in real salon setting 

with both Act out in real salon setting 

(Telephone pair presentation) 

-Students acting out the role of the 

stylist and customer 

Students will have a basic 

understanding as to how to take 

an appointment over the 

telephone consisting of the 

following:  

1) Telephone greetings  

2) Explain salon business hours  

3) take client’s name, 

telephone  

4) confirm appointment 

5) end the call 



第 5-7 回 

Salon 

Greetings 

Escorting 

Shampooing 

- Language and vocabulary group 

practice as follows: salon greetings, 

checking for appointment, checking for 

first time customer, take clients 

name, take clients bag or coat, have 

the client wait, escort client to 

shampoo area, perform a mock shampoo, 

escort client back to mirror, seat the 

client comfortably  

- Create original dialog in pairs  

Students will have a basic 

understanding as to how to take 

an appointment over the 

telephone consisting of the 

following:  

1) salon greetings  

2) checking for appointment  

3) checking for first time 

client   

4) take client's name  

5) take client's bag and/or 

coat 

第 8回 

Beauty 

Business 

Documentary 

Watch Foreign documentary on the 

beauty business  

-Students will gain an 

understanding of the beauty 

business in America and Europe.  

-Many lessons on communication, 

dealing with people from a wide 

range of lifestyles. 

第 9-11 回 

What would you 

like to have 

done? 

In pairs, write an original 

conversation in Japanese including the 

following:  asking the client what 

they would like to have done, asking 

at least five (5) related questions, 

five (5) small talk phrases, and two 

(5) compliments 

Pair practice in real salon setting 

with both students acting out the role 

of the stylist and customer 

Act out in a real salon setting (In 

salon pair presentation)  

Students will learn how to ask 

a client what they would like 

to do and ask pertinent 

questions to confirm that they 

understand what the client 

wants.  

-Students will learn how to 

carry on casual conversations 

in English.  

- Students will learn how to 

give compliments  

第 12 回 
London and 

Paris  

General discussion on traveling in 

Europe  

-Students will learn about 

various aspects of traveling in 

Europe to prepare them for 

their school trip.  



第 13-15

回 

Final 

Presentation 

"The Total 

Salon 

Experience" 

-Introduce the contents and 

requirements of the final presentation  

-In pairs students begin to write 

dialog 

-Pair practice in real salon setting 

with both students acting out the role 

of the stylist and customer 

-Final presentation – in the salon  

Students will have gained a 

basic understanding of the 

language that is 

1) Answering the telephone    

2) Explaining salon business 

hours   

3) Taking an appointment with 

time, client name and telephone 

number      

4) Confirm the appointment     

6) Thanking the customer for 

calling and saying good-bye   

7) Salon Greetings     

8) Have the customer wait  

9) Escort the client to the 

shampoo area    

10) Perform a mock shampoo 

11) Return to the mirror and ask 

client what they would like to 

have done   

12) Perform a mock cut, color 

or perm  

13) Original short conversation 

including at least five “small 

talk” phrases and at least two 

compliments  

13) Paying and giving change 

14) Thanking the customer and 

saying good-bye  

 
 
  



■デー17 英語特講 

美容デザイン専攻 

科目名 

Subject 

英語特講 

English Communication 
教員名 English Team 

開講年次 ２年 開講時期 後期 開講年次 ２年 

必修／選択 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） 
 

教科書・教材 

教科書 text  Fashionable English / Original material 

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

使用設備・備品  

参考文献  

評価方法 

Course work 70%, Mid-term test 15%, Final exam 15%  

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 積極的に英語を学びたい人の参加を希望します。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名  

資格取得の流れ  

 

  



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 
Communicating with the 

elderly   

General discussion on 

communicating with the 

elderly  

-Students will learn about various 

aspects of how best to talk to 

senior citizens   

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  

  



■デー18 日本語Ⅰ 

美容デザイン専攻 

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修得する。 

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  

 

 

 

  



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 小テスト 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。  

  



■デー19 日本語Ⅱ 

美容デザイン専攻 

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  

 

 

 

  



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。 
 

  



■デー20 日本語Ⅲ 

美容デザイン専攻 

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。 

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  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。 

 

  



■デー21 美容関係法規 

美容デザイン専攻 

科目名 

Subject 

美容関係法規 

Laws and regulations for Beauty matter 
教員名 渡辺 演久 

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 講義   

科目の概要 

美容師になるためには、必要な関係法規・制度を理解し、国家試験に合格する必要がある。 

この講義では、社会における法の役割、国と地方の関係、衛生行政をまず理解し、美容師法

の理解へとつなげる。美容師法では、美容師が必ず知っておかなければならない諸規定につ

いて学び、美容師の社会的責任の重さを理解する。また美容師法以外の関連法規についても

知識を深めるものとする。 

授業の目標 

法制度の概要を理解したうえで、わが国の衛生行政の仕組み、美容師法・施行令・施行規則

について理解を深めるとともに、最終的には美容師国家試験に合格する実力を身につける。

さらに、顧客に対して責任を持って美容の業を行うという職業意識を持つ。 

時間外学習 

（予習・復習） 
授業内で配布される演習問題を積極的に復習すること。 

教科書・教材 

教科書 関係法規・制度 

教材  

使用設備・備品  

参考文献  

評価方法 

期末試験、平常点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 
授業への出席状況、授業に対する熱心さを重視する。 

教科書・ノートは毎回使用するので必ず持参すること。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名 美容師免許 

資格取得の流れ 
2年次 2月上旬に実技試験。3月第一日曜日に筆記試験。 

3月 31 日合格発表。合格者は各自申請手続きを行う。 

 

  



授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 
法制度の概要 

（法の役割・法とは何か） 
法の役割を理解する  

第２回 
衛生法規の概要 

（衛生法規の意義・分類・概観） 

衛生について規定された法規を

理解する 
 

第３回 
衛生行政の概要 

（衛生行政の意義と歴史・動向） 

国と地方の関係、衛生行政の意義

を理解する 
 

第４回 
衛生行政の種類と行政機関 

（保健所の役割と機構） 

衛生行政のしくみと保健所の役

割を理解する 
 

第５回 
美容師法 

（美容師法の目的と構成） 

美容師法の目的と構成を理解す

る 
 

第６回 
用語の定義 

（美容・美容師・美容所） 
用語の定義を理解する  

第７回 
美容師① 

（美容師試験・免許と登録） 

美容師試験のしくみと免許のし

くみについて理解する 
 

第８回 
美容師② 

（管理美容師・美容師の義務） 

管理美容師の要件と美容師の義

務について理解する 
 

第９回 
美容所① 

（美容所の開設） 
美容所開設の流れを理解する  

第１０回 
美容所② 

（開設者が講ずべき衛生措置） 

開設者が講ずべき衛生措置につ

いて理解する 
 

第１１回 立入検査 
保健所の立入検査の要件につい

て理解する 
 

第１２回 行政処分・罰則・関連法規 
処分・罰則の要件と関連法規につ

いて理解する 
 

第１３回 問題演習 問題演習を通じて理解を深める 
国家試験と同形式の問題

演習 

第１４回 問題演習 問題演習を通じて理解を深める 
国家試験と同形式の問題

演習 

第１５回 まとめ・問題演習 問題演習を通じて理解を深める 
国家試験と同形式の問題

演習 

  



■デー22 美容衛生管理演習Ⅰ 

美容デザイン専攻 

科目名 

Subject 

美容衛生管理演習Ⅰ 

Beauty Sanitation PracticeⅠ 
教員名 相馬 勉 

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 

公衆衛生・環境衛生・感染症など複合的な観点から美容師、美容所における衛生管理の重要

性と必要性を学び、消毒実験などのをふまえ美容師が自分自身とお客様に安全な技術を、安

心して施術できるようになるために必要な知識・技術学んで行く。 

授業の目標 

美容師法における衛生管理技術と消毒技術、美容室においての衛生管理業務を行う上で必

要な知識・技術を習得するしその重要性を理解する。 

美容師国家試験（筆記）合格できるようになる。 

時間外学習 

（予習・復習） 
 

教科書・教材 

教科書 「衛生管理」日本理容美容教育センター 

教材 他適宜プリント配布 

使用設備・備品 講義教室、消毒室、実験室、プロジェクター 

参考文献  

評価方法 

授業態度、提出物、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 

遅刻・欠席は原則認めません。 

授業中の私語、勝手な退室等の不適切と思われる行為を行った場合は、欠席と同等の扱いと

します。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名 美容師免許 

資格取得の流れ 
２年２月上旬に実技試験。３月第一日曜日に筆記試験。 

３月３１日合格発表。合格者は各自申請手続きを行う。 

 

  



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 

衛生大国ニッポン！公衆衛生の

意義と必要性、歴史を知ろう 

授業の流れを把握する 

公衆衛生の必要性と意味を理解

する。 

 

第２回 

予防医学と母子保健のさまざま

な数値を学び公衆衛生水準の基

本を知ろう 

母子保健の推移統計や公衆衛生

水準の比率を知り、美容師と公衆

衛生の深い関わりを理解する。 

 

第３回 
成人・高齢者保健といろんな病気

の死亡率を知ろう 

成人・高齢者保健を理解するとと

もに、生活習慣病・各病気による

死亡統計を理解する。 

 

第４回 
精神保健と福祉、医療介護、介護

保険制度とは？ 

精神保健、医療保険制度の現状と 

基礎知識を理解する。 
 

第５回 
栄養素とその働き、日々の栄養摂

取状況を知ろう。 

各種栄養素の役割と必要性を理

解し、栄養不足による病気も理解

する 

 

第６回 
環境衛生とは？ 

空気・水・光と健康の関係って？ 

人に影響をおよぼす各種環境要

因を学び、衣食住と健康を理解す

る。 

 

第７回 
ゴミ問題と衛生害虫、美容室での

衛生対策は？ 

上下水道と廃棄物、美容師法にか

かわりの深い害虫を知り、美容所

の環境衛生を理解する。 

 

第８回 

感染症とは？ 

人と感染症の歴史と各種病気の

分類方法を知る。 

感染症発見の歴史と各病気の重

症度、法律上の分類を理解する。 
 

第９回 

美容師法に関係の深い感染症と

は？ ウィルスと菌の違いっ

て？ 

感染症の分類のより細かな分け

方と原因となる病原体の特徴を

理解する。 

 

第１０回 
感染症の発生原因を知り予防法

を学ぼう！ 

感染症発生の要因と人体への汚

染・感染・発病の違いを学び、免

疫と予防接種の意味を理解する。 

 

第１１回 
噛まれるとゾンビ!? 各感染症

の感染経路を学ぼう！ 

空気、飛沫・飲食物・血液感染の

違いを知り正しい知識を理解す

る。 

 

第１２回 
美容道具、美容器具の消毒って必

要？ 

消毒の意義、消毒時の注意、理学

的・化学的消毒方法の違いを理解

する 

 

第１３回 美容業務と消毒の関係とは？ 
各種化学的消毒法を知り、その薬

液調整方法を習得する。 
 

第１４回 消毒実験！ 
薬液を実際に調合し美容器具や

手指の消毒をする。 
レポート作成 

第１５回 
実験結果！ 

衛生管理技術まとめ 

実験の結果を検証・反省し美容師

法・美容所における消毒の重要性

を理解する。 

レポート提出 

  



■デー23 美容衛生管理演習Ⅱ 

美容デザイン専攻 

科目名 

Subject 

美容衛生管理演習Ⅱ 

Beauty Sanitation PracticeⅡ 
教員名 平田 昌義 

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 
美容業はいろいろな情報交換の場所であるため、地域の公衆衛生の維持と増進を図る必要

がある。これらを行うための正確な情報や知識をより美容室に即した方法で学習していく。 

授業の目標 
美容器具や人頭に対しての衛生上の正しい取り扱いを学ぶと共に、美容室内での環境衛生

の目的でもある環境悪条件の除去や健康的な環境作りができるようになる。 

時間外学習 

（予習・復習） 
授業内で板書したものをまとめ、学んだ技術を復習し練習する。 

教科書・教材 

教科書 
「美容技術理論 1.2」日本理容美容教育センター 

「衛生管理」日本理容美容教育センター 

教材 美容道具一式、他適宜プリント配布 

使用設備・備品 美容実習室、プロジェクター 

参考文献  

評価方法 

授業態度、提出物、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 
遅刻、欠席は原則認めません。授業中の私語、勝手な退室等の不適切と思われる行為を行っ

た場合は、欠席と同等の扱いとします。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名 美容師免許 

資格取得の流れ 
２年２月上旬に実技試験。３月第一日曜日に筆記試験。 

３月３１日合格発表。合格者は各自申請手続きを行う。 

 

  



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 
授業の流れを知り、毎回の目標を

確認する。 
 

第２回 
美容用具の取り扱い方を学んで

行く 

どのような行動で汚染されるの

かを知る。 
 

第３回 美容用具・衛生上の取り扱い 
美容用具の種類によっての適切

な使用方法を学ぶ。 
 

第４回 美容用具・衛生上の取り扱い 
衛生面での美容用具の取り扱い

方を遵守する方法を学ぶ。 
 

第５回 
理容所・美容所における消毒の原

則 

教室内の衛生を維持するための

知識を学ぶ。 
 

第６回 理容・美容器具の消毒法 
皮膚に接する器具類の消毒原則

を学ぶ。 
 

第７回 理容・美容器具の消毒法 消毒の前処理について学ぶ。  

第８回 理容・美容器具の消毒法 
各道具類による消毒方法の違い

を知り、実践できるようになる。 
 

第９回 理容・美容器具の消毒法 その他の物の消毒方法を知る。  

第１０回 理容所・美容所の消毒の現状 
過去の検査報告や道具の汚染度

を知る。 
 

第１１回 理容所・美容所の消毒の現状 消毒の原則と心構えを理解する。  

第１２回 清潔保持と清掃 
清掃道具の扱い方や不潔な場所

を素早く発見できるようになる。 
 

第１３回 清掃（整理整頓） 

教室内は勿論、自身の使用道具の

清掃と整理整頓を行い、やり方を

身につける。 

 

第１４回 振り返り、知識確認 

今まで行ってきた授業内の衛生

知識を振り返り、知識の定着を図

る。 

 

第１５回 まとめ 
衛生面での美容用具の取り扱い

方を遵守できるようになる。 
 

  



■デー24 毛髪の健康科学 

美容デザイン専攻 

科目名 

Subject 

毛髪の健康科学 

Science of Healthy Hair 
教員名 相馬 勉 他 

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   

科目の概要 

毛髪は皮膚の付属器官である。それ故に、毛髪を健康に維持するためには、単に毛髪のケア

のみならず、頭皮(表面およびその内部)の環境も非常に重要となる。 

ここでは、それらに関する科学的知識を、美容師としての必要性を理解しながら学習する。 

授業の目標 

美容師は、お客様の頭皮や毛髪の状態を観察し、その方に適した方法で施術を行わなければ

ならない。正しい診断をするためには、皮膚やその付属器官(毛髪等)における科学的知識が

必要不可欠となる。本授業においては、それらの知識を美容に関連付けながら学習し、理解

を深める。 

時間外学習 

（予習・復習） 
各々の単元を学ぶ前に教科書を読んでおくこと 

教科書・教材 

教科書 「美容保健」 日本理容美容教育センター編  

教材 教科書、授業内で資料配布 

使用設備・備品 講義教室、プロジェクター 

参考文献 

「しんびよう」「marcel」新美容出版 

「HAIR MODE」「Uresta!」女性モード社 

「ヘアケアマイスターブック」日本ヘアケアマイスター協会 

評価方法 
授業態度、小テスト、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 
遅刻、欠席は原則認めません。また授業中の私語、勝手な退室等の不適切と思われる行為を

行った場合は、欠席と同等の扱いとします。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名 美容師免許、ヘアケアマイスター（プライマリーコース） 

資格取得の流れ 
美容師国家試験：２年次２月実技試験、３月第一日曜日に筆記試験 

ヘアケアマイスター：1年次10月筆記試験 

 

  



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 

毛髪科学理論とは？  

毛髪の、人種・性別による差、特徴を理解

する。 
 

第２回 
前回の復習＆毛の構造、その特性

や働きとはなんぞや？ 

前回の内容を理解したうえで、毛髪の役

割や働きを理解する。 
 

第３回 
前回の復習＆毛髪の特性、毛の型

と毛の生長周期って？ 

前回の内容を理解したうえで、子供の毛、

大人の毛の違い、抜け毛について理解す

る。 

 

第４回 

前回の復習＆毛の型の変化と毛

の生長についての興味を深めよ

う。 

前回の内容を理解したうえで、毛の生長

と変化、薬物・化学物質など外的要因の関

係を知る。 

 

第５回 
前回の復習＆毛の性状、構造、対

水、対熱反応を知ろう。 

前回の内容を理解したうえで、毛の性状・

タンパク質の構造と反応について理解す

る。 

 

第６回 

前回の復習をし、引き続きタンパ

ク質構造の理解と、毛髪の対薬剤

反応とは？ 

前回の内容を理解したうえで、タンパク

質の薬剤による変化とダメージを知る。 
 

第７回 

シャンプー剤・トリートメント

剤・スキャルプトリートメント剤

の良し悪し。シリコンって結局い

いの？悪いの？ 

前回の内容を復習し、シャンプー・トリー

トメントの効果とそれによる頭皮環境、

育毛効果の影響を知る。 

 

第８回 

毛髪科学理論 実践編１ 

毛髪の機能と毛髪の構造を徹底

分析！ 

毛髪の構造と詳細なデータをより深くサ

ロンベースで理解する。 
 

第９回 
毛髪科学理論 実践編２ 

多様性に対応！カラーの知識 

染毛剤による毛髪、皮膚への影響、メラニ

ンの構造を理解し、綺麗な発色の仕組み

を理解する。 

 

第１０回 
毛髪科学理論 実践編３ 

形状記憶？ パーマ剤の知識 

パーマ剤の毛髪と皮膚への影響、結合組

織のダメージコントロールを理論的に理

解する。 

 

第１１回 
潤い？ツヤ？ハリ＆コシ？ 

トリートメントの違いを知ろう。 

毛髪科学理論や施術ないようにあわせた

正しいケアの方法、前後処理剤選定の効

果的な使用法を実践レベルで理解する。 

 

第１２回 

頭皮と頭毛の手入れ法と、皮膚の

トラブルと育毛メカニズムを知

ろう。 

頭皮頭毛の正しい手入れ法と毛と皮膚疾

患の種類と特徴、その原因などを学びお

客様にアドバイスできる 

 

第１３回 毛髪のカウンセリング 

現状の毛髪の状況（髪質・クセ毛・ダメー

ジなど）を見極め方や前・後処理の目的を

知る。 

 

第１４回 ヘアケア剤 

界面活性剤・シャンプー剤・トリートメン

ト剤・スタイリング剤の成分と働き効果

を知る。 

 

第１５回 授業の振り返り 

ヘアケアマイスター試験に重要な箇所の

再確認をし、資格取得に向けての流れを

理解する。 

 



■デー25 美容保健Ⅰ 

美容デザイン専攻 

科目名 

Subject 

美容保健Ⅰ 

Beauty hygieneⅠ 
教員名 坂口 佐代子 

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 

①皮膚の構造と機能（構造、水分の保持、体温の調節、微生物の侵入や物理的刺激からの保

護など）、②感覚器としての皮膚、③皮膚の疾患とその原因、爪の構造と機能などの基本的

な知識とともに、健康的な皮膚のあり方を学びます。これらを通して、美容の現場で皮膚の

状態を判断し、安全に施術を行うことのできる観察力を養います。 

授業の目標 

皮膚は身体の表面を覆い、絶えず外部環境からの刺激にさらされている。そのため、内部臓

器の保護のみでなく、外界からの情報の感知、身体適応など重要で多彩な役割を果たしてい

る。将来美容界において指導的な役割を担うため、美と健康に関わる皮膚の科学的な正しい

知識と技術を修得し、これを活用し実践する能力を身につける。また、国家試験問題に取り

組む基礎を確立する。 

時間外学習 

（予習・復習） 

毎回記述式の小テストを行うので、教科書を予習してきて下さい。解答例を配りますので持

ち帰ってよく検討してください。 

教科書・教材 

教科書 美容保健 日本理容美容教育センター編 2016 

教材 必要に応じて配布 

使用設備・備品 パソコン、プロジェクター 

参考文献 
あたらしい皮膚科学 清水宏著 中山書店 2005 

美容皮膚科学 改正 2版 日本美容皮膚科学会編 南山堂 2009 

評価方法 

期末試験、授業への取り組み等で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 授業中の無断退室、携帯の使用、飲食、その他授業の妨げになる行為は禁止します。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名  

資格取得の流れ  

 

  



授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 
①オリエンテーション 

②皮膚の表面、皮膚の断面、表皮。 

①当該授業の重要性を理解し、授業

がどのように進められていくかを

知る。 

②③体内で最も大きな器官で複雑

な機能を持つ皮膚の構造を知る。 

 

第２回 
③表皮と真皮の境,真皮、皮下 

組織、皮膚の部位差 
 

第３回 毛、脂腺、汗腺、爪 
皮膚付属器官の構造と機能を理解

する。 
 

第４回 
皮膚の血管、皮膚のリンパ管、 

皮膚の神経 

皮膚の循環系と神経系の構造と機

能を理解する 
 

第５回 
分泌、排泄、呼吸、吸収、貯蔵、

免疫解毒作用等、爪と毛の働き 

皮膚と付属器官の様々な機能を理

解する。 
 

第６回 

皮膚と全身状態、皮膚と精神 

状態、皮膚と栄養、皮膚と体内 

病変等 

皮膚は絶えず外部からいろいろな

刺激を受け、その状態を変えている

一方、体の内部の健康状態、栄養や

ホルモンなどの影響を受けていろ

いろな変化を示すことを理解し、皮

膚の生理的な働きにあった手入れ

を学ぶ。 

 

第７回 
皮膚付属器官とホルモン、 

皮膚の保護と手入れ 
 

第８回 

毛・爪の保護と手入れ、 

子どもたちのおしゃれによる皮

膚トラブル 

 

第９回 
皮膚の異常とその種類、 

皮膚疾患の原因と治療法 

皮膚の様々な感染性および非感染

性疾患について、その症状、予防治

療について学び、理解する。 

 

第１０回 皮膚炎と湿疹、薬疹、蕁麻疹  

第１１回 
温熱・寒冷による皮膚疾患、 

角化異常による皮膚疾患 
 

第１２回 
色素異常及び分泌異常による 

皮膚疾患、血管腫、下肢静脈瘤 
 

第１３回 

化膿菌、ウイルス、真菌、 

動物による皮膚疾患、感染症の皮

膚疾患の予防 

 

第１４回 毛と爪の疾患、皮膚の腫瘍  

第１５回 まとめ 
これまで学習してきたことを整理

して覚える。 
 

  



■デー26 美容の物理化学 

美容デザイン専攻 

科目名 

Subject 

美容の物理・化学 

Physics‧Chemistry for Aesthetics 
教員名 内堀 毅 

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 講義   

科目の概要 

 本科目は、美容師国家試験に出題される物理、化学、香粧品化学の分野について学習す

る。授業は、要点を整理と過去の国家試験に出題された問題の解説を中心に行う。国家試験

においては、過去に出題された問題を解くことは重要であり、国家試験合格への一番の近道

である。 

授業の目標 
 美容師国家試験に出題される物理、化学、香粧品化学の分野に関する問題の内容を理解し

て解答できるようになる。 

時間外学習 

（予習・復習） 
授業中に配布したプリントや過去の問題をしっかりと解くこと。 

教科書・教材 

教科書 美容の物理・化学 

教材 必要に応じてプリント配布 

使用設備・備品 なし 

参考文献 理美容センター教科書 

評価方法 

定期試験 

毎回行なう小テスト又はレポート点も考慮 

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 遅刻、欠席しないこと 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名 美容師国家資格（筆記試験） 

資格取得の流れ  

 

  



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 

国家試験の概要と出題傾向の説

明 

国家試験の概要と出題傾向の理

解 

美容師国家試験科目 

（美容の物理・化学） 

第２回 力学 
力学の要点を理解し、過去の出題

問題を解くことができる 
物理 

第３回 熱力学 
熱力学の要点を理解し、過去の出

題問題を解くことができる 
物理 

第４回 光 

光に関する物理的法則の要点を

理解し、過去の出題問題を解くこ

とができる 

物理 

第５回 電磁気 

電磁気に関する物理的法則の要

点を理解し、過去の出題問題を解

くことができる 

物理 

第６回 物質と元素 

物質と元素に関する要点を理解

し、過去の出題問題を解くことが

できる 

化学 

第７回 溶液とコロイド 

混合物（溶液とコロイド）に関す

る要点を理解し、過去の出題問題

を解くことができる 

化学 

第８回 無機化合物 

無機化合物に関する要点を理解

し、過去の出題問題を解くことが

できる 

化学 

第９回 有機化合物 

有機化合物に関する要点を理解

し、過去の出題問題を解くことが

できる 

化学 

第１０回 化学反応 

化学反応に関する要点を理解し、

過去の出題問題を解くことがで

きる 

化学 

第１１回 薬事法と香粧品 

薬事法に関する要点を理解し、過

去の出題問題を解くことができ

る 

香粧品化学 

第１２回 配合成分 

配合成分とその機能に関する要

点を理解し、過去の出題問題を解

くことができる 

香粧品化学 

第１３回 基礎香粧品 

基礎香粧品の分類と機能を理解

し、過去の出題問題を解くことが

できる 

香粧品化学 

第１４回 メイクアップ香粧品 

メイクアップ香粧品の分類と機

能を理解し、過去の出題問題を解

くことができる 

香粧品化学 

第１５回 毛髪用香粧品 

毛髪用香粧品の分類と機能を理

解し、過去の出題問題を解くこと

ができる 

香粧品化学 

  



■デー27 基礎ファッション学 

美容デザイン専攻 

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 必修 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、衣服の果たす大切な役

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 授業内容により回数や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 

１． 授業態度 

２． レポート 

３． 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 
美容師免許 

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 

２年２月上旬に実技試験。３月第一日曜日に筆記試験。 

３月３１日合格発表。合格者は各自申請手続きを行う。 

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。 

 

  



 

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。  

  



■デー28 美容芸術文化史 

美容デザイン専攻 

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 必修 授業形態 講義   

科目の概要 

美容の文化の歴史を学びます。美容文化は、人の一生において大きな役割を担います。 

各時代が作り出す美容はどのようなものだったのか。 

西洋と日本の美容文化を、美的感覚の変遷とその文化の理解を深めながら、美的教養を備

えた人を目指します。 

また、多彩な芸術作品を見聞し表現す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。 

各時代の様式美を理解する過程において、自らの手で表現しながら発想力をも身に付け、

国際人として活躍できるよう知識を習得することを目標とします。 

時間外学習 

（予習・復習） 

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 「美容文化論」日本理容美容教育センター編ほか 

評価方法 

小テスト、課題レポート、授業中の提出物、授業に対する意欲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 美容師免許 

資格取得の流れ 

２年次２月上旬に実技試験。３月第一日曜日に筆記試験。 

３月３１日合格発表。合格者は各自申請手続きを行います。 

 

  



 

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
を美齢学の一部として考察し、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 

  



■デー29 美容デザイン 

美容デザイン専攻 

科目名 

Subject 

美容デザイン 

Beauty Design 
教員名 富田 知子 

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 演習   

科目の概要 

基礎的技術から応用技術へと進みデザインを実際に形とする事が求められる。本授業では、

ヘアメイクデッサンを描くことでヘアデザインの構造を理解し、イメージを明確に形とす

る力を身に着ける一助とする。 

授業の目標 

美容に必要な形の持つイメージを理解し具現化するため、ヘアスタイルと顔の関係の造形

理論を学ぶ。普遍的な美容造形美を学ぶことで、実社会において関わることとなるあらゆる

年代への美の提供を意識的に提供できるようにする。またヘアスタイルが持つイメージが

どのように作られているのかを、ヘアメイクデッサンを行うことで理解を深める。 

時間外学習 

（予習・復習） 
学外デッサンコンテスト参加学生は授業以外での制作も行います。 

教科書・教材 

教科書 特にありません。 

教材 レイアウトパッド、イラストボード、鉛筆等 

使用設備・備品  

参考文献 美容雑誌等 

評価方法 

作品提出  授業への参加意欲 

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 

座席指定です。 

作品の制作手順を追って説明してきますので、遅刻、欠席はしないように注意してくださ

い。 

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 オリエンテーション 
授業の流れと最終目標を理解す

る 
ファイルの配布 

第２回 造形要素とイメージ１ 
点と線によるイメージ構成を知

る。 
書き込んだ資料の提出 

第３回 造形要素とイメージ２ 面の持つイメージを知る。 書き込んだ資料の提出 

第４回 
ヘアスタイルのイメージポイン

ト 
正面顔のバランス知る。 書き込んだ資料の提出 

第５回 パーツを描く 
目を写実的に描くことができる

ようになる。 
 

第６回 パーツを描く 
鼻口を写実的に描くことが出来

るようになる。 
 

第７回 B５デッサン① 写真をみて描く技術を知る。  

第８回 B5 デッサン① 作品を仕上げる。  

第９回 B5 デッサン② 
①の作品のアレンジを行うこと

でイメージ変化を知る。 
 

第１０回 
A3 もしくは B3 のデッサンのため

の写真を図書館で選ぶ 

色々な雑誌から写真を選ぶこと

とで色々なスタイルに触れる。 
 

第１１回 デッサン 写真を元に観察し描く。  

第１２回 デッサン 制作を進める。  

第１３回 デッサン 完成させる。  

第１４回 
デッサン展示およびプレゼンテ

ーション。 

作品を展示することで作品を客

観的にみる。 
 

第１５回 ５分間デッサン 
カウンセリングデッサンを身に

つける。 
 

  



■デー30 美容技術理論Ⅰ 

美容デザイン専攻 

科目名 

Subject 

美容技術理論Ⅰ 

Hairstyling TheoryⅠ 
教員名 下家 由起子 他 

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   

科目の概要 
美容技術を正確に施すための、理論的知識を習得する。ここでは技術を施す際の作業姿勢や

美容用具などをはじめとした基礎理論を学び、理解を深める。 

授業の目標 

美容技術とは人体に施す手技であり、時には取り扱いに特に注意を要する薬剤も使用する。

施術を円滑に行うため、また施術の際の事故を未然に防ぐため、基礎的理論をしっかり会得

する。 

時間外学習 

（予習・復習） 
学んだ内容を復習し、理論ノートにまとめる。 

教科書・教材 

教科書 『美容技術理論 1.2』日本理容美容教育センター編 

教材 サブテキスト 適宜、資料配布 

使用設備・備品 プロジェクター 

参考文献  

評価方法 

授業態度、提出物、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 遅刻・欠席は原則認めません。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名 美容師免許  

資格取得の流れ 
２年２月上旬に実技試験。３月第一日曜日に筆記試験。 

３月３１日合格発表。合格者は各自申請手続きを行う。 

 

  



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 

美容理論を 

学ぶにあたって 

美容理論と美容技術について 

美容技術における作業姿勢 

美容技術に必要な人体各部の名

称について知る。 

 

第２回 美容用具① 
美容技術に必要な用具類の名称

や使用方法を知る。 
 

第３回 美容用具② 
美容技術に必要な用具類の名称

や使用方法を知る。 
 

第４回 ヘアカッティング ① 
シザーズとレザーの扱い方につ

いて知る。 
 

第５回 ヘアカッティング ② 
ヘアカッティングの正しい姿勢

について知る。 
 

第６回 ヘアカッティング ③ 
ブロッキング、ヘアカッティング

の基礎理論について知る。 
 

第７回 ヘアカッティング ④ カット技法の種類について知る。  

第８回 ワインディング ① 

コームの使用方法、10ブロッキン

グ、ベース、コーミング、ペーパ

ーの使用方法について知る。 

 

第９回 ワインディング ② 
ベースのスライス、コーミング、

上巻きについて知る。 
 

第１０回 ワインディング ③ 
ベースのスライス、コーミング、

下巻きについて知る。 
 

第１１回 ワインディング ④ 
セクションごとのワインディン

グポイントについて知る。 
 

第１２回 ワインディング ⑤ 
ワインディング技術理論を復習

し、知識の定着度を把握する。 
 

第１３回 シャンプーイング ① 
シャンプーイングの目的を理解

し、シャンプー剤の種類を知る。 
 

第１４回 シャンプーイング ② 
シャンプーイングの際の注意点

や手法について知る。 
 

第１５回 総括 
今期に学んだ部分全ての確認を

し、知識を定着させる。 
 

  



■デー31 美容技術理論Ⅱ 

美容デザイン専攻 

科目名 

Subject 

美容技術理論Ⅱ 

Hairstyling Theory Ⅱ 
教員名 及川 麻衣子 他 

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 
美容技術を正確に施すための、理論的知識を習得する。ここでは技術を施す際の方法やプロ

セスなどをはじめとした基礎理論を学び、理解を深める。 

授業の目標 

美容技術とは人体に施す手技であり、時には取り扱いに特に注意を要する薬剤も使用する。

施術を円滑に行うため、また施術の際の事故を未然に防ぐため、基礎的理論をしっかり会得

する。 

時間外学習 

（予習・復習） 
学んだ内容を復習し、理論ノートにまとめる。 

教科書・教材 

教科書 『美容技術理論 1.2』日本理容美容教育センター編  

教材 サブテキスト 適宜、資料配布 

使用設備・備品 プロジェクター 

参考文献  

評価方法 

授業態度、提出物、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 遅刻・欠席は原則認めません。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名 美容師免許 

資格取得の流れ 
２年２月上旬に実技試験。３月第一日曜日に筆記試験。 

３月３１日合格発表。合格者は各自申請手続きを行う。  

 

  



授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 パーマネントウェービング 

パーマネントウェーブの歴史と

現在、パーマネントウェーブ理論

について知る。 

 

第２回 パーマネントウェービング 
パーマ剤の分類、パーマ剤に関す

る注意事項を知る。 
 

第３回 パーマネントウェービング 

パーマネントウェーブの技術プ

ロセスを理解し、ワインディング

のバリエーションを知る。 

 

第４回 ヘアセッティング 
ヘアセッティングとは、オリジナ

ルセットの基本的要素を知る。 
 

第５回 ヘアセッティング 
ヘアカーリングの名称、種類を知

る。 
 

第６回 ヘアセッティング 
ローラーカーリングについて知

る。 
 

第７回 ヘアセッティング ヘアウェービングの種類を知る。  

第８回 ヘアセッティング 
ブロードライスタイリングの基

礎技術について知る。 
 

第９回 ヘアセッティング 
アイロンセッティングについて

知る。 
 

第１０回 ヘアセッティング バックコーミングについて知る。  

第１１回 ヘアセッティング 
ウィッグとヘアピースについて

知る。 
 

第１２回 ヘアカラーリング 
ヘアカラーリング概論、ヘアカラ

ーの種類について知る。 
 

第１３回 ヘアカラーリング 
染毛のメカニズム、毛髪のレベル

とアンダートーンについて知る。 
 

第１４回 ヘアカラーリング 
パッチテストの必要性、染毛剤使

用時の注意事項について知る。 
 

第１５回 総括 
今期に学んだ部分全てを確認し、

知識を定着させる。 
 

  



■デー32 美容技術理論Ⅲ 

美容デザイン専攻 

科目名 

Subject 

美容技術理論Ⅲ 

Hairstyling Theory Ⅲ 
教員名 平田 昌義 他 

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 

美容技術を正確に施すための理論的知識を習得する。ここでは 1 年時に学んだ理論を基に

応用的な内容、またトータル的な美容について学び、さらに国家試験課題の理論についても

知識を深める。 

授業の目標 
サロンワークでの技術を安全かつ円滑に行うため、美容に関するより高度な理論を学び、幅

広い知識を得る。 

時間外学習 

（予習・復習） 
学んだ内容を復習し、理論ノートにまとめる。 

教科書・教材 

教科書 『美容技術理論 1.2』日本理容美容教育センター編  

教材 サブテキスト 適宜、資料配布 

使用設備・備品  プロジェクター 

参考文献  

評価方法 

授業態度、提出物、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 遅刻・欠席は原則認めません。  

本科目履修と 

関連する資格 

資格名 美容師免許 

資格取得の流れ 
２年２月上旬に実技試験。３月第一日曜日に筆記試験。 

３月３１日合格発表。合格者は各自申請手続きを行う。  

 

  



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 

ヘアセッティング ① 
ウェーブ理論の理解を深める。  

第２回 ヘアセッティング ② 
ヘアカーリング理論の理解を深め

る。 
 

第３回 
国家試験実技第二課題 

オールウェーブ理論  
オールウェーブ理論を理解する。  

第４回 カールの種類 オールウェーブ理論を理解する。  

第５回 
カールとフィンガーウェーブの

構成  
オールウェーブ理論を理解する。  

第６回 ヘアセッティング ① 
ブロードライ・アイロンセッティン

グ・ローラーカーリングを知る。 
 

第７回 ヘアセッティング ② 
バックコーミング・アップスタイ

ル・ウィッグとヘアピースを知る。 
 

第８回 シャンプーイング シャンプーイング理論を復習する  

第９回 
リンス・コンディショナー・トリ

ートメント 

リンス・コンディショナー・トリー

トメントの違い、種類・成分などを

知る。 

 

第１０回 スキャルプトリートメント 
スキャルプトリートメントの目的・

種類などを知る。 
 

第１１回 
小テスト 

復習 

ヘアセッティング 

シャンプーイング～スキャルプト

リートメントまでを復習し、知識を

定着させる。 

 

第１２回 ヘアカラーリング ① 

ヘアカラーの種類およびタイプ別

特徴について復習し、知識を定着さ

せる。 

 

第１３回 ヘアカラーリング ② 

染毛のメカニズム・色の基本・毛髪

のレベルとアンダートーンについ

ての復習し、知識を定着させる。 

 

第１４回 ヘアカラーリング ③ 

パッチテスト・染毛剤使用時の注意

事項について復習し、知識を定着さ

せる。 

 

第１５回 総括 
全範囲の確認をし、知識として未定

着の部分を把握する。 
 

  



■デー33 美容技術理論Ⅳ 

美容デザイン専攻 

科目名 

Subject 

美容技術理論Ⅳ 

Hairstyling Theory Ⅳ 
教員名 秋田 留美 他 

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 講義   

科目の概要 

美容技術を正確に施すための理論的知識を習得する。ここでは 1 年時に学んだ理論を基に

応用的な内容、またトータル的な美容について学び、さらに国家試験課題の理論についても

知識を深める。 

授業の目標 
サロンワークでの技術を安全かつ円滑に行うため、美容に関するより高度な理論を学び、幅

広い知識を得る。 

時間外学習 

（予習・復習） 
学んだ内容を復習し、理論ノートにまとめる。 

教科書・教材 

教科書 『美容技術理論 1.2』日本理容美容教育センター編 

教材 サブテキスト 適宜、資料配布 

使用設備・備品 プロジェクター 

参考文献  

評価方法 

授業態度、提出物、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 遅刻・欠席は原則認めません。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名 美容師免許  

資格取得の流れ 
２年２月上旬に実技試験。３月第一日曜日に筆記試験。 

３月３１日合格発表。合格者は各自申請手続きを行う。  

 

  



授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 エステティック 

エステティック概論・マッサージ

理論・フェイシャルケア・ボディ

ーケア・脱毛ケアを学ぶ 

 

第２回 メイクアップ 

メイクアップ概論・皮膚の生理と

構造・メイクアップの基本テクニ

ックを学ぶ 

 

第３回 日本髪 
日本髪の由来・種類と特徴・各部

の名称・装飾品などについて学ぶ 
 

第４回 着付け 

着付けの目的・着物や帯の種類・

着付けに用いる小物などについ

て学ぶ 

 

第５回 小テスト(理解度の確認) 

エステティック・メイクアップ・

日本髪・着付けまでの範囲につい

て理解を深める 

 

第６回 美容用具の復習 
美容用具に関する内容の再確認

をする 
 

第７回 シャンプーイングの復習 
シャンプーイングに関する内容

の再確認をする 
 

第８回 ヘアカッティングの復習 
ヘアカッティングに関する内容

の再確認をする 
 

第９回 
パーマネントウェービングの復

習 

パーマネントウェービングに関

する内容の再確認をする 
 

第１０回 ヘアセッティングの復習 
ヘアセッティングに関する内容

の再確認をする 
 

第１１回 ヘアカラーリングの復習 
ヘアカラーリングに関する内容

の再確認をする 
 

第１２回 ネイル理論の復習 
ネイルに関する内容の再確認を

する 
 

第１３回 
小テスト 

復習 

問題を解くことにより、内容の理

解をより深める 
 

第１４回 
小テスト 

復習 

問題を解くことにより、内容の理

解をより深める 
 

第１５回 総括 全範囲の確認をする  

  



■デー34 経営Ⅰ 

美容デザイン専攻 

科目名 

Subject 

経営Ⅰ 

Business ManagementⅠ 
教員名 山口 信和 

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 講義   

科目の概要 

学生時代から社会人へと新しい生活が始まると、身の回りには色々と変化が生じます。学生

時代の勉強は、人間としての一般常識を習得することが目的ですが、社会に出ると、専門知

識とか、売上・利益など今まで勉強してきたことと異なる知識が要求されます。もし社会に

出る前にそれらの知識を習得しておけば、慌てることなく自分の能力を発揮することがで

きるはずです。 

この講義を通して、ビジネスマンとして学ばなければならない企業経営に関する理論を勉

強します。企業経営のメカニズムなどを習得していれば、組織の一員となっても問題意識を

持ち、前向きに仕事ができ、また、起業に興味のある方にとっても参考になる知識を身に着

けることができます。 

授業の目標 

企業経営に成功するためには、「人、物、金、そしてノウハウ」の４つがキーで、どれ一つ

かけても成功は難しいと言われています。特に、「人」は最優先されるべき要素で、「人材は

人財」とまで言われるほどです。この講義を通して、経営を成功させる手法を勉強します

が、それは、とりもなおさず自己成長の手法を勉強することに通じます。本校を卒業して社

会から求められる人財として活躍されることを願っています。 

時間外学習 

（予習・復習） 
世の中の動きに興味をもって接してください。毎日の生活の中に題材が転がっています。 

教科書・教材 

教科書 「相手の立場に立って考え、そして行動する」経営総論、配信予定 

教材 「私のメモ帳から」配信予定、適宜ケーススタディ教材を提供 

使用設備・備品  

参考文献 ケーススタディはダイヤモンドオンラインより転載 

評価方法 

授業態度、レポートなどを総合的に考慮して評価します。 

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 
受講態度を重視しますので、理由のない欠席は認めません。また、授業中のおしゃべり、居

眠り、内職、携帯電話の操作等の行為は、評価減点の対象とします。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名 美容師免許 

資格取得の流れ 
２年次 ２月上旬に実技試験。３月第１日曜日に筆記試験。 

3月 31 日合格発表。合格者は各自申請手続きを行う。 

  



授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 経営学とは 

企業経営に必要な「経営学」とはなに

か、また、ドラッカー理論を通して経

営の神髄を知る。 

 

第２回 日本経済事情 
直面する諸事情を理解し、経営学の学

びから対処策を知る。 
 

第３回 消費者事情 
消費者行動の変化を経営に取り込んで

ゆくことができるようになる。 
 

第４回 男性と女性はことなる 

購買者はだれか、また、消費者クレー

ムに対しても上手に対処することがで

きるようになる。 

 

第５回 経営管理論 

現状分析の重要性を知り、ポートフォ

リオやプロダクトライフサイクルなど

ができるようになる。 

 

第６回 経営基本戦略 
プッシュ戦略とプル戦略、多角化戦略、

ランチェスターの法則など知る。 
 

第７回 経営組織論 

経営管理論や組織論の原則を習得し、

実学としての生かすことができるよう

になる。 

 

第８回 マーケティング論 
誕生の背景と市場競争形態などを習得

し、マーケティング論を知る。 
 

第９回 顧客志向 

顧客志向の重要性、顧客の定義、顧客

を満足させるにはどうすればよいか理

解する。 

 

第１０回 ブランドマーケティング 
ブランドマーケティングとは、その誕

生の理由などを理解する。 
 

第１１回 消費者行動 

消費者行動の具体例を学ぶことによっ

て、将来、予測される消費者行動を知

る。 

 

第１２回 マーケティングミックス 
マッカーシィの４P 戦略論やコトラー

の STP 論を知る。 
 

第１３回 製品戦略 
製品差別化戦略や新製品の果たす役

割、付加価値とはなにかを知る。 
 

第１４回 価格戦略 
価格決定のメカニズム、市場価格、コ

ストプラスとはなにかを知る。 
 

第１５回 まとめ 

「相手の立場に立って考え、そして行

動する」ことが公私ともに重要である

ことを知る。 

 

  



■デー35 美容技術Ⅰ 

美容デザイン専攻 

科目名 

Subject 

美容技術Ⅰ 

HairstylingⅠ 
教員名 町田 喜代実 他 

開講年次 １年 開講時期 前期 単位 ３単位 

必修／選択 必修 授業形態 実習   

科目の概要 

美容に関する基礎的理論と知識を学び、実習を通して基本技術を効率的に習得する。 

ワインディング技術（パーマネント技術におけるロッド巻き）を中心に、様々な美容の基礎

技術を学びながら、美容に対する興味を深めるべく礎を築いていく。 

授業の目標 

国家試験の合格に主眼を置きながら、サロンの現場を主体とした実践的教育（技術）を導入

し、技術力を的確に蓄積していく。 

主に国家試験実技試験課題であるワインディングの基礎技術、ならびにサロンの現場で必

要とされる技術を学び、実践を重ねることによりステップアップを図る。 

カット、ワインディング、シャンプー、デザインパーマそれぞれの基礎技術を理解し、施術

が出来るようになる。 

時間外学習 

（予習・復習） 
学んだ技術を予習･復習し練習する。「実習ノート」にまとめる。 

教科書・教材 

教科書 『美容技術理論 1,2』 日本理容美容教育センター編  

教材 サブテキスト 美容用具一式 他適時配布 

使用設備・備品 美容実習室使用 

参考文献  

評価方法 

授業態度 レベルチェック 期末実技試験 

 

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 

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為、原則認めません。ま

た、そのため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、勝手な退

室等の不適切と思われる行為があった場合は、欠席と同等の扱いとします。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名 美容師免許 

資格取得の流れ 
２年次２月上旬に実技試験。３月第一日曜日に筆記試験。 

３月３１日合格発表。合格者は各自申請手続きを行う。 

 

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 

美容技術理論を学ぶにあたって教育カリキュラム

の説明及び諸注意／美容における頭部の区分と名

称 美容用具の取り扱い方 

美容技術の教育カリキュラム

の説明及び諸注意を理解する。 
 



第２回 

ヘア・カッティング① 

頭部ブロッキング 

カットの基礎知識とシザーズアクションデモンス

トレーション･実践 

カットの基礎知識、シザーズア

クションを習得する。 
 

第３回 

ヘア・カッティング② 

モデルウィッグ（ワインディング用）カットの実践

技術 

デモンストレーション・実践 

カット技術を理解し、 

実際に行うことができるよう

になる。 

 

第４回 

ヘア・カッティング③ 

トップ･サイド部分カット 

デモンストレーション･実践 

カット技術を理解し、 

実際に行うことができるよう

になる。 

 

第５回 
ヘア・カッティング④ 

バック部分カットデモンストレーション･実践 

カット技術を理解し、 

実際に行うことができるよう

になる。 

 

第６回 

ヘア・カッティング⑤ 

ネープ部分カットデモンストレーション･実践 

チェック・カットデモンストレーション･実践 

カット技術を理解し、 

実際に行うことができるよう

になる。 

 

第７回 

ワインディング技術（オールパーパス） 

10 ブロッキング・スライス･シェープの行い方 

デモンストレーション･実践 

ブロッキング、スライス、シェ

ープの基礎技術を習得する。 
 

第８回 

ワインディング技術（オールパーパス） 

上巻き･センター部分ロッドの収め方 

デモンストレーション･実践 

上巻きの手順・収め方を正しく

理解し実践できるようになる。 
 

第９回 
ワインディング技術（オールパーパス） 

10 ブロッキング／上巻きの復習 

上巻きの手順・収め方を正しく

理解し実践できるようになる。 
 

第１０回 

ワインディング技術（オールパーパス） 

下巻き・センター部分ロッドの収め方 

デモンストレーション･実践 

下巻きの手順・収め方を正しく

理解し実践できるようになる。 
 

第１１回 

ワインディング技術（オールパーパス） 

下巻きの復習 センター部分ロッドの収まり方の

確認 

下巻きの手順・収め方を正しく

理解し実践できるようになる。 
 

第１２回 

ワインディング技術（オールパーパス） 

バックサイド・サイドの収め方 

デモンストレーション･実践 

バックサイド･サイドの収め方

を正しく理解し実践できるよ

うになる。 

 

第１３回 

ワインディング技術（オールパーパス） 

バックサイド･サイドの復習 

全頭の収まり方の確認 

バックサイド･サイドの収め方

を正しく理解し実践できるよ

うになる。 

 

第１４回 
ワインディング技術（オールパーパス） 

10 ブロッキング 全頭 

全頭のバランスを考えシンメ

トリーにロッドを収められる

ようになる。 

 



第１５回 
ワインディング技術（オールパーパス） 

10 ブロッキング 全頭 

設定時間内にバランス良く巻

き収められるようになる。 
 

第１６回 
ワインディング技術（オールパーパス） 

10 ブロッキング 全頭 

設定時間内にバランス良く巻

き収められるようになる。 
 

第１７回 
ワインディング技術（オールパーパス） 

10 ブロッキング 全頭 

設定時間内にバランス良く巻

き収められるようになる。 
 

第１８回 
ワインディング技術（オールパーパス） 

10 ブロッキング 全頭 

設定時間内にバランス良く巻

き収められるようになる。 
 

第１９回 
ワインディング技術（オールパーパス） 

10 ブロッキング 全頭 

タイムアップを意識し、作業を

早めて行えるようになる。 
 

第２０回 
ワインディング技術（オールパーパス） 

10 ブロッキング 全頭 

設定時間内にバランス良く巻

き収める 
 

第２１回 
ワインディング技術（オールパーパス） 

10 ブロッキング 全頭 

設定時間内にバランス良く巻

き収められるようになる。 
 

第２２回 

ワインディング技術（オールパーパス） 

レベルチェック 

10 ブロッキング 全頭 

設定時間内に全頭のバランス

を考え、シンメトリーにロッド

を収めることができるように

なる。 

 

第２３回 

ワインディング技術（オールパーパス） 

レベルチェック 

10 ブロッキング 全頭 

設定時間内に全頭のバランス

を考え、シンメトリーにロッド

を収めることができるように

なる。 

 

第２４回 

ワインディング技術（オールパーパス） 

レベルチェック 

10 ブロッキング 全頭 

設定時間内に全頭のバランス

を考え、シンメトリーにロッド

を収めることができるように

なる。 

 

第２５回 
ワインディング技術（オールパーパス） 

10 ブロッキング 全頭 

タイムアップを意識し、作業を

早めて行えるようになる。 
 

第２６回 

シャンプー技術① 

指圧シャンプー基礎理論 

指圧マッサージ① 

指圧シャンプーの基礎知識、技

術を理解し、実践できるように

なる。 

 

第２７回 

シャンプー技術② 

指圧シャンプー基礎理論 

指圧マッサージ② 

指圧シャンプーの基礎知識、技

術を理解し、実践できるように

なる。 

 

第２８回 
ワインディング技術（オールパーパス） 

10 ブロッキング 全頭 

設定時間内にバランス良く巻

き収められるようになる。 
 

第２９回 
ワインディング技術（オールパーパス） 

10 ブロッキング 全頭 

設定時間内にバランス良く巻

き収められるようになる。 
 

第３０回 
ワインディング技術（オールパーパス） 

10 ブロッキング 全頭 

設定時間内にバランス良く巻

き収められるようになる。 
 



第３１回 
ワインディング技術（オールパーパス） 

10 ブロッキング 全頭 

設定時間内にバランス良く巻

き収められるようになる。 
 

第３２回 

シャンプー技術③ 

指圧シャンプー① 

シャンプーデモンストレーション 

指圧シャンプーの基礎知識、技

術を理解し、実践できるように

なる。 

 

第３３回 
シャンプー技術④ 

指圧シャンプー② ／シャンプー実践 

指圧シャンプーの基礎知識、技

術を理解し、実践できるように

なる。 

 

第３４回 
ワインディング技術（オールパーパス） 

10 ブロッキング 全頭 

設定時間内にバランス良く巻

き収められるようになる。 
 

第３５回 
ワインディング技術（オールパーパス） 

10 ブロッキング 全頭 

設定時間内にバランス良く巻

き収められるようになる。 
 

第３６回 
ワインディング技術（オールパーパス） 

10 ブロッキング 全頭 

設定時間内にバランス良く巻

き収められるようになる。 
 

第３７回 
ワインディング技術（オールパーパス） 

10 ブロッキング 全頭 

設定時間内にバランス良く巻

き収められるようになる。 
 

第３８回 

シャンプー技術⑤ 

指圧シャンプー③ 

ヘアトリートメントデモ 

指圧シャンプーの基礎知識、技

術を理解し、実践できるように

なる。 

 

第３９回 

シャンプー技術⑥ 

指圧シャンプー④ 

ヘアトリートメント実践 

指圧シャンプーの基礎知識、技

術を理解し、実践できるように

なる。 

 

第４０回 

デザインパーマ技術① 

縦巻き ブロッキング・スライス・角度・巻き方 

展示 

デザインパーマの手順を理解

し、縦巻きの実践ができるよう

になる。 

 

第４１回 

デザインパーマ技術② 

縦巻き ブロッキング・スライス・角度・巻き方 

実践 

デザインパーマの手順を理解

し、縦巻きの実践ができるよう

になる。 

 

第４２回 
デザインパーマ技術③ 

相モデルによるワインディングの実践 

モデルの髪の長さ、スタイル、

要望に応じデザインを行うこ

とができるようになる。 

 

第４３回 
ワインディング技術（オールパーパス） 

10 ブロッキング 全頭 

設定時間内にバランス良く巻

き収められるようになる。 
 

第４４回 
ワインディング技術（オールパーパス） 

10 ブロッキング 全頭 

設定時間内にバランス良く巻

き収められるようになる。 
 

第４５回 
ワインディング技術（オールパーパス）総括 

10 ブロッキング 全頭 

設定時間内に全頭のバランス

を考え、シンメトリーにロッド

を収めることができるように

なる。 

 



■デー36 美容技術Ⅱ 

美容デザイン専攻 

科目名 

Subject 

美容技術Ⅱ 

HairstylingⅡ 
教員名 文元 麻理香 他 

開講年次 １年 開講時期 後期 単位 ３単位 

必修／選択 必修 授業形態 実習   

科目の概要 

美容に関する基礎理論と知識を学び、実習を通して基礎技術を的確に習得する。 

主に、美容師国家実技試験課題であるワインディング及びオールウェーブセッティング技

術を中心に美容の基礎的理論と知識を学ぶ。またサロンにおいて、最初の重要な実践的技術

であるシャンプー技術を、相モデルを通して習得する。 

授業の目標 

国家試験（実技）での規定タイム内の仕上げに向け、基礎技術力を養う。主に国家試験実技

課題であるワインディング及びオールウェーブセッティングの基礎技術、ならびにサロン

現場で必要とされる基礎技術を学び、実践を重ねることによりレベルの高い技術が出来る

ようになる。 

ノーパートオールウェーブ、パーマネントウェーブ、シャンプーの基礎技術を繰り返すこと

により基礎技術が確実に出来るようになる。 

ワインディング（国家試験課題）について、基礎技術から応用技術への転換を図り、国家試

験内容の基礎部分が出来るようになる。 

時間外学習 

（予習・復習） 
学んだ技術を予習･復習し練習する。実習内容を「実習ノート」にまとめる。 

教科書・教材 

教科書 『美容技術理論 1,2』 日本理容美容教育センター編  

教材 サブテキスト 美容用具一式 他適時配布 

使用設備・備品 美容実習室使用 

参考文献  

評価方法 
授業態度 レベルチェック 期末実技試験 

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 

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為、原則認めません。ま

た、そのため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、勝手な退

室等の不適切と思われる行為があった場合は、欠席と同等の扱いとします。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名 美容師免許 

資格取得の流れ 
２年次２月上旬に実技試験。３月第一日曜日に筆記試験。 

３月３１日合格発表。合格者は各自申請手続きを行う。 

 

授業計画 

 授業内容 到達目標 備 考 

第１回 

パーマネントウェーブ① 

パーマネント技術を行う際の諸注意 

パーマパーマネント用ワインディング・デモ

ンストレーション 

パーマネント技術を行う際の注意点を

理解し、手順通りに行うことが出来る

ようになる。 

 



第２回 
パーマネントウェーブ② 

パーマパーマネント用ワインディング実践 

パーマネント技術を行う際の注意点を

理解し、手順通りに行うことが出来る

ようになる。 

 

第３回 

パーマネントウェーブ③ 

2 浴式コールドウェーブ施術プロセスデモン

ストレーション･実践（ウェーブ用） 

パーマネント技術を行う際の注意点を

理解し、手順通りに行うことが出来る

ようになる。 

 

第４回 

パーマネントウェーブ④ 

2 浴式コールドウェーブ施術プロセスデモン

ストレーション･実践（ウェーブ用） 

パーマネント技術を行う際の注意点を

理解し、手順通りに行うことが出来る

ようになる。 

 

第５回 

オールウェーブ技術 

フィンガーウェーブ理論 

ワンストローク・リッジのつなぎ方デモ・実

践 

フィンガーウェーブでのワンストロー

ク・リッジのつなぎ方を理解し、実際に

行うことができるようになる。 

 

第６回 
シャンプー技術⑦ 

指圧シャンプー⑤ デモンストレーション 

指圧シャンプーの基礎知識、技術を理

解し、実践できるようになる。 
 

第７回 
オールウェーブ技術 

ノーパートオールウェーブ 1線目デモ・実践 

ノーパートオールウェーブ 1 線目の位

置・バランスを理解し、実際に行うこと

ができるようになる。 

 

第８回 
シャンプー技術⑧ 

指圧シャンプー⑥ 実践 

指圧シャンプー技術を理解し、実践で

きるようになる。 
 

第９回 

オールウェーブ技術 

ノーパートオールウェーブ 1 線目復習 2 線

目デモ･実践 

ノーパートオールウェーブ1～2線目の

位置・バランスを理解し、実際に行うこ

とができるようになる。 

 

第１０回 
シャンプー技術⑨ 

指圧シャンプー⑥ 実践 

指圧シャンプー技術を理解し、実践で

きるようになる。 
 

第１１回 

オールウェーブ技術 

ノーパートオールウェーブ 1･2 線目復習 3

線目デモ･実践 

ノーパートオールウェーブ1～3線目の

位置・バランスを理解し、実際に行うこ

とができるようになる。 

 

第１２回 
シャンプー技術⑩ 

ヘッドスパ① 実践 

ヘッドスパ技術を理解し、実践できる

ようになる。 
 

第１３回 

オールウェーブ技術 

ノーパートオールウェーブ 1～3 線目復習 4

線目デモ･実践 

ノーパートオールウェーブ1～4線目の

位置・バランスを理解し、実際に行うこ

とができる。 

 

第１４回 

ワインディング(国家試験課題) 

ブロッキング、センター巻き方の説明・デモ・

実践 

これまでのオールパーパスとは異なる

構成を理解することができるようにな

る。 

 

第１５回 
シャンプー技術⑪ 

ヘッドスパ② デモンストレーション 

ヘッドスパの基礎知識、技術を理解し、

実践できるようになる。 
 

第１６回 

オールウェーブ技術 

ノーパートオールウェーブ 1～4 線目復習 5

線目デモ･実践 

ノーパートオールウェーブ1～5線目の

位置・バランスを理解し、実際に行うこ

とができるようになる。 

 



第１７回 
ワインディング(国家試験課題) 

フロント・バックサイド巻き方のデモ・実践 

フロントからバックサイドの流れを理

解し、ステムの角度、スライス幅、収め

方を理解する。 

 

第１８回 
シャンプー技術⑫ 

ヘッドスパ③ 実践 

ヘッドスパ技術を理解し、実践できる

ようになる。 
 

第１９回 

オールウェーブ技術 

ノーパートオールウェーブ 1～5 線目復習 6

線目デモ･実践 

ノーパートオールウェーブ1～6線目の

位置・バランスを理解し、実際に行うこ

とができるようになる。 

 

第２０回 

ワインディング(国家試験課題) 

バックサイドまでの復習、フロントサイド巻

き方のデモ・実践 

最終ブロックであるフロントサイドの

ステムの角度、スライス幅、収め方を理

解する。 

 

第２１回 
シャンプー技術⑫ 

ヘッドスパ③ 実践 

ヘッドスパ技術を理解し、実践できる

ようになる。 
 

第２２回 

オールウェーブ技術 

ノーパートオールウェーブ 1～6線目復習  

クロッキノールカールデモ･実践 

ノーパートオールウェーブ1～7線目の

位置・バランスを理解し、フルウェー

ブ・クロッキノールカールを実際に行

うことが出来るようになる。 

 

第２３回 
ワインディング(国家試験課題) 

全頭 

ステムの角度、シェープ、構成に注意

し、設定時間内に仕上げることができ

るようになる。 

 

第２４回 
シャンプー技術⑬ 

ヘッドスパ④ デモンストレーション 

ヘッドスパの基礎知識、技術を理解し、

実践できるようになる。 
 

第２５回 
オールウェーブ技術 

ノーパートオールウェーブ 全頭 

タイムを意識し、全体のバランス・リッ

ジのつながり･トローの押さえが的確

に行えるようになる。 

 

第２６回 ワインディング(国家試験課題) 

ステムの角度、シェープ、構成に注意

し、設定時間内に仕上げられるように

なる。 

 

第２７回 
シャンプー技術⑮ 

ヘッドスパ⑥ デモンストレーション 

ヘッドスパの基礎知識、技術を理解し、

実践できるようになる。 
 

第２８回 
オールウェーブ技術 

ノーパートオールウェーブ 

タイムを意識し、全体のバランス・リッ

ジのつながり･トローの押さえが的確

に行えるようになる。 

 

第２９回 ワインディング(国家試験課題) 

ステムの角度、シェープ、構成に注意

し、設定時間内に仕上げられるように

なる。 

 

第３０回 
シャンプー技術⑯ 

ヘッドスパ⑦ 実践 

バックシャンプー技術を理解し、実践

できるようになる。 
 

第３１回 
オールウェーブ技術 

ノーパートオールウェーブ 

タイムを意識し、全体のバランス・リッ

ジのつながり･トローの押さえが的確

に行えるようになる。 

 



第３２回 ワインディング(国家試験課題) 

ステムの角度、シェープ、構成に注意

し、規定時間内に仕上げられるように

なる。 

 

第３３回 
オールウェーブ技術 

ノーパートオールウェーブ 

タイムを意識し、全体のバランス・リッ

ジのつながり･トローの押さえが的確

に行えるようになる。 

 

第３４回 ワインディング(国家試験課題) 

ステムの角度、シェープ、構成に注意

し、規定時間内に仕上げられるように

なる。 

 

第３５回 

オールウェーブ技術 

ノーパートオールウェーブ 

レベルチェック  

設定時間内に、全体のバランス・リッジ

のつながり･トローの押さえが的確に

行えるようになる。 

 

第３６回 
ワインディング(国家試験課題) 

レベルチェック 

ステムの角度、シェープ、構成に注意

し、規定時間内に仕上げられるように

なる。 

 

第３７回 
オールウェーブ技術 

ノーパートオールウェーブ 

設定時間内に、全体のバランス・リッジ

のつながり･トローの押さえが的確に

行えるようになる。 

 

第３８回 ワインディング(国家試験課題) 

ステムの角度、シェープ、構成に注意

し、規定時間内に仕上げられるように

なる。 

 

第３９回 
オールウェーブ技術 

ノーパートオールウェーブ 

設定時間内に、全体のバランス・リッジ

のつながり･トローの押さえが的確に

行えるようになる。 

 

第４０回 ワインディング(国家試験課題) 

ステムの角度、シェープ、構成に注意

し、規定時間内に仕上げられるように

なる。 

 

第４１回 
オールウェーブ技術 

ノーパートオールウェーブ 

設定時間内に、全体のバランス・リッジ

のつながり･トローの押さえが的確に

行えるようになる。 

 

第４２回 ワインディング(国家試験課題) 

ステムの角度、シェープ、構成に注意

し、規定時間内に仕上げられるように

なる。 

 

第４３回 
オールウェーブ技術 

ノーパートオールウェーブ 

設定時間内に、全体のバランス・リッジ

のつながり･トローの押さえが的確に

行えるようになる。 

 

第４４回 

まとめ 

ワインディング技術 

（国家試験課題） 

規定時間内に全頭のバランスを考え、

シンメトリーにロッドを正しい位置に

収められるようになる。 

 

第４５回 

まとめ 

オールウェーブ技術 

ノーパートオールウェーブ 

設定時間内に、全体のバランス・リッジ

のつながり･トローの押さえが的確に

行えるようになる。 

 

  



■デー37 美容技術Ⅲ 

美容デザイン専攻 

科目名 

Subject 

美容技術Ⅲ 

HairstylingⅢ 
教員名 山本 恵子 他 

開講年次 ２年 開講時期 前期 単位 ３単位 

必修／選択 必修 授業形態 実習   

科目の概要 
美容技術Ⅰ、Ⅱで学んだ内容を基に、国家試験第二課題であるノーパートオールウェーブセ

ッティングおよびワインディングの技術プロセスを習得する。 

授業の目標 

国家試験の合格を主眼に置き、美容に関する知識および技術力の向上を目指し、そのレベル

にあった技術が習得出来る。併せて、社会人として必要なルールやマナーなども身につける

ことが出来る。 

国家試験課題である、ノーパートオールウェーブセッティング、ワインディングの技術力を

底上げする中で自己分析などの能力を得る。個々に技術向上を模索し、タイム短縮などの結

果を出すことができる。 

時間外学習 

（予習・復習） 
学んだ技術を復習し練習する。また学習内容をノートに記録する。 

教科書・教材 

教科書 『美容技術理論 1.2』日本理容美容教育センター編  

教材 美容用具一式、ほか適宜プリント配布 

使用設備・備品 美容実習室、プロジェクター 

参考文献  

評価方法 
授業態度、提出物、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 

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為、原則認めません。ま

た、そのため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、勝手な退

室等の不適切と思われる行為があった場合は、欠席と同等の扱いとします。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名 美容師免許 

資格取得の流れ 
２年次２月上旬に実技試験。３月第一日曜日に筆記試験。 

３月３１日合格発表。合格者は各自申請手続きを行う。 

 

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 

ワインディング(国家試験課題) 

ステムの角度、構成、シェープなどに

注意し、設定時間内に仕上げられるよ

うになる。 

 

第２回 
ノーパートオールウェーブ 

(フィンガーウェーブ) 

構成、シェープなどに注意し、設定時

間内に仕上げられるようになる。 
 



第３回 ワインディング(国家試験課題) 

ステムの角度、構成、シェープなどに

注意し、設定時間内に仕上げられるよ

うになる。 

 

第４回 

ノーパートオールウェーブ 

(国家試験課題) 

スカルプチュアカールデモ・実践 

フィンガーウェーブとのつながり及び

シェープに注意しながらバランスよく

作れるようになる。 

 

第５回 ワインディング(国家試験課題) 

ステムの角度、構成、シェープなどに

注意し、設定時間内に仕上げられるよ

うになる。 

 

第６回 
ノーパートオールウェーブ(国家試験課

題)スカルプチュアカール復習 

フィンガーウェーブとのつながり及び

シェープに注意しながらバランスよく

作れるようになる。 

 

第７回 ワインディング(国家試験課題) 

ステムの角度、構成、シェープなどに

注意し、設定時間内に仕上げられるよ

うになる。 

 

第８回 

ノーパートオールウェーブ(国家試験課

題)スカルプチュアカール復習、リフトカ

ール(右巻き)デモ・実践 

フィンガーウェーブとのつながりと、

シェープに注意しながらリフトカール

(右巻き)までバランスよく作れるよう

になる。 

 

第９回 ワインディング(国家試験課題) 

ステムの角度、構成、シェープなどに

注意し、設定時間内に仕上げられるよ

うになる。 

 

第１０回 

ノーパートオールウェーブ 

(国家試験課題) 

スカルプチュアカール、リフトカール(右

巻き)復習 

フィンガーウェーブとのつながりと、

シェープに注意しながらリフトカール

(右巻き)までバランスよく作れるよう

になる。 

 

第１１回 ワインディング(国家試験課題) 

ステムの角度、構成、シェープなどに

注意し、設定時間内に仕上げられるよ

うになる。 

 

第１２回 

ノーパートオールウェーブ 

(国家試験課題) 

スカルプチュアカール、リフトカール(右

巻き)復習 

リフトカール(左巻き)デモ・実践 

フィンガーウェーブとのつながりと、

シェープに注意しながらリフトカール

(左巻き)までバランスよく作れるよう

になる。 

 

第１３回 ワインディング(国家試験課題) 

ステムの角度、構成、シェープなどに

注意し、設定時間内に仕上げられるよ

うになる。 

 

第１４回 

ノーパートオールウェーブ 

(国家試験課題) 

スカルプチュアカール、リフトカール(右

巻き･左巻き)復習 

フィンガーウェーブとのつながりと、

シェープに注意しながらリフトカール

(左巻き)までバランスよく作れるよう

になる。 

 

第１５回 ワインディング(国家試験課題) 

ステムの角度、構成、シェープなどに

注意し、設定時間内に仕上げられるよ

うになる。 

 



第１６回 

ノーパートオールウェーブ 

(国家試験課題) 

スカルプチュアカール、リフトカール復

習  メイポールカールデモ・実践 

フィンガーウェーブとのつながりと、

シェープに注意しながらメイポールカ

ールまでバランスよく作れるようにな

る。 

 

第１７回 ワインディング(国家試験課題) 

ステムの角度、構成、シェープなどに

注意し、設定時間内に仕上げられるよ

うになる。 

 

第１８回 

ノーパートオールウェーブ 

(国家試験課題) 

メイポールカール復習 全頭仕上げ 

 

フィンガーウェーブとのつながりと、

シェープに注意しながら全頭仕上げら

れるようになる。 

 

第１９回 ワインディング(国家試験課題) 

ステムの角度、構成、シェープなどに

注意し、設定時間内に仕上げられるよ

うになる。 

 

第２０回 
ノーパートオールウェーブ 

(国家試験課題) 

シェープ、構成等に注意し、設定時間

内に仕上げられるようになる。 
 

第２１回 ワインディング(国家試験課題) 

ステムの角度、構成、シェープなどに

注意し、設定時間内に仕上げられるよ

うになる。 

 

第２２回 
ノーパートオールウェーブ 

(国家試験課題) 

シェープ、構成等に注意し、設定時間

内に仕上げられるようになる。 
 

第２３回 ワインディング(国家試験課題) 

ステムの角度、構成、シェープなどに

注意し、設定時間内に仕上げられるよ

うになる。 

 

第２４回 
ノーパートオールウェーブ 

(国家試験課題) 

シェープ、構成等に注意し、設定時間

内に仕上げられるようになる。 
 

第２５回 ワインディング(国家試験課題) 

ステムの角度、構成、シェープなどに

注意し、設定時間内に仕上げられるよ

うになる。 

 

第２６回 
ノーパートオールウェーブ 

(国家試験課題) 

シェープ、構成等に注意し、設定時間

内に仕上げられるようになる。 
 

第２７回 ワインディング(国家試験課題) 

ステムの角度、構成、シェープなどに

注意し、設定時間内に仕上げられるよ

うになる。 

 

第２８回 
ノーパートオールウェーブ 

(国家試験課題) 

シェープ、構成等に注意し、設定時間

内に仕上げられるようになる。 
 

第２９回 ワインディング(国家試験課題) 

ステムの角度、構成、シェープなどに

注意し、設定時間内に仕上げられるよ

うになる。 

 

第３０回 
ノーパートオールウェーブ 

(国家試験課題) 

シェープ、構成等に注意し、設定時間

内に仕上げられるようになる。 
 



第３１回 ワインディング(国家試験課題) 

ステムの角度、構成、シェープなどに

注意し、設定時間内に仕上げられるよ

うになる。 

 

第３２回 
ノーパートオールウェーブ 

(国家試験課題) 

シェープ、構成等に注意し、設定時間

内に仕上げられるようになる。 
 

第３３回 ワインディング(国家試験課題) 

ステムの角度、構成、シェープなどに

注意し、設定時間内に仕上げられるよ

うになる。 

 

第３４回 
ノーパートオールウェーブ 

(国家試験課題) 

シェープ、構成等に注意し、設定時間

内に仕上げられるようになる。 
 

第３５回 ワインディング(国家試験課題) 

ステムの角度、構成、シェープなどに

注意し、設定時間内に仕上げられるよ

うになる。 

 

第３６回 
ノーパートオールウェーブ 

(国家試験課題) 

シェープ、構成等に注意し、設定時間

内に仕上げられるようになる。 
 

第３７回 ワインディング(国家試験課題) 

ステムの角度、構成、シェープなどに

注意し、設定時間内に仕上げられるよ

うになる。 

 

第３８回 
ノーパートオールウェーブ 

(国家試験課題) 

シェープ、構成等に注意し、設定時間

内に仕上げられるようになる。 
 

第３９回 ワインディング(国家試験課題) 

ステムの角度、構成、シェープなどに

注意し、設定時間内に仕上げられるよ

うになる。 

 

第４０回 
ノーパートオールウェーブ 

(国家試験課題) 

シェープ、構成等に注意し、設定時間

内に仕上げられるようになる。 
 

第４１回 ワインディング(国家試験課題) 

ステムの角度、構成、シェープなどに

注意し、設定時間内に仕上げられるよ

うになる。 

 

第４２回 
ノーパートオールウェーブ 

(国家試験課題) 

シェープ、構成等に注意し、設定時間

内に仕上げられるようになる。 
 

第４３回 ワインディング(国家試験課題) 

ステムの角度、構成、シェープなどに

注意し、設定時間内に仕上げられるよ

うになる。 

 

第４４回 

まとめ 

ノーパートオールウェーブ 

(国家試験課題) 

シェープ、構成等に注意し、設定時間

内に仕上げられるようになる。 
 

第４５回 

まとめ 

ワインディング 

(国家試験課題) 

ステムの角度、構成、シェープなどに

注意し、設定時間内に仕上げられるよ

うになる。 

 

  



■デー38 カットカラーⅠ 

美容デザイン専攻 

科目名 

Subject 

カット＆カラーⅠ 

Haircutting & Hair ColoringⅠ 
教員名 平田 昌義 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 

美容技術プログラム・ピボットポイントシステムにおける、ヘアスカルプチャー・ヘアカラ

ーリングの基礎理論を理解し、テクニックを習得していく。また創造力を刺激し、洗練され

たデザインの基盤を作り上げる。 

授業の目標 

ピボットポイントの基礎となるベーシックフォームのヘアスタイル特徴を捉え、ヘアスカ

ルプチャーのプロセスを実践し、習得する。 

また、カラーデザインでは、基礎知識と化学作用を理解し、毛束（バージンヘア～白髪まで）

を使い塗布し、仕上がりを判断できるようになる。 

時間外学習 

（予習・復習） 
都度、課題の予習・復習を行うと理解度が効果的に高まる。 

教科書・教材 

教科書 『HAIR SCULPTURE』PIVOT POINT 

教材 カット・ブロー道具・カラー教材 

使用設備・備品 美容実習室使用 

参考文献 美容技術理論１・『COLOR DESIGN』PIVOT POINT 

評価方法 

期末試験、授業態度、作品評価、提出物 

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為、原則認めません。 

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、勝手な退

出等の不適切と思われる行為を行った場合は、欠席と同等の扱いとします。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名 美容師免許 

資格取得の流れ 
2年 2月上旬に実技試験。3月第一日曜日に筆記試験。 

3月 31 日に合格発表。合格者は各自申請手続きを行う。 

 

  



授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 

hair sculpture 理論 

シザーズの扱い方・開閉 

授業に関する諸注意及び hair 

sculpture 基礎理論、シザーズの

扱い方を知る。 

sculpture 理論（P2～17） 

第２回 

第３回 ワンレングス理論 

ブロー理論 

課題２－１（Ｐ２７～２９） 

実践 

スタイル評価（A～Zまで） 

ブロー、ワンレングスの基礎理

論、ワンレングススタイルを習得

する。 

ワンレングス理論 

（P20～26、44～52） 

第４回 

第５回 グラデーション理論 

課題２－２、３説明 

デモンストレーション 

実践 

スタイル評価（A～Zまで） 

グラデーション理論、スタイルを

習得する。 

グラデーション理論 

（P82～91） 

１－２（P30～32） 

１－３（P33～36） 第６回 

第７回 
レイヤー理論 

課題２－４説明 

デモンストレーション 

実践 

スタイル評価（A～Zまで） 

レイヤー理論、レイヤースタイル

を習得する。 

レイヤー理論（P110～117） 

１－４（P37～39） 

第８回 

第９回 セイムレイヤー理論 

課題２－５説明 

デモンストレーション 

実践 

スタイル評価（A～Zまで） 

セイムレイヤー理論、セイムレイ

ヤースタイルを習得する。 

セイムレイヤー理論 

（P110～117） 

１－５（P40～42） 
第１０回 

第１１回 
ワンレングス理論再確認 

課題２－Ｗ１説明 

デモンストレーション 

実践 

スタイル評価（A～Zまで） 

ワンレングススタイル（平行ライ

ン）を習得する。 
２－Ｗ１（P53～59） 

第１２回 

第１３回 課題２－Ｗ３説明 

デモンストレーション 

実践 

スタイル評価（A～Zまで） 

ワンレングススタイル（斜め前下

がりライン）を習得。 
２－Ｗ３（P71～77） 

第１４回 



第１５回 
グラデーション理論再確認 

課題２－Ｗ４説明 

デモンストレーション 

実践 

スタイル評価（A～Zまで） 

グラデーションスタイル（斜め前

下がりライン）を習得する。 
３－Ｗ４（P92～96） 

第１６回 

第１７回 課題２－Ｗ５説明 

デモンストレーション 

実践 

スタイル評価（A～Zまで） 

グラデーションスタイル（斜め後

ろ下がり・コンベックスライン）

を習得する。 

２－Ｗ５（P100～105） 

第１８回 

第１９回 
教材配布 

color design 理論 

デモンストレーション 

スウォッチ作成×２ 

１２色相環作成 

COLOR SWATCH SYSTEM を用いて 

酸性染毛料（ヘアマ二キュア）を

使用したスウォッチを作成。 

color design 基礎理論を理解し、

色味の仕上がりを確認する。 

【チャート宿題】 

WARM・COOL 

１２色 COLOR WHEEL 
第２０回 

第２１回 宿題チャート確認 

color design 理論 

デモンストレーション 

スウォッチ作成×５ 

COLOR SWATCH SYSTEM を用いて 

酸化染毛剤（アルカリカラー）を

使用したスウォッチを作成。 

color design 基礎理論を理解し、

色味の仕上がりを確認する。 

【チャート宿題】 

５シート 

第２２回 

第２３回 宿題チャート確認 

color design 理論 

デモンストレーション 

スウォッチ作成×２ 

ウイッグカラーリング実践 

COLOR SWATCH SYSTEM を用いて 

脱色剤（ブリーチ）を使用したス

ウォッチを作成。color design 基

礎理論の理解、脱色の仕上がり度

合いを確認。ダブルプロセステク

ニックを習得する。 

【チャート宿題】 

３シート 

第２４回 

第２５回 宿題チャート確認 

color design 理論 

デモンストレーション 

ウイッグカラーリング実践 

１タッチ塗布 

ウイービングテクニック（シング

ルフォルト）を習得する。 

 

第２６回 

第２７回 
color design 理論 

デモンストレーション 

ウイッグカラーリング実践 

２タッチ塗布を習得する。 

 

 

 
第２８回 

第２９回 刈り上げ理論 

デモンストレーション 

実践 

他者評価 

刈り上げ理論・テクニックを習得

する。 

 

 

第３０回 

 

  



■デー39 着装技術Ⅰ 

美容デザイン専攻 

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の基本知識を学び、“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、日本人としての文化教養を身につけます。 

また「自分で着る、人に着せる」実習を通して美齢学に通ずる子供から高齢者へ向けた着つ

けの基本技術を習得し、接客の心得を学びながら美容総合実践として着つけ技術基礎を固

めます。 

授業の目標 

本科目の履修を通して、 

① 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。 

② 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美齢学の基礎実践が出来

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） 

１． 学外の着つけのイベント、ボランティアの参加 

２． 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。 

履修上の注意 

① 個人持参品/ 半紙、 筆記用具のほか 

１，２回目のみ→白ソックス、タオル 5本、ハサミ、名前ペン 

② 服装/       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 授業マナー/  実習時は基本、髪を一つに束ねる事 

         たたみの教室に素足で入ることは不可 

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） 

 

  



 

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 

トータルビューティと美齢学 

浴衣の知識 

（着つけと帯結び） 

 

山野が目指すトータルビューティ及

び美齢学の概念を理解する着つけに

必要な小物と着物の名称を覚え、一

人で着物を着る事を理解する 

教材配布と名前書き 

 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 

縫い物の実習含む 

第３回 
外出着の装い 

小紋① 着物と名古屋帯 

着物の種類を学び、街着の着物につ

いて知る。 

一人で着物が着れるようになる 

 

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 

一定の時間内に綺麗に着つけと帯結

びが出来るようになる 

たたみ方試験 

（長襦袢・着物）含む 

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学び、留袖着

つけのイメージを理解する 

 

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 

袋帯の知識を学び、二重太鼓を結び

仕上がりの型が理解できる 
 

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、美し

く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、ヤングミセ

スから高齢者の装いまで品格のある

着つけが出来るようになる。 

評価シート 

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 
技術 

第１５回 知識確認 
着物に関する基礎知識を総合的かつ

理論的に理解できる 
 

  



■デー40 メイクアップⅠ 

美容デザイン専攻 

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、高齢者へのメイク、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 
メイクアップの基礎知識（道具名称、日常メイク、アンチエイジングメイク、フォーマルメ

イクの手順）を理解し、練習の繰り返しにより技術を身につけ実践できる。 

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（２５％）、筆記試験（２５％）、実技試験（２５％）、授業参加意欲（２５％）。 

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 

出席が満たない者は評価しません。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  

 

  



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 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１１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１２回 アンチエイジングメイクアップ 
美齢学に基づいた若々しく見え

るメイクアップができる。 
 

第１３回 コンセプトメイクアップ 
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。 
 

  



■デー41 基礎ネイル技術 

美容デザイン専攻 

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。 

ネイルに関する検定の取得も視野に入れる。 

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美学を研究し、老若男女問わず健康で美

しい爪を維持するための正しい知識と技術を身につける。 

 

JNEC3 級、I-NAIL-A・Aレベルを目指す。 

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 

・美容技術理論２  

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。 

なお、出席数が不足の場合は評価対象外となります。 

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 ① ＪＮＥＣ3級、②ＩＮＡ・Ａ級  

資格取得の流れ 

① 授業内で日程を告知します。各自申込み後、受験。  

② 学内で一斉申し込み、学内受験 

＊①、②共に受験料は自己負担 

 

  



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える

ようになる。 
 

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を習得

する。 

 

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 

爪の形状の種類を理解する。 
 

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 本揃えられるようになる。 
 

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

ムーズに行えるようになる。 
 

第８回 
ニッパーの使い方 

消毒法 

ニッパーの持ち方、 

動かし方を習得する。 
 

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

順に従って行えるようになる。 
 

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

るようになる。 
 

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ことがで

きるようになる。 
 

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ことがで

きるようになる。 
 

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、器具を正確に扱える 

時間内に作業を終えることがで

きるようになる。 

 

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

きるようになる。 
 

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。 
 

 

  



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 
 

 

  



■デー42 アート＆デザインⅠ 

美容デザイン専攻 

科目名 

Subject 

アート＆デザインⅠ 

Art & Design 
教員名 栗本 佳典 

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 

アートとデザインを通して、形をとらえ、考え、表現することを体験します。 

物の形や明暗を客観的にとらえる方法を学び、それを描くことにより、目と脳と手を総合的

に鍛えます。また、単純な線を使った構成や立体を想定したデザインの基本的なトレーニン

グを行います。 

授業の目標 

物体や人体の形を、先入観にとらわれることなく客観的にとらえ表現する力や、全体を意識

しながら顔やヘアスタイルを描写する力を身につける。 

また、自ら形を生み出す力やイメージを表現する力を養う。 

時間外学習 

（予習・復習） 
 

教科書・教材 

教科書  

教材 スケッチブック、鉛筆、ペン、色紙 

使用設備・備品  

参考文献  

評価方法 

提出作品の評価および作品に取り組む姿勢で評価します。 

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  

 

  



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 

アート、デザイン、表現について

理解を深める。 

また、ポートフォリオやスタイル

ブックについて知る。 

 

第２回 手のクロッキー 
形の中にある構造を捉えられる

ようになる。 
スケッチブック 

第３回 マンガの模写 
様々なヘアスタイルをシンプル

に表現できるようになる。 
スケッチブック 

第４回 雑誌の人物クロッキー 

人物の年齢やポーズの違いを描

くことで、人物描写の幅を広げ

る。 

スケッチブック 

第５回 石膏像クロッキー① 
人物の形やバランスを短時間で

とらえる力を養う。 
スケッチブック 

第６回 石膏像クロッキー② 
人物の形やバランスを短時間で

とらえる力を養う。 
スケッチブック 

第７回 ルネサンス美術と人体表現 

ルネサンス絵画の人物を模写す

ることで、人体表現の基礎を身に

つける。 

スケッチブック 

第８回 自然物の細密描写 

自然物の形態や色をじっくりと

観察し描くことで、表現力を高

める。 

スケッチブック 

第９回 三面図と立体図 
異なる方向から客観的に立体物

の形を捉える力を養う。 
 

第１０回 立体物の想定デッサン 
形をイメージし、それを正しく表

現できる力を身につける。 
スケッチブック 

第１１回 透視図法と回転図形 

立体物を視覚的にリアルに表現

する力を養うとともに、立体に対

する想像力を高める。 

 

第１２回 平面構成 

単純なものだけでイメージを作

り出すことにより、構成力や表現

力を身につける。 

ケント紙 

第１３回 

手作りリーフレット作成 

テーマを決め、リーフレットを作

成することで、構成力やデザイン

力、表現力を身につける。 

 第１４回 

第１５回 

  



■デー43 フォトテクニック 

美容デザイン専攻 

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 選択必修 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 

一眼レフカメラの操作、ライティング技術を身につける。 

ヘアメイクのスキルを生かし、チームでファッションや、ビューティ写真の 

作品撮りをし、ポートフォリオ制作で就職活動に役立てる。 

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＋グループ作品＋授業参加意欲の各100 点満点の合計点 300 点 

を 3で割った点数で評価します。 

 

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 SD カードを各自持参してください。（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  

 

  



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。 
 

  



■デー44 栄養と健康 

美容デザイン専攻 

科目名 

Subject 

栄養と健康 

Nutrition and health 
教員名 木村 康一 

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 

美容の基本は心身の健康にある。その健康の維持・増進はもとより、疾病の予防や治療にお

いても栄養の果たす役割はきわめて大きい。本科目では、健康の概念、各栄養素の食品中の

分布・構造やその働きを学ぶほか、各栄養素の消化、吸収、代謝等を理解することで、美容

における栄養の重要性を教授する。 

授業の目標 

本科目で習得した栄養に関する知識をもって、自分自身の食生活を見直す材料とすること

ができるようになるとともに、今後の社会生活の中で、他者に対しても活用し応用できるよ

うになることを目標とする。 

時間外学習 

（予習・復習） 
 

教科書・教材 

教科書  

教材 適宜プリント 

使用設備・備品  

参考文献  

評価方法 

 

定期試験の結果、60点以上の者に単位を認定する。 

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 講義の妨げとなる行為をおこなった場合は、退出を命じる。 

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 オリエンテーション 講義の進め方、概要を知る。  

第２回 健康の捉え方 
健康の定義やヘルスプロモーシ

ョンについて理解する。 
 

第３回 生活習慣病 我が国における疾病構造を知る。  

第４回 栄養学の基礎知識 
食品成分の分類と5大栄養素を知

る。 
 

第５回 たんぱく質 たんぱく質の構造や役割を知る。  

第６回 脂質 脂質の構造や役割を知る。  

第７回 炭水化物 炭水化物の構造や役割を知る。  

第８回 無機質 
無機質の種類とそれぞれの役割

を知る。 
 

第９回 ビタミン 
ビタミンの種類とそれぞれの役

割を知る。 
 

第１０回 水 水の体内で果たす役割を知る。  

第１１回 栄養価、栄養所要量 日本人の食事摂取基準を知る。  

第１２回 食物摂取とその消化吸収 
それぞれの栄養素の消化吸収の

され方を知る。 
 

第１３回 栄養学からみた食品 
食品 6群分類、各食品の栄養学的

特徴を知る。 
 

第１４回 美齢と栄養 栄養面からの美齢を知る。  

第１５回 肥満 肥満の分類や判定方法を知る。  

 

  



■デー45 ジェロントロジー 

美容デザイン専攻 

科目名 

Subject 

ジェロントロジー（ＵＳＣ） 

Gerontology(USC) 
教員名 五十嵐 靖博 

開講年次 １年 開講時期 通年 単位 ４単位 

必修／選択 必修 授業形態 講義   

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。ジェ

ロントロジーは美齢学の主要な基礎学問のひとつである。 

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発展と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。美齢学の基礎を理解する。 

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。 

なお、全てのレッスンを修了しない場合は評価対象とはしません。 

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「ジェロントロジー講座」修了証 

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る。 

 

  



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 口腔衛生 
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 

 

  



 

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

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 

 

  



■デー46 インターンシップ 

美容デザイン専攻 

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 前期・後期 単位 １単位 

必修／選択 選択 授業形態 演習   

科目の概要 

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 

一定期間、企業等で就業体験を行う。 

就業体験を通して、業種・職種・企業を理解する。また、自分の適性や将来について考える。

そして、社会人として必要な知識・能力・コミュニケーション力を知り、養う。 

インターンシップ先の幅広い年代層の顧客に対応する力を養う。 

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。 

 

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  

 

  



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 

  



■デー47 特別活動 

美容デザイン専攻 

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。 

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。

ほか、美容師国家資格取得のための実力を向上させる。 

授業の目標 

平常の授業とは異なる講座等によって、見識を広める。 

教育目標でもある、自ら考え、行動できるようになる。振り返る力を養う。 

学力および技術力が、美容師国家試験合格圏まで到達する。 

時間外学習 

（予習・復習） 
 

教科書・教材 

教科書  

教材  

使用設備・備品  

参考文献  

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  

 

  



 

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すべて出席をもって評価対象

とする。 

②課題・レポート等課された場合 

提出物も評価対象とする。 

 

※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卒業年次までに必ず２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。 

 

※美容師国家試験対策について 

2 年次後期から毎週筆記対策を実

施する。同年 1 月から、3 月の試

験終了まで、毎日実技および筆記

の対策授業を行う。実技・筆記共

に、合格圏に達すること。 

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。 

 

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 

  



■デー48 美容衛生管理論 

美容デザイン専攻 

科目名 

Subject 

美容衛生管理論 

Sanitation Administration Theory 
教員名 菅野 康則 

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 講義   

科目の概要 

美容衛生管理論は、これまで学習してきた「人々を疾患から守り、健康の保持・増進をはか

る知識と技術」を確実なものにするため、公衆衛生・環境衛生・感染症・衛生管理技術に関

する過去の国家試験問題を参考にした問題に取り組み覚えるべき要点を整理し、学生が学

問体系を楽に消化できるよう展開していきます。 

この科目は、４分野から構成されているが、これを（公衆衛生・環境衛生）、（感染症）、（衛

生管理技術）の３分野に整理し、分野ごとにまとめた小堤要を参考に学生自ら問題に取り組

み、質疑応答を通して学ぶ。 

授業の目標 
美容師国家試験（筆記）の該当科目について合格できる 

問題解答の為の深い洞察力、新しい知識を身につける。 

時間外学習 

（予習・学習） 
小提要（ポイントをまとめた資料集）を活用すること。 

教科書・教材 

教科書 小提要（配布します） 

教材 分野ごとの学習問題集及び総まとめのプリントを配布いたします。 

使用設備・備品  

参考文献  

評価方法 

試験（８０％）、授業への積極的取組（２０％） 

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 授業中の居眠り、おしゃべり、内職等の行為者には退室を命ずることがある。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名 美容師国家資格 

資格取得の流れ 
２年次２月上旬に実技試験。３月第一日曜日に筆記試験。 

３月３１日合格発表。合格者は各自申請手続きを行う。 

 

  



授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 

[公衆衛生・環境衛生分野] 

学習問題（１問１答）２０問によ

る解説 

美容衛生管理論の範囲は多岐に

渡るうえ、法律や統計数値などの

変更が激しく、それだけに労力を

使う科目であります。 

ここに掲げた１問１答及び４択

形式の問題を一定期間集中して

勉強することで、各分野ごとに受

験に必要な十分な知識の蓄積が

出来ます。 

また、反復学習すれば、知識はよ

り正確なものになり、美容師国家

試験の傾向を自ら予測すること

が出来ようになります。 

 

よって、毎回のテーマごとに美容

衛生管理について知識を蓄え、反

復学習することにより知識を確

かなものとし、国家試験問題に対

し、柔軟な対応が出来るようにな

る。 

 

第２回 
学習問題（４択）２０問による解

説 
 

第３回 
学習問題（４択）２０問による解

説 
 

第４回 
学習問題（４択）２０問による解

説 
 

第５回 
学習問題（４択）２０問による解

説 
 

第６回 
公衆衛生・環境衛生分野の総まと

め 
 

第７回 

[感染症分野] 

学習問題（１問１答）５０問によ

る解説 

 

第８回 
学習問題（４択）２０問による解

説 
 

第９回 
学習問題（４択）２０問による解

説 
 

第１０回 
学習問題（４択）２０問による解

説 
 

第１１回 感染症分野の総まとめ  

第１２回 

[衛生管理技術分野] 

学習問題（１問１答）２０問によ

る解説 

 

第１３回 
学習問題（４択）２０問による解

説 
 

第１４回 
学習問題（４択）２０問による解

説 
 

第１５回 衛生管理技術分野の総まとめ  

  



■デー49 美容保健Ⅱ 

美容デザイン専攻 

科目名 

Subject 

美容保健Ⅱ 

Beauty hygieneⅡ 
教員名 柏戸 奈苗 

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 

美容師として必要な基礎的な体の構造（仕組み）と機能（働き）について学習する。 

頭や顔を中心とする人間の美と健康にたずさわる保健衛生分野の職業である美容師に必要

な解剖学・生理学に関する基礎知識や、現場で役立つ知識を知ることを目標とする。 

授業の目標 
美容のスペシャリストとして求められる人体の構造と機能についての理解を深め、 

美容保健Ⅲに応用できる。 

時間外学習 

（予習・復習） 
保健Ⅲで使用するまとめﾉｰﾄを作ります。復習を兼ねﾉｰﾄの見直しをしてください。 

教科書・教材 

教科書 『理容美容保健』 日本理容美容教育センター編 

教材 授業用ﾌﾟﾘﾝﾄ 

使用設備・備品 プロジェクター/スクリーン、マイク、テレビ 

参考文献 講義の時に必要であれば指示する 

評価方法 

1.小テスト  2.課題ﾌﾟﾘﾝﾄ 

 以上を総合的に考慮して評価する。 

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 
授業の出席状況と受講の態度に注意すること。原則として４／５以上の出席を評価の対象

とする。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名  

資格取得の流れ  

 

  



お授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ＆人体の外観 
人体の構造と機能を学ぶ意義

を理解する。 

授業の流れを理解する。 

顔面部の人種差 

世代別ﾌﾟﾛﾎﾟｰｼｮﾝ 

 

第２回 細胞と体液 
体の大まかな造りと働きを理

解する。 

細胞～系統 

体の水分、血液の成分と役割 

第３回 環境と生体 
体を外界の刺激から守る仕組

みを理解する。 

ﾎﾒｵｽﾀｼｽの役割（自律神経、内分

泌、免疫） 

第４回 骨格器系 骨と構造と役割を理解する 骨格の名称、関節の役割 

第５回 筋系 
筋の種類とその特徴、主な骨格

筋の名称と役割を理解する 

人体の構造の基礎を理解し、実際

の現場で活かせるようにする 

第６回 
中枢神経、末梢神経の違いと、

自律神経の仕組みを知る 

神経系のなりたち、中枢神経末

梢神経、自律神経の仕組みにつ

いて理解する。 

人体の構造の基礎を理解し、実際

の現場で活かせるようにする 

第７回 
感覚の種類とその受容器の働

きを知る 

視覚、聴覚、平衡感覚、味覚、

臭覚、皮膚感覚、深部及び内臓

感覚について理解する。 

人体の構造の基礎を理解し、実際

の現場で活かせるようにする 

第８回 
血液循環の種類と意味、リン

パ管系について知る 

血液循環の仕組み、血液の循環

経路、リンパ管系について理解

する。 

人体の構造の基礎を理解し、実際

の現場で活かせるようにする 

第９回 
呼吸の仕組みとガス交換の意

味を知る 

呼吸器系のあらまし、気道、肺

の仕組みとガス交換、呼吸運動

について理解する。 

人体の構造の基礎を理解し、実際

の現場で活かせるようにする 

第１０回 消化器系の構造と機能を知る 

消化管と消化腺 

消化のしくみについて理解す

る。 

人体の構造の基礎を理解し、実際

の現場で活かせるようにする 

第１１回 消化器系の構造と機能を知る 

消化腺の役割 

消化液・ホルモンについて理解

する。 

人体の構造の基礎を理解し、実際

の現場で活かせるようにする 

第１２回 
外分泌系と内分泌系の違い

と、その種類と働きを知る 

消化腺とその働き（外分泌系）、

人体とホルモン、下垂体（内分

泌系）について理解する。 

人体の構造の基礎を理解し、実際

の現場で活かせるようにする 

第１３回 
泌尿器系の構造と仕組みを知

る 

泌尿器系の仕組みを理解する。

全体のまとめ 

人体の構造の基礎を理解し、実際

の現場で活かせるようにする 

第１４回 
自身で調べながら問題をと

き、理解を深める 

全体のまとめと練習問題をす

ることで、全体を理解する。 

学んだことをアウトプットでき

るようにする 

第１５回 まとめ 理解の確認  

  



■デー50 美容保健Ⅲ 

美容デザイン専攻 

科目名 

Subject 

美容保健Ⅲ 

Beauty hygieneⅢ 
教員名 柏戸 奈苗 

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 講義   

科目の概要 人体構造学・人体機能学・皮膚科学Ⅰ・Ⅱの国家試験対策講座 

授業の目標 美容師国家試験（筆記）美容保健分野に合格できるようになる。 

時間外学習 

（予習・復習） 
不正解問題の復習を行ってください。 

教科書・教材 

教科書 1･2 年で使用した理容・美容『保健』のﾃｷｽﾄ 

教材 対策ﾉｰﾄ作成ﾌﾟﾘﾝﾄ、過去問題ﾌﾟﾘﾝﾄを毎回、授業時に配布します。 

使用設備・備品  

参考文献 美容師国家試験筆記試験用 まとめ 

評価方法 
課題提出点・授業態度・定期試験結果で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 授業態度が不適切な場合は退出をしていただくことがあります。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名  

資格取得の流れ  

 

  



授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 顔面の名称・骨・筋 体表の構造について理解する。 人体の構造と機能 

第２回 生殖細胞～系統まで 体の成り立ちについて理解する。 人体の構造と機能 

第３回 外部の刺激を伝える仕組み 感覚器系について理解する。 人体の構造と機能 

第４回 刺激に対応する体のしくみ 神経系について理解する。 人体の構造と機能 

第５回 内部環境と血液の成分と役割 
体成分と血液成分について理解

する。 
人体の構造と機能 

第６回 物質・ｶﾞｽの体内循環のしくみ 
循環器系と呼吸器系について理

解する。 
人体の構造と機能 

第７回 栄養摂取の意義と症化のしくみ 消化器系について理解する。 人体の構造と機能 

第８回 
内分泌の特徴と主なﾎﾙﾓﾝと調節

のしくみ 
内分泌について理解する。 人体の構造と機能 

第９回 
血液から尿ができるしくみと排

泄 
泌尿器系について理解する。 人体の構造と機能 

第１０回 生体における皮膚の役割 
皮膚と付属器官の機能について

理解する。 
皮膚科学 

第１１回 
表皮・真皮・皮下組織の構造と役

割 

構造・神経・循環について理解す

る。 
皮膚科学 

第１２回 毛・脂腺・汗腺・爪の構造と働き 
付属器官の構造について理解す

る。 
皮膚科学 

第１３回 皮膚の病理‐総論 
皮膚と付属器官の保健について

理解する。 
皮膚科学 

第１４回 皮膚の病気‐各論 
皮膚と付属器官の疾患について

理解する。 
皮膚科学 

第１５回 正解率の低い問題の徹底解説 
これまでの内容について理解を

深める。 
正解率ｱｯﾌﾟ対策 

  



■デー51 香粧品研究Ⅰ 

美容デザイン専攻 

科目名 

Subject 

香粧品研究Ⅰ 

Study of CosmeticsⅠ 
教員名 磯部 次男 

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 

 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。そのため教科書等に記載されている内容だけでは、

香粧品の最新の効能･効果を知ることは難しい。 

 本講義では、教科書を基本に据え、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。 

時間外学習 

（予習・復習） 

 教科書等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 物理・化学[化学・香粧品化学]（日本理容美容教育センター） 

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 必要により提示 

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ません。 

履修上の注意 
印刷教材及び返却された試験問題は整理して保管すること。 

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 美容師免許 

資格取得の流れ 
２年次２月上旬に実技試験。３月第一日曜日に筆記試験。 

３月３１日合格発表。合格者は各自申請手続きを行う。 

 

  



授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 香粧品概論 
・香粧品の社会的意義と品質特性 

・香粧品の規制 
 

第２回 香粧品原料 

・皮膚各部の水分保持成分 

・水性原料・保湿剤 

・油性原料 

 

第３回 香粧品原料（２） 
・界面活性剤の基本的性質 

・界面活性剤の種類 
 

第４回 香粧品原料（３） 
・高分子化合物 

・色材 
 

第５回 香粧品原料（４） 
・香料 

・その他の配合成分 
 

第６回 基礎香粧品 

・基礎香粧品とは 

・皮膚洗浄用香粧品 

・化粧水 

 

第７回 基礎香粧品（２） ・クリーム・乳液  

第８回 
基礎香粧品（３） 

メイクアップ香粧品 

・その他の基礎香粧品 

・メイクアップ香粧品の役割と構成 

・ベースメイクアップ香粧品 

 

第９回 
メイクアップ香粧品（２） 

 ポイントメイクアップ香粧品 

・紅類 

・アイメイクアップ香粧品 

・美爪用香粧品 

 

第１０回 頭皮・毛髪用香粧品 

・頭皮や毛髪の特徴 

・頭皮・頭髪を清浄にする香粧品 

・スタイリング剤 

 

第１１回 
頭皮・毛髪用香粧品（２） 

 パーマ用剤 

・パーマの原理 

・パーマ用剤第 1剤 

・パーマ用剤第２剤 

 

第１２回 頭皮・毛髪用香粧品（３） 
・染毛剤 

・育毛剤 
 

第１３回 その他の香粧品 
・芳香製品 

・特殊香粧品 
 

第１４回 香粧品の取り扱い 
・香粧品の安全性と取扱い上の注意 

・香粧品の安全性と取扱い 
 

第１５回 まとめ ・まとめ  

  



■デー52 香粧品研究Ⅱ 

美容デザイン専攻 

科目名 

Subject 

香粧品研究Ⅱ 

Study of CosmeticsⅡ 
教員名 内堀 毅 

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 

 香粧品は一般的に様々な物質を混合することで構成される。しかしながら、美容師や消費

者は、個々の物質に直接接することはなく、包装容器に表示された文字からのみ、その情報

を得ることができる。本授業では、化粧品の基本事項を講義するとともに、自ら化粧品パッ

ケージを制作する作業を通じて、包装容器に表示されている文字を正確に理解し、化粧品の

機能を理解することを目的とする。 

授業の目標 

① 香粧品の包装容器に表示されている文字から、香粧品に関する多くの情報を理解し、適

切な化粧品を選択することができる。 

② 自らの制作物について、その内容を詳細に伝えることができる。 

時間外学習 

（予習・復習） 

講義内容は、後日行われる演習に活かすことができるように復習しておく。 

演習においては、授業時間内に作業が終了しないこともあり、自宅等における作業等が必要

になることがある。 

教科書・教材 

教科書 特になし 

教材 プリントや資料を配布 

使用設備・備品 
包装容器の制作においては、必要に応じて、色鉛筆やマジック等を準備

すること。 

参考文献 必要により提示 

評価方法 

プレゼンテーション、レポート等、定期試験 

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 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 美容師免許 

資格取得の流れ 
２年次２月上旬に実技試験。３月第一日曜日に筆記試験。 

３月３１日合格発表。合格者は各自申請手続きを行う。 

 

  



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 薬事法と香粧品  

第２回 香粧品の構成１ 
香粧品の水性原料について理解

する 
講義１ 

第３回 香粧品の構成２ 
香粧品の油性原料について理解

する 
講義２ 

第４回 香粧品の構成３ 
主要な配合成分の名称と機能を

理解する 
講義３ 

第５回 香粧品の構成４ 
微量配合成分の名称と機能を理

解する 
講義４ 

第６回 香粧品の構成５ 
基礎香粧品の基本構成を理解す

る 
講義５ 

第７回 香粧品の構成６ 
メイクアップ香粧品の基本構成

を理解する 
講義６ 

第８回 香粧品の構成７ 
その他の香粧品について理解す

る 
講義７ 

第９回 配合成分の分類 
配合成分表に記載された成分を

種類別に分類できる 
演習１ 

第１０回 配合成分の機能 
配合成分の機能から化粧品の機

能や役割を推定できる 
演習２ 

第１１回 宣伝文句の決定 
薬事法に基づいた魅力的な宣伝

文句をつくる 
演習３ 

第１２回 包装容器の制作１ 
包装容器に必要な表示の理解を

深める 
作業１ 

第１３回 プレゼンテーション１ 
自ら制作したパッケージの説明

を行うことができる 
発表１ 

第１４回 プレゼンテーション２ 
自ら制作したパッケージの説明

を行うことができる 
発表２ 

第１５回 まとめ 自らの香粧品の選び方を決める レポート提出 

  



■デー53 経営Ⅱ 

美容デザイン専攻 

科目名 

Subject 

経営Ⅱ 

Business ManagementⅡ 
教員名 山口 信和 

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 

1年後期に履修した「経営Ⅰ」の続きとして、マーケティング論を中心に具体的事例などを

加味しながら実務に役立つ内容です。 

ケーススタディとして、美容院、化粧品、カーディーラー、旅館などを取り上げていますが、

いかなるビジネスでも成功するには、「相手の立場」に立つことが大切で、あらゆる面で応

用できると思います。 

授業の目標 

前期の「まとめ」でのべた「相手の立場に立って考え、そして行動する」ことがマーケティ

ング論の根本概念であり、この概念を習得し、実践できることが最終目標です。そのために

は、「自分のマーケティング論」が作成し実践できれば、会社組織でも、または一個人とし

ても、まわりから愛され、尊敬される人間に成長できるはずです。 

経営論はビジネスに携わる人にとって必須学問で、これを習得することにより、高所から貴

方自身の存在を評価することができるでしょう。 

時間外学習 

（予習・復習） 
積極的にビジネス書・ファッション誌に目を通しておくこと。 

教科書・教材 

教科書 「相手の立場に立って考え、そして行動する」経営総論、配信予定 

教材 「私のメモ帳から」配信予定、適宜ケーススタディ教材を提供予定 

使用設備・備品  

参考文献 ケーススタディはダイヤモンドオンラインより転載 

評価方法 

授業態度、レポートなどを総合的に考慮して評価します。 

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 
受講態度を重視しますので、理由のない欠席は認めません。また、授業中のおしゃべり、居

眠り、内職、携帯電話の操作等の行為は、評価減点の対象とします。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名 美容師免許 

資格取得の流れ 
２年次 ２月上旬に実技試験。３月第１日曜日に筆記試験。 

3月 31 日合格発表。合格者は各自申請手続きを行う。 

 

  



 

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 

経営 Iのまとめ 

経営学とはなにか、その根本に横たわる基本

概念を知る。 
 

第２回 流通戦略 

流通機能は何か、小売市場の現状はどうなっ

ているか、特にコンビニの現状の問題点とこ

れからの戦略はなにかを知る。 

 

第３回 プロモーション戦略 

プロモーションとは何か、その目的は何か、

パブリシティの役割として何が求められて

いるかを知る。 

 

第４回 広告とイベント 
ビジュアルマーチャンダイジングに問われ

る重要性はなにかを知る。 
 

第５回 販売員戦略 

ビジネスの成否は販売員の質的評価によっ

て決まる。販売員の質を高めるにはどうすれ

ばよいかを知る。 

 

第６回 求められる営業 
これから求められる営業マンの人物像はな

にか、また販売予算を立案する方法を知る。 
 

第７回 販売者の心構え 
販売は芸術です。販売者が絶対に身に着けて

おく知識はなにかを知る。 
 

第８回 接客について 
販売員にとって必須課題は接客で、化粧品販

売を事例にあげて接客の有り方を知る。 
 

第９回 交渉力 

公私ともに、交渉力は大切です。交渉の目的

と方法はなにか、また注意しなければならな

いことを知る。 

 

第１０回 ケーススタディ 美容院 
美容院の現状を把握し、美容院のマーケティ

ングができるようになる。 
 

第１１回 ケーススタディ 化粧品 
高級化粧品市場の現状を把握し、化粧品のマ

ーケティングができるようになる。 
 

第１２回 ケーススタディ 旅館 
高級旅館の現状を把握し、旅館のマーケティ

ングができるようになる。 
 

第１３回 企業会計論 
企業会計論の概要、特に損益計算書と貸借対

照表について理解する。 
 

第１４回 自分のマーケティング計画書 

２期にわたり経営学を一通り勉強したので、

次に自分のマーケティング計画を作成する

ことできるようになる。 

 

第１５回 まとめ 
経営学を実学として生かすことができるよ

うになる。 
 

  



■デー54 美容技術Ⅳ 

美容デザイン専攻 

科目名 

Subject 

美容技術Ⅳ 

HairstylingⅣ 
教員名 秋田 留美 他 

開講年次 ２年 開講時期 後期 単位 ３単位  

必修／選択 必修 授業形態 実習   

科目の概要 

美容師国家試験実技課題の受験直前対策として、美容技術Ⅲで学んだ国家試験第二課題で

あるノーパートオールウェーブセッティングおよびワインディングのスキルアップを目指

す。さらに国家試験第一課題であるレイヤーカット技術を習得する。また美容師として必要

な美容用具などの衛生上の正しい取り扱いについても、徹底して実施していく。 

授業の目標 
国家試験合格を主眼に置き、３種類の実技課題の技術が合格レベルまで達することが出来

る。また、美容用具などの衛生上の取り扱い方法も理解できる。 

時間外学習 

（予習・復習） 
学んだ技術を復習し練習する。また学習内容をノートに記録する。 

教科書・教材 

教科書 『美容技術理論 1.2』日本理容美容教育センター編  

教材 美容用具一式、ほか適宜プリント配布 

使用設備・備品 美容実習室、プロジェクター 

参考文献  

評価方法 
授業態度、提出物、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 

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為、原則認めません。ま

た、そのため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、勝手な退

室等の不適切と思われる行為があった場合は、欠席と同等の扱いとします。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名 美容師免許 

資格取得の流れ 
２年次２月上旬に実技試験。３月第一日曜日に筆記試験。 

３月３１日合格発表。合格者は各自申請手続きを行う。 

 

  



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 

レイヤーカット及び衛生に関する

説明 

 

第一課題の内容を把握し、カットのブロッキン

グまでを習得する。 
 

第２回 ワインディング 
ステムの角度、シェープ、構成に注意し、設定

時間内に仕上げられるようになる。 
 

第３回 
レイヤーカット･評価ポイントの説

明  ネープのカット 

規定の長さで、ネープまで切り終えられるよう

になる。 
 

第４回 ノーパートオールウェーブ 
シェープ、構成に注意し、設定時間内に仕上げ

られるようになる。 
 

第５回 
レイヤーカット・評価ポイントの説

明  クラウンのカット 

規定の長さで、クラウンまで切り終えられるよ

うになる。 
 

第６回 ワインディング 
ステムの角度、シェープ、構成に注意し、設定

時間内に仕上げられるようになる。 
 

第７回 
第一課題・評価ポイントの説明 

フロント・サイドのカット 

規定の長さでフロント・サイドまで切り終え、

チェックカットまでできるようになる。 
 

第８回 ノーパートオールウェーブ 
タイムアップを図り、シェープ・構成に注意し、

設定時間内に仕上げられるようになる。 
 

第９回 
ヘアカッティング 

全工程のおさらい 
カット手順を復習し、把握する。  

第１０回 ワインディング 
ステムの角度、シェープ、構成に注意し、設定

時間内に仕上げられるようになる。 
 

第１１回 ヘアカッティング 
設定タイムで正確にカットができるようにな

る。 
 

第１２回 ノーパートオールウェーブ 
シェープ、構成に注意し、設定時間内に仕上げ

られるようになる。 
 

第１３回 ヘアカッティング 
設定時間内で正確にカットができるようにな

る。 
 

第１４回 ワインディング 
ステムの角度、シェープ、構成に注意し、設定

時間内に仕上げられるようになる。 
 

第１５回 ヘアカッティング 設定時間内で正確にカットできるようになる。  

第１６回 ノーパートオールウェーブ 
タイムアップを図り、シェープ、構成に注意し、

設定時間内に仕上げられるようになる。 
 

第１７回 

ヘアカッティング 

レベルチェック 

(規定の長さにカットする) 

設定時間内で正確にカットできるようになる。  



第１８回 
ワインディング 

レベルチェック 

ステムの角度、シェープ、構成に注意し、設定

時間内に仕上げられるようになる。 
 

第１９回 

ヘアカッティング 

(前回レベルチェックの結果をもと

に注意点を指摘) 

レベルチェックの結果における不足部分に注

意を払いながら、設定時間内でカットできるよ

うになる。 

 

第２０回 ノーパートオールウェーブ 
シェープ、構成に注意し、設定時間内に仕上げ

られるようになる。 
 

第２１回 ヘアカッティング 
前回までよりタイムを短縮し、正確にカットで

きるようになる。 
 

第２２回 判定試験(決定した第二課題) 
規定時間内でより正確に仕上げられるように

なる。 
 

第２３回 
ヘアカッティング 

美容用具・衛生上の取り扱い 

設定時間内で正確にカットできるようになる。

規定の長さにカットをし、評価ポイントに従っ

てチェックしてもらうことで、不足点を把握す

る。 

 

第２４回 
国家試験第二課題 

美容用具・衛生上の取り扱い 
規定時間内で正確に仕上げられるようになる。  

第２５回 
ヘアカッティング 

美容用具・衛生上の取り扱い 
設定時間内で正確にカットできるようになる。  

第２６回 
国家試験第二課題 

美容用具・衛生上の取り扱い 
規定時間内で正確に仕上げられるようになる。  

第２７回 
ヘアカッティング 

美容用具・衛生上の取り扱い 
設定時間内で正確にカットできるようになる。  

第２８回 
国家試験第二課題 

美容用具・衛生上の取り扱い 
規定時間内で正確に仕上げられるようになる。  

第２９回 

レベルチェック 

ヘアカッティング 

美容用具・衛生上の取り扱い 

設定時間内で規定の長さに、正確にカットでき

るようになる。 
 

第３０回 
国家試験第二課題 

美容用具・衛生上の取り扱い 
規定時間内で正確に仕上げられるようになる。  

第３１回 
ヘアカッティング 

美容用具・衛生上の取り扱い 
設定時間内で正確に仕上げられるようになる。  

第３２回 
国家試験第二課題 

美容用具・衛生上の取り扱い 
規定時間内で正確に仕上げられるようになる。  

第３３回 
ヘアカッティング 

美容用具・衛生上の取り扱い 

前回より短いタイムで正確にカットできるよ

うになる。 
 

第３４回 
国家試験第二課題 

美容用具・衛生上の取り扱い 
規定時間内で正確に仕上げられるようになる。  



第３５回 

ヘアカッティング 

規定の長さにカットをし、評価ポイ

ントに従ってチェックをする 

設定時間内で正確にカットできるようになる。  

第３６回 
国家試験第二課題 

美容用具・衛生上の取り扱い 
規定時間内で正確に仕上げられるようになる。  

第３７回 
ヘアカッティング 

美容用具・衛生上の取り扱い 
規定時間内で正確にカットできるようになる。  

第３８回 
国家試験第二課題 

美容用具・衛生上の取り扱い 
規定時間内で正確に仕上げられるようになる。  

第３９回 
ヘアカッティング 

美容用具・衛生上の取り扱い 
規定時間内で正確にカットをする  

第４０回 
国家試験第二課題 

美容用具・衛生上の取り扱い 
規定時間内で正確に仕上げられるようになる。  

第４１回 
ヘアカッティング 

美容用具・衛生上の取り扱い 
規定時間内で正確に仕上げられるようになる。  

第４２回 
国家試験第二課題 

美容用具・衛生上の取り扱い 
規定時間内で正確に仕上げられるようになる。  

第４３回 
ヘアカッティング 

美容用具・衛生上の取り扱い 
規定時間内で正確に仕上げられるようになる。  

第４４回 国家試験第二課題 規定時間内で正確に仕上げられるようになる。  

第４５回 ヘアカッティング 規定時間内で正確に仕上げられるようになる。  

 
  



■デー55 カット＆カラーⅡ 

美容デザイン専攻 

科目名 

Subject 

カット＆カラーⅡ 

Haircutting & Hair ColoringⅡ 
教員名 平田 昌義 他 

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 

美容技術プログラム・ピボットポイントシステムにおける、ヘアスカルプチャー・ヘアカラ

ーリングの基礎理論を理解し、テクニックを習得していく。また創造力を刺激し、洗練され

たデザインの基盤を作り上げる。 

授業の目標 

４つのベーシックフォームヘアスタイルを再確認し、2つ以上を組み合わせた応用ヘアスタ

イル・ヘアスカルプチャープロセスを実践し習得する。 

また、カラーデザインでは、基礎知識と化学作用の知識を再確認し、更に加齢などによって

起こる白髪（グレイヘア）の理論や高齢者がどのように美容を意識しているかなどの現状把

握を行い、より求められるカラーデザインを行うための塗布テクニックを習得する。その理

論と技術を駆使して、モデルまたはウイッグにカラーデザインを施すことができる。 

時間外学習 

（予習・復習） 
都度、課題の予習・復習を行うと理解度が効果的に高まる。 

教科書・教材 

教科書 『HAIR SCULPTURE』PIVOT POINT 

教材 カット・ブロー道具・カラー教材 

使用設備・備品 美容実習室使用 

参考文献 美容技術理論１・『COLOR DESIGN』PIVOT POINT 

評価方法 

期末試験、授業態度、作品評価、提出物 

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為、原則認めません。 

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、勝手な退

出等の不適切と思われる行為を行った場合は、欠席と同等の扱いとします。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名 美容師免許 

資格取得の流れ 
2年 2月上旬に実技試験。3月第一日曜日に筆記試験。 

3月末日に合格発表。合格者は各自申請手続きを行う。 

 

  



授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 レイヤー理論再確認 

課題４－Ｗ６説明 

デモンストレーション 

実践 

スタイル評価（A～Zまで） 

レイヤースタイル（縦ライン）を

習得する。 
４－Ｗ６（P115～122） 

第２回 

第３回 課題４－Ｗ７説明 

デモンストレーション 

実践 

スタイル評価（A～Zまで） 

レイヤースタイル（斜め前下が

り）を習得する。 
４－Ｗ７（P126～130） 

第４回 

第５回 課題４－Ｗ８説明 

デモンストレーション 

実践 

スタイル評価（A～Zまで） 

レイヤースタイル（水平ライン）

を習得する。 
４－Ｗ８（P134～139） 

第６回 

第７回 
color design 理論 

デモンストレーション 

ウイッグカラーリング実践 

ゾーンパターン、スライシングテ

クニックを習得する。 

酸化染毛剤（アルカリカラー）を

使用した全頭の仕上がりを理解

する。 

 

第８回 

第９回 セイムレイヤー理論再確認 

課題２－Ｗ９説明 

デモンストレーション 

実践 

スタイル評価（A～Zまで） 

セイムレイヤースタイル（横と縦

ライン）を習得する。 
２－Ｗ９（P115～122） 

第１０回 

第１１回 
ブロー理論再確認 

各ツールデモンストレーション 

実践 

デンマンブラシ・ロールブラシ・

スケルトンブラシを使用したブ

ローテクニックを習得する。 

 

第１２回 

第１３回 
アドバンス・スカルプティング理

論 

課題３－１，２，３説明 

デモンストレーション 

実践 

スタイル評価（A～Zまで） 

アドバンス理論を学び、スタイル

を習得する。 

アドバンス理論 

(P166～172) 

３－１（P173～175） 

３－２（P176～177） 

３－３（P178～179） 
第１４回 



第１５回 
メンズ・スカルプティング理論 

課題４－Ｗ３説明 

デモンストレーション 

実践 

スタイル評価（A～Zまで） 

メンズ・スカルプティングスタイ

ル（プラナー・オン・刈り上げ）

を習得する。 

４－Ｗ３（P258～265） 

第１６回 

第１７回 
color design 理論 

デモンストレーション 

ウイッグカラーリング実践 

グレイヘア用のヘアマニキュア

塗布テクニックを習得する。 
 

第１８回 

第１９回 課題３－Ａ１説明 

デモンストレーション 

実践 

スタイル評価（A～Zまで） 

アドバンス・スカルプティングス

タイル（ワンレングス・オン・レ

イヤー：スライドカット・ノッチ

ング）を習得する。 

３－Ａ１（P186～191） 

第２０回 

第２１回 
薬剤・フィニッシュワーク理論 

デモンストレーション 

実践 

薬剤の知識とフィニッシュワー

ク（ブロー・ヘアアイロン・セッ

ト剤のつけ方など）を習得する。 

 

第２２回 

第２３回 カウンセリング 

シャンプー 

ブロー 

プレゼンテーション 

人頭を使いサロン実践（カウンセ

リングによる毛髪判断・シャンプ

ー・ブローの経験）を習得する。 

 

第２４回 

第２５回 
カウンセリング 

シャンプー 

ヘアカラーリング 

ブロー 

プレゼンテーション 

人頭を使いサロン実践（毛髪ダメ

ージによるカラー剤選定経験・塗

布経験・コミニュケーション・ホ

スピタリティー）を習得する。 

 

第２６回 

第２７回 

hair sculpture 作品制作  

カット・ブロー技術を使用してス

タイリングまでを各々に行い、こ

れまでに習得したカット技術の

総仕上げを行う。 

【コンセプトシート記入】 

 

※スキンヘッド・刈り上げ

不可 第２８回 

第２９回 
 

color design 作品制作 

 

カラーリング技術を使用してカ

ラー剤塗布からスタイリングま

でを各々で行い、これまでに習得

したカラー技術の総仕上げを行

う。 

【コンセプトシート記入】 

第３０回 

 

  



■デー56 テクニカルヘアⅠ 

美容デザイン専攻 

科目名 

Subject 

テクニカルヘアⅠ 

Techniques of HairⅠ 
教員名 町田 喜代実 他 

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 アップスタイルの基礎理論及び、アップスタイリングで一番重要となる基礎技術を学ぶ。 

授業の目標 
アップヘアスタイルの基本技術ができる。 

オリジナルスタイルデザインを自由に作品化することができる。 

時間外学習 

（予習・復習） 
授業で学んだことを復習し、課題の作品を仕上げて授業時に持参する。 

教科書・教材 

教科書 美容技術理論１ 日本理容美容教育センター編 

教材 
ロングウィッグ・コーム・クッションブラシ・仕上げブラシ・ピン類・

黒ゴム・すき毛・整髪料 等 

使用設備・備品 美容実習室 

参考文献 なし 

評価方法 

 

授業態度・各課題の作品チェック 

なお、出席数が不足の場合は評価対象とはしません。 

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為、原則認めません。ま

た、そのため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、勝手な退

室等の不適切と思われる行為を行った場合は、欠席と同等の扱いとします。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名 美容師免許 

資格取得の流れ 
2年 2月に実技試験。3月に筆記試験。 

3月 31 日合格発表。合格者は各自申請手続きを行う。 

 

  



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 

アップ基礎理論 

ブラッシング・一束・逆毛 

ピニング(平行留め・千鳥留め) 

アップスタイリングの基礎知識

を理解する。 

ブラシの使い方・ゴムの結び方・

逆毛・ピニングを習得する。 

 

第２回 

第３回 
へアアイロン技術 

ホットカーラー 

ローラーの巻き方 

ヘアアイロンとホットカーラー

の技術を習得する。 

ローラーの巻き方を理解する。 

 

第４回 

第５回 

ブレイド技術 

・タイトロープ(片足し) 

・三つ編み(表・裏) 

・編み込み(片足し・両足し) 

・四つ編み(平編み・丸編み) 

・編みの崩し 

ブレイドの様々な種類を知り、技

術を習得する。 
 

第６回 

第７回 

ブレイドスタイル 

すき毛の使い方 

ブレイドを使ったスタイルを完

成させる。 

すき毛の使い方を習得する。 

 

第８回 

第９回 

ツイスト技術 

ツイストスタイル 

ツイスト技術を習得し、ツイスト

を使ったスタイルができるよう

になる。 

 

第１０回 

第１１回 

オリジナルスタイルの考察と制

作 

これまでに学んだ技術を活かし、

オリジナルのスタイルを完成さ

せることができるようになる。 

作品の完成度をあげる。 

 

第１２回 

第１３回 

オリジナルスタイル制作 

オリジナルスタイルを、時間内に

完成させることができるように

なる。 

 第１４回 

第１５回 

  



■デー57 クリエイティブヘア 

美容デザイン専攻 

科目名 

Subject 

クリエイティブヘア 

Creative Hairstyling 
教員名 小野田 光伸 

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 実習   

科目の概要 

ヘアスタイリストとしての応用サロンワーク（カッティング、特殊系ヘア、パーマ）の技術

を学ぶ。又、サロンワークの基礎（シャンプー）をより深く身に付ける。 

ヘアリセッターカットなどのカッティング技術により、毛量が気になる方やボリュームが

気になる方への対応技術とアプローチ力を身に付ける。授業を通じて美齢学の理解を深め

る。 

授業の目標 

流行に敏速に対応でき、流行を創作できる感性を習得し、リーダーとして美容界に貢献でき

る人材になる。 

応用サロンワークを学び、老若男女問わず対応できる応用力をつけ、美齢学に取り組む知識

も得る。 

時間外学習 美容の最新技術・知識を把握する。 

教科書・教材 

教科書 美容技術理論Ⅰ、『HAIR SCULPUTURE LADIES VOLUMEⅠ・Ⅱ』PIVOT POINT 

教材 カット・パーマ・ブロー・シャンプー道具 

使用設備・備品 美容実習室、シャンプー室使用 

参考文献  

評価方法 

授業態度・最終授業での授業確認テスト・授業ノート評価 

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 

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為原則認めません。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、勝手な退室

等の不適切と思われる行為を行った場合は、欠席と同等の扱いとします。オムニバス形式の

授業のため授業ノートを用意し、授業内容を記録しながら受講する。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名 美容師免許 

資格取得の流れ 
2 年次 2 月上旬に実技試験。3 月第一日曜日に筆記試験。3 月 31 日合格

発表。合格者は各自申請手続きを行う。 

 

  



授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 ◎ブロー 

髪の熱伝導理論、ブローの現状を

学びウィッグでの実習を行う。 

毛髪理論を取り入れ、毛髪に合わ

せたブロー技術の習得をする。 
 

第２回 

第３回 
◎ブラントカット・ストロークカ

ット・エフェクトカット 

図解でブロッキング、手順の説明

を行い、展示する。各自実習を行

い評価する。 

今までの授業では行っていない

カット技法や行ったカット技術

に対する髪の動き方の違いを習

得する。 

 

第４回 

第５回 
◎スライドカット 

ウィッグを使用し、補助的な役目

をする新聞紙を用いてカットテ

クニックを実践し、慣れればシザ

ーズのみで行う。 

パネルの考えを取り入れたスラ

イドカットを学ぶことにより、毛

量調節の技術を習得し、スライド

カットとブラントカットのシル

エットの違いを理解する。 

 

第６回 

第７回 
◎リセッター（毛髪交差） 

毛髪理論を写真、マイクロスコー

プを使い学ぶ。 

相モデルとなり、お互いの毛髪に

ついて研究する。 

人頭で毛髪交差を学ぶことによ

り、毛髪の悩みを理解し、アドバ

イスができるようになる。ボリュ

ームを出したりご年配の方への

アプローチ力をつける。 

 

第８回 

第９回 
◎ドレッド 

シングルピン、ネジピン、ロッド

の 3 種類を用いてパーマをかけ

る。その後ドレッドの仕上げをし

ていく。 

美容技術の引き出しを増やすた

め特殊技術であるドレッドの作

成方法と種類を学ぶ。 

 

第１０回 

第１１回 
◎コーンロー 

編み込みの理論を説明し、モデル

での展示を行う。 

各自ウィッグを用いて実習して

いく。 

特殊技術であるコーンローの方

法を学び、ﾃﾞｻﾞｲﾝ性のあるスタイ

ルをつくることができるように

なる。 

 

第１２回 

第１３回 
◎エクステンション① 

三つ編み、四つ編みの技法を展示

し、各自実習していく。 

需要が増えている付け毛の技術

を基礎だけでなく、実践的な技術

まで習得する。 

 

第１４回 

第１５回 
◎エクステンション② 

器具を用いたエクステンション

の付け方を展示する。 

エクステンションと地毛を馴染

ませるカットの方法を実習する。 

エクステンションの色々な付け

方を学び、幅広いヘアスタイルを

作る要素を身につける。 

 

第１６回 



第１７回 

◎縮毛矯正 

インストラクターを招き、縮毛矯

正の現状を把握し技術の流れを

学ぶ。 

モデルを使い仕上げまでの展示

を行う。 

アイロン操作を実習する。 

縮毛矯正理論を学び、施術の流れ

や施術する上での注意点を理解

する。また、ストレートアイロン

の使用方法を習得する。 

 

第１８回 

第１９回 
◎パーマベーシック 

コールド、ホット、クリープなど

のパーマ理論を学ぶ。 

班に分かれて実習を行い、結果を

共有する。 

基礎理論からサロンでの理論を

学び、それぞれのパーマの施術方

法や仕上がりの違いを理解する。 

 

 

第２０回 

第２１回 
◎シャンプー・マッサージ   

技術のコツ、練習方法を展示し、

相モデルで実習を行う。 

サロンで行うイメージをして速

さや力加減などを研究しながら

技術向上を図り、実践的なシャン

プー・マッサージ技術を習得す

る。 

 

第２２回 

第２３回 
◎シャンプー・マッサージ   

技術のコツ、練習方法を展示し、

相モデルで実習を行う。 

サロンで行うイメージをして速

さや力加減などを研究しながら

技術向上を図り、実践的なシャン

プー・マッサージ技術を習得す

る。 

 

第２４回 

第２５回 
◎シャンプー・マッサージ   

技術のコツ、練習方法を展示し、

相モデルで実習を行う。 

サロンで行うイメージをして速

さや力加減などを研究しながら

技術向上を図り、実践的なシャン

プー・マッサージ技術を習得す

る。 

 

第２６回 

第２７回 
◎シャンプー・マッサージ   

技術のコツ、練習方法を展示し、

相モデルで実習を行う。 

サロンで行うイメージをして速

さや力加減などを研究しながら

技術向上を図り、実践的なシャン

プー・マッサージ技術を習得す

る。 

 

第２８回 

第２９回 
◎シャンプー・マッサージ 

総仕上げ 

◎授業総まとめ 

今まで行った授業内容のポイン

トを確認する。 

各応用サロンワーク技術を理解

し、知識を広げる。 
 

第３０回 

 
  



■デー58 テクニカルヘアⅡ 

美容デザイン専攻 

科目名 

Subject 

テクニカルヘアⅡ 

Techniques of HairⅡ 
教員名 木村 準一 

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 実習   

科目の概要 

テクニカルヘアⅠ（1年前期）で学んだ基本理論・技術を活かし、アップスタイルパターン

を学ぶ。 

独自の感性を活かしデザインを考え、作品化していく。 

授業の目標 
アップスタイリングの応用技術ができる。 

独自の発想力を活かし、クォリティーの高い作品を作成することができる。 

時間外学習 

（予習・復習） 
授業で学んだことを復習し、下準備を整えて授業時に持参する。 

教科書・教材 

教科書 なし 

教材 
ロングウィッグ・コーム・クッションブラシ・仕上げブラシ・ピン類・

黒ゴム・すき毛・整髪料など。 

使用設備・備品 美容実習室 

参考文献 なし 

評価方法 

 

授業態度・課題ごとの作品チェック・オリジナル作品の仕上がり 

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 遅刻や欠席をせず、楽しく美容技術（アップスタイル）を学びましょう。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名 美容師免許 

資格取得の流れ 
2年 2月に実技試験。3月に筆記試験。 

3月 31 日合格発表。合格者は各自申請手続きを行う。 

 

  



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 

基本技術(ピニング・逆毛等)の復

習 

アップスタイリングの基礎理論・

基礎技術を復習し、基礎技術を完

璧に習得する。 

 

第２回 
夜会巻き 

・デモと実践 
夜会巻きの技術を習得する。  

第３回 
夜会巻き(スタイル) 

・デモと実践 

夜会巻きを使ったスタイルを完

成させる。 
 

第４回 
ポンパドール 

・デモと実践 
ポンパドールの技術を習得する。  

第５回 
ポンパドール(スタイル) 

・デモと実践 

ポンパドールを使ったスタイル

を完成させる。 
 

第６回 
ワンロール 

・デモと実践 
ワンロールの技術を習得する。  

第７回 
ワンロール(スタイル) 

・デモと実践 

ワンロールを使ったスタイルを

完成させる。 
 

第８回 
作品チェック 

・実践 

夜会巻き、ポンパドール、ワンロ

ール いずれかのスタイルを時

間内に完成させる。 

 

第９回 
ブライダルヘア 

・デモと実践 

ブライダルでのヘアスタイリン

グのポイントを理解し、スタイル

を完成させる。 

 

第１０回 
年代別アップスタイル 

・デモと実践 

年代別のアップスタイルの特徴

や注意点を理解し、スタイルを完

成させる。 

 

第１１回 
新日本髪 

・デモと実践 
新日本髪の基本構成を理解する。  

第１２回 
新日本髪 

・デモと実践 

面の艶、毛流れ、ボリューム感に

注意し、左右対称に仕上げること

ができるようになる。 

 

第１３回 
新日本髪 

・デモと実践 

髷の種類と鹿の子・かんざしの使

い方を習得する。 
 

第１４回 
オリジナルスタイル 

・考察と実践 

オリジナルの作品を考え、スタイ

ルを完成させる。 
 

第１５回 
オリジナルスタイル 

・実践 

これまでに習得した技術を活か

し、オリジナル作品を時間内に完

成させる。 

 

  



■デー59 シャンプーイング 

美容デザイン専攻 

科目名 

Subject 

シャンプーイング 

Shampooing 
教員名 八槇 達也 他 

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 

ヘアスタイリストとしてのサロンワークの基礎（シャンプー）をより深く身に付ける。 

様々な年齢の頭皮や毛髪の状態を知り、より深い技術を身に付けて一人一人に合わせたシ

ャンプーができるよう対応力をつける。授業を通じて美齢学の理解をも深める。 

授業の目標 

髪や頭皮の理論、シャンプー成分などのケミカルについて学び、サロンワークの基礎技術で

あるシャンプーができる。 

応用技術を学び、老若男女問わず対応できる応用力をつけ、美齢学に取り組む知識も得る。 

時間外学習 美容の最新技術・知識を把握する。 

教科書・教材 

教科書 美容技術理論Ⅰ、『HAIR SCULPUTURE LADIES VOLUMEⅠ・Ⅱ』 

教材 ブロー・シャンプー道具 

使用設備・備品 美容実習室、シャンプー室使用 

参考文献  

評価方法 

授業態度・最終授業での授業確認テスト・授業ノート評価 

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 

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為原則認めません。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、勝手な退室

等の不適切と思われる行為を行った場合は、欠席と同等の扱いとします。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名 美容師免許 

資格取得の流れ 
2 年次 2 月上旬に実技試験。3 月第一日曜日に筆記試験。3 月 31 日合格

発表。合格者は各自申請手続きを行う。 

 

  



授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 ◎毛髪理論、ケミカル理論 

髪や頭皮の理論、シャンプー成分

などのケミカルについて学ぶ。 

より深い毛髪や頭皮の理論や、シ

ャンプー成分などケミカルの知

識を習得する。 

 

第２回 

第３回 
◎シャンプー・マッサージ   

技術のコツ、練習方法を展示し、

相モデルで実習を行う。 

サロンで行うイメージをして速

さや力加減などを研究しながら

技術向上を図り、実践的なシャン

プー・マッサージ技術を習得す

る。 

 

第４回 

第５回 
◎シャンプー・マッサージ   

技術のコツ、練習方法を展示し、

相モデルで実習を行う。 

サロンで行うイメージをして速

さや力加減などを研究しながら

技術向上を図り、実践的なシャン

プー・マッサージ技術を習得す

る。 

 

第６回 

第７回 
◎シャンプー・マッサージ   

技術のコツ、練習方法を展示し、

相モデルで実習を行う。 

サロンで行うイメージをして速

さや力加減などを研究しながら

技術向上を図り、実践的なシャン

プー・マッサージ技術を習得す

る。 

 

第８回 

第９回 
◎シャンプー・マッサージ   

技術のコツ、練習方法を展示し、

相モデルで実習を行う。 

サロンで行うイメージをして速

さや力加減などを研究しながら

技術向上を図り、実践的なシャン

プー・マッサージ技術を習得す

る。 

 

第１０回 

第１１回 
◎シャンプー・マッサージ   

技術のコツ、練習方法を展示し、

相モデルで実習を行う。 

サロンで行うイメージをして速

さや力加減などを研究しながら

技術向上を図り、実践的なシャン

プー・マッサージ技術を習得す

る。 

 

第１２回 

第１３回 
◎シャンプー・マッサージ   

技術のコツ、練習方法を展示し、

相モデルで実習を行う。 

サロンで行うイメージをして速

さや力加減などを研究しながら

技術向上を図り、実践的なシャン

プー・マッサージ技術を習得す

る。 

 

第１４回 

第１５回 

◎シャンプー・マッサージ 

総仕上げ 

◎授業内容・技術の総まとめ 

各応用サロンワーク技術の理解

と知識の広がりを得る。 
 

  



■デー60 着装技術Ⅱ 

美容デザイン専攻 

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 必修 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・美容着付

師」の資格取得を目的とし、老若男女、健常者、障害者を問わない技術・技能を習得します。

実習では七五三、成人式振袖、婚礼列席者の装い等、美容サロンで需要の大きい実践技術を徹

底して学ぶほか、へアメイクを含むトータルビューティの表現力を磨くことで、“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ていきます。こ

の職業実践専門課程の実施を通じて、美齢学を踏まえ社会に役立つ技術者が育ちます。 

授業の目標 

① 「美容着付師」の資格を取得する。 

② 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てその実践が出来るよ

うになる。 

③ 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し社会に役立

つ技術者になる。 

④ 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 
① 授業は学内併設の美道会館を使用 

② 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  

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 

① 個人持参品/ タオル 3本、筆記用具 

② 服装/       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 授業マナー/  実習時は基本、髪を一つに束ねる事 

       たたみの教室に素足で入ることは不可 

       サロン実践の授業のため、言葉使いは常に敬語を心掛けること 

④ 美容着付師申請は別途 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名 美容着付師 資格(申請者)   

資格取得の流れ 
着装技術Ⅰ・着装技術Ⅱ単位認定 及び 別途、技能審査あり。 

 

 

  



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、子供

から高齢者全ての年代に対応す

る技術者としてのモチベーショ

ンがアップする。 

 

第２回 
・七五三の女児･男児色 

・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 

子供のきもの 

第３回 

･ 振袖① 

 帯結び：花の舞 

 サロン営業の主流 

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 

三重紐使用 

成人の装い 

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 

お客様の体型に合った帯

型を選択する 

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 
アイコー枕使用 

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 

女性 

成人～高齢者への着つけ 

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 

男性 

成人～高齢者への着つけ 

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 

帯型のバリエーション 

第１５回 

・知識確認 

･ 振袖 

･ 袴 

日本人として老若男女を問わず

美しい着つけと着物の知識を理

解し、伝達式での着つけ方法が

出来るようになる 

 



■デー61 総合ブライダル学 

美容デザイン専攻 

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 選択必修 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、健常者・高齢者を問わない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、適齢期から高齢化した婚礼においても美容の視点でお

客様のための建設的な企画提案ができるようになる。 

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。 

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 

 

  



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 レセプションのパフォーマンス 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 

2回の受講を通してパーソ

ナルカラー修了書を授与 

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 

(二十代から高齢者・障害者含む) 
 

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 

  



■デー62 メイクアップⅡ 

美容デザイン専攻 

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 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。 

・ 現場にあわせたメイクアップができる。 

・ 高齢者に対し健康的で若々しく見えるメイクアップができる。 

・ 表現をするための方法が複数あることを知り、その場にあわせた方法を選択できる。 

・ 顔の立体を理解し、個々の顔の陰影を見分けることができる。 

・ 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） 

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（２５％）、筆記試験（２５％）、作品制作（２５％）、授業参加意欲（２５％）。 

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 

出席が満たない者は評価しません。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  

 



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 老人のメイクアップ 

美齢学に基づき老化による顔の

変化を理解し、年齢を変化させる

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 顔型メイク応用 

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１２回 撮影時のメイクアップ 
撮影の現場で求められるメイク

アップの技術が表現できる。 
 

第１３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１４回 まつ毛エクステンション 
まつ毛エクステンションの技術

を理解する。 
 

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。 
 

  



■デー63 メイクアップⅢ 

美容デザイン専攻 

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。 

・ 全ての年代の女性を美しく見せるメイクアップが表現できる。 

・ 目指すイメージを具体的にメイクアップで表現できる。 

・ 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） 

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（４０％）、作品制作（３０％）、授業参加意欲（３０％）。 

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。 

国際美容コミュニケーション専攻との合同授業となります。 

出席が満たない者は評価しません。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  

  



授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 アンチエイジングメイクアップ 
美齢学に基づいた若々しく見え

る応用メイクアップができる。 
 

第２回 アンチエイジングメイクアップ 
美齢学に基づいた若々しく見え

る応用メイクアップができる。 
 

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 
コンサート、ライブ用メイクアッ

プ。 

コンサート会場からの見え方、汗

や激しい動きに対応するメイク

アップ方法を知る 

 

第８回 
コンサート、ライブ用メイクアッ

プ。 

コンサート会場からの見え方、汗

や激しい動きに対応するメイク

アップ方法を知る。 

 

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。 
 

  



■デー64 応用ネイル技術 

美容デザイン専攻 

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単位 

必修／選択 選択必修 授業形態 実習   

科目の概要 

基礎ネイルで習得した技術を踏まえ、ネイル技術のレベルアップ、及び作品としてのネイル

アート制作を行う。美容室でも扱うことのできる時間短縮のためのソークオフタイプのジ

ェル技術についても学ぶ。 

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。 

コンテストでの入賞を目指す。年齢を問わずお客様に合わせたネイル技術を提供できるよ

うになることを目標とする。爪を健やかに保つために、加齢による爪の病気などを見極め、

お客さまに適切なアドバイスを行うことができる。 

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。 

なお、出席数が不足の場合は評価対象外となります。 

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。 

 

 

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 
 

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

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

仕上がっている。 
 

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 ジェル① 

・ジェル理論、ジェル製品の特徴、ジェル

オフの基本を学ぶ。 

・自分の爪に施術し、技法を理解する 

 

第１０回 ジェル① 

・相モデルで施術し、正しく技術を行なう

ことができる。 

・タイム計測 （５指） 

 

第１１回 

第１２回 
ジェル② 

・全ての技術工程においての時間を意識

して施術することができる。（１０指） 
 

第１３回 

第１４回 
ジェルアート 

指定された素材を使用し、テーマに沿っ

た作品を制作することができる。 
 

第１５回 

スカルプチュア① 

筆の扱い方 

フォームの装着 

人工爪についての理論と製品の扱い方を

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、正しく製品を

扱うことができる。 
 

第１７回 

第１８回 
スカルプチュア② 

・ファイリングをスムーズに行うことができ

る。・厚みや形を考えながら、施術することが

できる。 

 

第１９回 

第２０回 
チップオーバーレイ① 

・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 

チップオーバーレイ② 

スカルプチュア③ 

・スマイルラインが整えられる。 

・表面のツヤ、形、厚みが適正を理解する。 
 

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 

テーマに沿って立体的なアートを制作す

ることができる。 
 

第２７回 

第２８回 

まとめ 

技術（ソークオフジェルは除く） 

理論 

チップラップ・スカルプチュア・３Dを取

り入れ独創的なネイルアートの作品を制

作することができる。 

 

第２９回 

第３０回 

ソークオフジェル 

長さ出し 

実技の手順を習得し、仕上がりまでの時

間を意識して施術することができる。 
 



■デー65 スキンケア技術 

美容デザイン専攻 

科目名 

Subject 

スキンケア技術 

Skin care Techniques 
教員名 鈴木 ひろ子 他 

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 
フェイシャルトリートメントの中のクレンジングとフェイシャルマッサージで基本となる

6種類の手技（軽擦法・強擦法・揉撚法・打法・振動法・圧迫法）の目的と効果を学ぶ。 

授業の目標 
本科目を履修することにより、皮膚科学の基礎、エステティックの基礎であるクレンジング

から肌分析、マッサージ、パック、整肌ができ、高齢者への対応も学ぶことができる。 

時間外学習 

（予習・復習） 

授業で学んだことを復習し、次の授業の内容を実技教科書で予習するよう心掛けてくださ

い。 

教科書・教材 

教科書 配布資料 

教材 フェイシャル用タオル、コットン 

使用設備・備品 フェイシャル室 

参考文献  

評価方法 

受講態度、実技試験、筆記試験 

 

なお、出席数が不足の場合は評価対象外となります。 

履修上の注意 

本科目は通常相モデルで行います。相手の迷惑になるので基本的に欠席は正当な理由があ

る場合以外は認めません。また、授業中の居眠りやおしゃべりなど他の生徒に迷惑がかかる

様な行為が目立つ場合は、欠席扱い又は実習室を退出していただきます。 

教室の設備上、定員を 24名とします。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名  

資格取得の流れ  

 

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 

授業説明 

ベットセッティング ／準備 

エステティックの授業で学ぶことを理

解し、今後の授業で必要な「準備」を

習得する。 

 

第２回 

ポイントメイク 

クレンジング 

コットン拭取り ／整肌 

目元、口もとのメイクを落とす手順を

覚える。顔全体のクレンジング方法を

覚える。 

 

第３回 

ポイントメイク 

クレンジング 

ホットタオル拭取り ／整肌 

全体的なクレンジング方法を復習し、

ホットタオルを使用した拭取り方法を

学ぶ。 

 



第４回 

ポイントメイク 

クレンジング 

ホットタオル拭取り ／整肌 

全体的なクレンジング方法を復習し、

ホットタオルを使用した拭取り方法を

学ぶ。 

 

第５回 

クレンジング 

ホットタオル拭取り 

マッサージ① ／整肌 

クレンジングを確実に行えるようにな

る。マッサージの手つき、手順を学ぶ。 
 

第６回 

クレンジング 

ホットタオル拭取り 

マッサージ① ／整肌 

クレンジングを確実に行えるようにな

る。マッサージの手つき、手順を学ぶ。 
 

第７回 

エステティク概論 

皮膚科学 

カルテ記入法 

エステティックの概論と高齢者への対

応、皮膚科学の基礎知識を学ぶ。 
 

第８回 

レンジング 

スキンチェック 

マッサージ② ／整肌 

マシンを使ったスキンチェックを行う

ことにより、肉眼では確認できないモ

デルの肌状態を知る。 

 

第９回 

クレンジング 

スキンチェック 

マッサージ② ／整肌 

マシンを使ったスキンチェックを行う

ことにより、肉眼では確認できないモ

デルの肌状態を知る。 

 

第１０回 

クレンジング 

ウッドランプ ／カルテ記入 

マッサージ ／パック ／整肌 

肌状態を確認し、肌に合ったパックを

選ぶ。 
 

第１１回 

クレンジング ／ウッドランプ 

カルテ記入 ／マッサージ 

パック ／整肌 

肌状態を確認し、肌に合ったパックを

選ぶ。 
 

第１２回 

クレンジング 

ディープクレンジング(酵素) 

マッサージ ／パック ／整肌 

エステティックのベーシックなメニュ

ーを通して行う。 
 

第１３回 

クレンジング 

ディープクレンジング(酵素) 

マッサージ ／パック ／整肌 

エステティックのベーシックなメニュ

ーを通して行う。 
 

第１４回 まとめ 

フェイシャルエステの知識（目的・効

果・手順）を正しく理解できているか

を確認する。 

 

第１５回 まとめ 

フェイシャルエステの知識（目的・効

果・手順）を正しく理解できているか

を確認する。 

 

  



■デー66 アート＆デザインⅡ 

美容デザイン専攻 

科目名 

Subject 

アート＆デザインⅡ 

Art & DesignⅡ 
教員名 林 美喜 

開講年次 ２年 開講時期 前期 単位 １単位 

必修／選択 選択必修 授業形態 演習   

科目の概要 
アートとデザインの作品制作を通して、表現力や計画力、造形思考力を身につける。 

また、制作した作品のプレゼンテーションも行う。 

授業の目標 
作品制作をする事で、より自発的に発想し、目的に近づくことができる。 

又、プロセスを大事にして制作できるようになる。 

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。 

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  

 

  



授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 アイデアスケッチ発想練習 
テーマにそって複数の発想が出

来る力を身につける 

うまい絵ではなく、伝わる

絵を描く 

第２回 アイデアスケッチ訓練法 

キーワードによるイメージ展開、 

テーマ探しのために絵と言葉を

つなぐことが出来るようになる 

〃 

第３回 
色紙による平面構成 

（条件のある色数で制作する） 
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 自然形態からの形の抽出 
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 講評 〃 他の人の作品を鑑賞する 

第８回 立体デッサン 
立体モチーフを再現することが

出来るようになる。 
3D から 3Dへ観察と再現 

第９回 着彩 〃 〃 

第１０回 講評 〃 〃 

第１１回 
立体表現 

紙による立体制作 

イメージをもって、そのテーマに

あった表現出来るようになる。 

ケント紙で立体作品をつ

くる 

第１２回 講評 〃 〃 

第１３回 
制作プレゼンテーション 

サロンインテリアデザイン 

自分の考えたものを表現し発表

することが出来るようになる。 
総合的な作品制作 

第１４回 制作 〃 〃 

第１５回 プレゼンテーション講評 〃 〃 

  



■デー67 美容芸術演習 

美容デザイン専攻 

科目名 

Subject 

美容芸術演習 

Art of Beauty Work 
教員名 富田 知子 

開講年次 ２年 開講時期 前期 単位 １単位 

必修／選択 選択必修 授業形態 演習   

科目の概要 

必修課目『美容デザイン』において学習した基礎知識とヘアスタイルの構成要素を基に、感

覚の整理、リンクブック等をツールとしてヘアデザイン(着想)を具現化し、パーソナリティ

ーを活かした多彩な表現方法を養います。ミニチュアウイッグを使用し、リンクブックでの

構想を立体作品として完成させ、その作品についてプレゼンテーションを行います。その

後、ディスカッション形式による個々の作品論評を通して美容の芸術的可能性を探ります。 

授業の目標 

ファッション業界の一翼を担う美容の業を行うために必要な、美容の時代様式、あらゆる世

代美意識を見つめ直し、実社会において必要とされる美容を創造する力を養う。 

造形の意義と応用を通して、美容技術を用いた造形作品を制作し、造形美への意識をさらに

高める。 

時間外学習 

（予習・復習） 

世界中の文化や情報が流通する今日における、ファッションやヘア＆メイク情報の収集・分

析の手段として、日頃から多種多様のファッション誌や美容誌等を縦覧し、時代や市場動向

を予測する能力を育むように心掛けて下さい。 

教科書・教材 

教科書 なし 

教材 

ミニチュアウイッグ、プレゼンボード、ブリーチ剤など美容材料は用意

しますが、テーマによって造形作品制作に必要な材料等（アクセサリー、

ピン類、すき毛等）各自用意していただきます。 

使用設備・備品 
授業内容により、講義室、美容実習室を使用するので、次回授業の場所

は必ず確認して集合すること。 

参考文献 

『美容師のための美容芸術論』富田知子著 山野インターナショナル 

1999 年 

『西洋髪型図鑑』リチャード・コーソン著 女性モード社  1976 年 

『美と造形の心理学』仲谷洋平・藤本浩一著 北大路書房  1999 年 

『理・美容の造形と色彩』小林嗣幸著 日本理美容教育センター出版 

2003 年 

『美容構成学』大野桂子著 あいり出版 2002 年 

評価方法 

１．授業への取り組み 

２．ファイル・作品等の提出 

３．プレゼンテーション 

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 
１．本科目は法定課目（必修課目）に含まれる為、欠席は認めません。 

２．ファイル・作品等の提出率、授業への取り組み態度等も重視します。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名 美容師免許 

資格取得の流れ 
２年２月上旬に実技試験。３月第一日曜日に筆記試験。 

３月３１日合格発表。合格者は各自申請手続きを行う。 

 

  



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 

人の感覚の分類１ 
ものが持つ印象の分類を知る。  

第２回 人の感覚の分類２ 
ファッションのもつ印象の分類

を知る。 
 

第３回 人の感覚の分類３ 
人の顔の印象とヘアスタイルの

デザイン要素を知る。 
 

第４回 言葉からデザインへ 
リンクブック１ 

(言葉の連鎖) 

2人以上の班でテーマを決

める。 

第５回 
イメージワードから  

コラージュを作る 

リンクブック２ 

(言葉～イメージ・ビジュアル) 

コラージュに使用する写

真の用意 

第６回 
コラージュからヘア 

スタイル制作へ 

リンクブック３ 

(イメージ・ビジュアル～ヘアメ

イク） 

アクセサリーや使用する

美容材料などを整理、把握

しリストアップ。 

第７回 
ミニチュアウイッグの加工およ

びプレゼンボードの作製 
作品制作・プレゼンボード制作 準備した材料の確認 

第８回 作品制作 
自分のイメージを具現化できる

ようになる。 

ブリーチなど美容実習室

で行う 

第９回 作品制作 
自分のイメージを具現化できる

ようになる。 

ヘアデッサン等でデザイ

ンを具現化していきます。 

第１０回 作品制作 
自分のイメージを具現化できる

ようになる。 

本番に使用する道具を準

備して下さい。 

第１１回 

作品制作、撮影  

作品を撮影することで、より綺麗

に撮ることのできる角度や雰囲

気を知る。 

各グループでデジタルカ

メラを用意して下さい。 

第１２回 

第１３回 プレゼンテーションの最終確認 
自分の作品を自ら見直し、意図を

他人に伝える方法を考え、知る。 

可能な人は、 辞書を準備

して下さい。 

第１４回 

プレゼンテーション、 

ディスカッション 

学生同士で作品の解説や評価を

行なうことで、プレゼンテーショ

ン能力やディスカッション能力

を得ることが出来る。 

 

第１５回 

  



■デー68 服飾デザイン 

美容デザイン専攻 

科目名 

Subject 

服飾デザイン 

Fashion Design 
教員名 

渡辺 聰子 

大野 淑子 

開講年次 ２年 開講時期 前期 単位 １単位 

必修／選択 選択必修 授業形態 演習   

科目の概要 

ヘアーショーなどのトータルコーディネートには服飾デザインは欠かせないものである。 

美容を考える上での服飾を理解し製作する。 

美容と関連させながら、自由な発想で衣服や小物をデザインする。また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す。 

授業の目標 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知る。 

時間外学習 

（予習・復習） 

製作に遅れがある場合には時間外の指導を受けることができる。 

衣服製作のために自分の生地の購入（生地の購入方法や素材、柄等について学ぶ）。 

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 
授業への取り組み姿勢、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 
授業のはじめに概要を説明し実習に入る。 

また授業への取り組み姿勢を重視する。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名 美容師免許 

資格取得の流れ 
２年２月上旬に実技試験。３月第一日曜日に筆記試験。 

３月３１日合格発表。合格者は各自申請手続きを行う。 

 

  



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 

採寸方法を学び自分の身体を知る。 

美齢の視点で加齢による身体の変化と衣服

の関係について学ぶ 

 

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４回 クッションの製作 

直線縫いの応用として 30×30 のミニクッ

ションの作成をする。製図通り作製するこ

とを学ぶ。生地への印のつけ方を学ぶ 

 

第５回 小物の製作① 
物をデザインして作ることの楽しさを学ぶ 

ミシンでの縫製やアイロンのかけ方を学ぶ 
 

第６回 バックの作成① 
パターンの書き方、持ち手のひも、まちの

作り方などについて学ぶ 
 

第７回 バックの作成② 
ミシンに慣れ、パターン通り正確に作成す

ることを学ぶ 
 

第８回 小物の製作② 
各自製作品を選び自由に製作することを学

ぶ 

スカート、パンツの生

地を各自準備する 

第９回 小物の製作③ 
製作をしながら、ポケットを付ける、ボタ

ンをつける、ゴムを通すなどの技術を学ぶ 
 

第１０回 衣服の製作 

スカートやパンツ等の好きなアイテムの製

作を通して被服の構成を学ぶ。作りたいア

イテムやデザインを考え、自分の体型に合

った型紙（パターン）を作る 

 

第１１回 裁断、しるし付け 
裁断して、チャコペーパーで生地裏に印を

つける 
 

第１２回 縫製① 

ミシン縫い 

ポケットを付ける 

脇を縫う 

 

第１３回 縫製② 

ミシン縫い 

股上を縫う 

ウエスト周りを縫う 

 

第１４回 縫製③ 
ミシン縫い 

裾を縫う 
 

第１５回 縫製④ 
ウエストを整えて完成 

試着・評価 
 

  



■デー69 福祉美容演習 

美容デザイン専攻 

科目名 

Subject 

福祉美容演習 

Workshop of Cosmetic Welfare 
教員名 

大西 典子 

佐野 美恵子 他 

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 

美容福祉は、高齢者や障がい者を含むすべての人に対して、その人のライフサイクルのあら

ゆる場面で、生活をより豊かに楽しむことの手段として、美容を提供してきました。そして

今、美容福祉事業というソーシャルビジネスのかたちに発展しています。人間の老化や障が

いの生理や心理、地域社会の課題といった社会福祉などの美齢学の一端を成す幅広い視点

で、美容福祉を実践的に学びます。 

授業の目標 
「美容福祉」の基礎的知識・技術を具体的事例・疑似体験等を通じてお客様の個別性を理解

し、常にお客様の目線になって現状の改善やよりよいサービスにつなげる力を身につける。 

時間外学習 

（予習・復習） 

日常生活やサロン、店舗など高齢者や障がいのある人にとって不自由に感じる場面や改善

点を、普段の生活の中でもお客様目線で考えるようにする。 

教科書・教材 

教科書 『四訂美容福祉概論』山野美容芸術短期大学編 中央法規出版 2015 

教材 適宜配布 

使用設備・備品 
授業内容により、講義室、美容実習室、介護実習室等使用。 

ハッピーシャンプー器、すいコ～ム、擬似体験グッズ等使用。 

参考文献 

『美容福祉概論』山野美容芸術短期大学編 中央法規出版 2007 

『改訂 美容福祉概論』山野美容芸術短期大学編 中央法規出版 2009 

『三訂 美容福祉概論』山野美容芸術短期大学編 中央法規出版 2014 

評価方法 

 

グループワークの発表・参加態度などとレポートを総合して評価 

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 
テキストは資料として使用する場合が多く、自分なりにメモ・ノート等をとること。また、

毎回授業内容は異なるため、欠席はしないようにこころがけること。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名 
① 美容師免許 

② 福祉美容師 

資格取得の流れ 

① ２年２月上旬に実技試験。３月第一日曜日に筆記試験。 

３月３１日合格発表。合格者は各自申請手続きを行う。 

②  当該科目修得及び美容師免許取得 

 

  



授業計画 

 授業内容 到達目標 備考 

第１回 美容福祉の意義と目的 

オリエンテーション 

美容福祉の実践によって、社会関係から孤立してしまいや

すい人たちに対して美容の手段を使うこと、また自立経済

型の支援を行うことの意義と目的を理解する 

 

第２回 

地域社会の課題① 

高齢者のこころとからだ

の理解 

高齢者の現状と高齢者のこころとからだの特徴を擬似体

験を通して理解する 
 

第３回 

地域社会の課題② 

障がい者のこころとから

だの理解 

肢体不自由についての医学的な理解と、車いす体験を通し

て心理的な側面を理解する。 
 

第４回 

地域社会の課題③ 

認知症高齢者のこころと

からだの理解 

認知症の理解と認知症予防のために地域や医療、福祉で取

り組んでいる美容のケアについて理解する 
 

第５回 
美容福祉事業の 

現状と展望 

美容事業の現状と美容福祉事業展開の意義を理解し、地域

社会課題のサポートとしての美容の役割を理解する。 
 

第６回 人間の発達とおしゃれ 
人の発達や老化による変化に応じたおしゃれの意義と課

題を理解する。 
 

第７回 

介助技術① 

高齢者・障がい者のメイ

ク 

高齢者や障がい者にとってのメイクの意義と方法を理解

する。 
 

第８回 

介助技術② 

訪問美容で行う寝たまま

での洗髪 

病気や障がいのある人の毛髪や頭皮の特徴について理解

し、寝たままでの洗髪を実践する際に応用されるさまざま

な美容福祉道具や体位の保持などの介助方法を学ぶ（ハッ

ピーシャンプー器等使用） 

 

第９回 

介助技術③ 

訪問美容で行う寝たまま

でのカット方法 

訪問美容で行う寝たままでのカットを実践する際に応用

されるさまざまな道具やベッド上の人への関わり方を学

ぶ（すいコ～ム機等使用） 

 

第１０回 五感に対するケア方法 
五感に心地よい配慮を取り入れた、セルフケア美容講座を

体験し、展開方法を学ぶ 
 

第１１回 

がんサバイバーの理解

と、がんサバイバーに対

する美容 

がんサバイバーについて理解し、化学療法中の方の事例を

もとに、ウイッグや帽子などの活用方法、色彩効果等につ

いて、また接し方のポイントについて学ぶ 

 

第１２回 
高齢者・障がい者の 

ファッション① 

おしゃれをすることで心理的にどのような変化が起こる

かについて、ファッションショーの事例をもとに理解す

る。またユニバーサルファッションについて学ぶ 

 

第１３回 
高齢者・障がい者の 

ファッション② 
車いす利用者に対する装いや着付けの仕方を理解する  

第１４回 
緩和ケアとラストメイ

ク、グリーフケア 

死に向かう人の心と身体の変化、家族や周囲の人の心理に

ついて事例とともに学び、美容を通しての関わりの意味を

理解する 

 

第１５回 
今後の美容福祉の課題と

展望 

訪問（出張）理美容事業の事業展開や地域社会の課題に

取り組むうえでの法的な視点を含め、現状と課題を理解す

る。 

 

  



■デー70 基礎介護演習 

美容デザイン専攻 

科目名 

Subject 

基礎介護演習 

Basic Care Work Practice 
教員名 大西典子 大野淑子他 

開講年次 １年 開講時期 後期 単位 ４単位 

必修／選択 選択 授業形態 演習   

科目の概要 

介護職員初任者研修という資格取得を目指した科目です。 

介護職員初任者研修とは、少子超高齢社会となった日本で、介護のニーズに対応する人材育

成のための、基礎的な知識と技術を身につけることを目的として厚生労働省の指針による、

東京都の実施要綱に基づいた内容により実施するものです。 

授業の目標 

介護という社会福祉の専門領域でも特に個人の支援をするための「尊厳の保持」「自立支援」

といった考え方、老化や認知症、障害について理解するとともに、これらの人を支援するた

めの基本的な知識と技術を習得する。 

また、これらを実践していくための考え方のプロセスを身につける。 

時間外学習 

（予習・復習） 
予習・復習をする 

教科書・教材 

教科書 介護職員初任者研修テキスト全２巻（中央法規） 

教材 介護用ベッド・車椅子・ポータブルトイレ・浴槽など 

使用設備・備品 介護実習室・入浴実習室 

参考文献 適宜用意 

評価方法 

修了試験 

なお、評価対象の条件は、指定時間１３０時間の授業課程をすべて修了することが必要で

す。 

履修上の注意 

＊授業は 11月、12月、1月の土曜日に開講（夏季休業中と春休み期間中を含む） 

 授業時間 ９：００～１６：４０（昼休み１時間を含む） 

＊資格取得に定める授業時間 全１３０時間を履修終了し、筆記試験を受けることが必須

となる 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名 介護職員初任者研修 

資格取得の流れ 全１３０時間履修終了→筆記試験→研修課程修了証明書発行 

 

  



授業計画 

 授業内容 到達目標 

 

第１回目：開講式 

第 22回目：修了式 

 

第１回目～第 22回目まで介護職員初任者研修が定める

全１３０時間、以下の授業内容を習得する。 

１．職務の理解 

２．介護における尊厳の保持・自立支援 

３．介護の基本 

４．介護・福祉サービスの理解と医療との連携 

５．介護におけるコミュニケーション 

６．老化の理解 

７．認知症の理解 

８．障害の理解 

９．こころとからだのしくみと生活支援技術 

10.振り返り 

 

①基本的な介護を実践するために最低限必要な

知識・技術を理解できる。 

②介護の実践について、正しい知識とアセスメ

ント結果に基づく適切な介護技術に適用が必要

であることを理解できる。 

③自立の助長と重度化防止・遅延化のために、介

護を必要とする人の潜在能力を引き出し、活用・

発揮させるという視点が大切であることを理解

できる。 

④利用者ができるだけなじみのある環境で日常

的な生活を送れるようにするために、利用者一

人ひとりに対する生活状況の的確な把握が必要

であることを理解できる。 

⑤他者の生活観及び生活の営み方への共感、相

手の立場に立って考えるという姿勢をもつこと

の大切さについて理解できる。 

⑥自立支援に資するサービスを他職種と協働し

て総合的、計画的に提供できる能力を身に付け

ることが、自らの将来の到達目標であることを

理解できる。 

⑦利用者本位のサービスを提供するため、チー

ムアプローチの重要性とその一員として業務に

従事する際の役割、責務等を理解できる。 

⑧利用者、家族、他職種との円滑なコミュニケー

ションのとり方の基本を理解できる。 

⑨的確な記録・記述の大切さを理解できる。 

⑩人権擁護の視点、職業倫理の基本を理解でき

る。 

⑪介護に関する社会保障の制度、施策、サービス

利用の流れについての概要を理解できる。 

 

⑫上記の習得により美齢学を構成する社会の理

解と介護の理解につなげ、実践現場に活かすこ

とができる。 

 


