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美容総合学科 エステティック専攻 教育課程  

 

■卒業要件 

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

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

２．必修科目の( )は外国人留学生のみ必修。 

３．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。 

４．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） 
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科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位

ゼミナールⅠ 1 ゼミナールⅡ 1 ゼミナールⅢ 1 伝承美（茶道） 1

英語コミュニケーション 1 マナー&ホスピタリティ 1 アロマテラピー 1 伝承美（華道） 1

生体学 1 海外研修（ヨーロッパ） 1 色彩学 1 接客・接遇法 1

生命活動概論 1 栄養学Ⅰ 1 現代社会の理解 1 カウンセリング 1

生理解剖学Ⅰ 1 メイクアップⅠ 2 エステティシャンのための介護 1 特別活動 1

脱毛 1 皮膚科学Ⅱ 1 エステティシャンのための心理学 1

基礎ネイル技術 2 生理解剖学Ⅱ 1

着装技術Ⅰ 2 サロン経営学 1

皮膚科学Ⅰ 1

香粧品学 1

ジェロントロジー（USC) * ジェロントロジー（USC) 4

特別活動 * 特別活動 * 特別活動 * 特別活動 1

エステティック基礎理論Ⅰ 1

エステティック基礎理論Ⅱ 1

エステティック技術理論 1

フェイシャルエステⅡ 2 フェイシャルエステⅣ 2

フェイシャルエステⅢ 2 フェイシャルエステⅤ 3

ボディエステⅡ 2 ボディエステⅣ 3 ボディエステⅤ 2

ボディエステⅢ 3 サロン実習 1

必修科目単位数 19 必修科目単位数 23 必修科目単位数 14 必修科目単位数 11

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 1 英語特講 1 栄養学Ⅱ 1 フィットネス 2

海外研修（アメリカ） 1 応用ネイル技術　※条件有 2 総合ブライダル学 1 ヘアテクニック 1

着装技術Ⅱ 2 総合エステティック研究　※条件有 4

日本語Ⅰ (1) 日本語Ⅱ (1) 日本語Ⅲ (1) メイクアップⅡ 2

インターンシップ 1 インターンシップ *

選択科目単位数 3 選択科目単位数 5 選択科目単位数 2 選択科目単位数 9

必修＋選択の単位数 22 必修＋選択の単位数 28 必修＋選択の単位数 16 必修＋選択の単位数 20

エステティック専攻の開講科目一覧

【 必 修 科 目 】

１年前期 １年後期 ２年前期 ２年後期

【H２９年度】

2

エステティック基礎理論Ⅲ

フェイシャルエステⅠ 2

※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年前期 １年後期 ２年前期 ２年後期

1

2フェイシャルエステⅥ

【 選 択 科 目 】
卒業には４単位以上必要

ボディエステⅠ

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）。
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！！

★ 「※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。
「総合エステティック研究」（２年後期）

２年前期「フェイシャルエステⅣ」「同 Ⅴ」「ボディエステⅣ」の単位修得が必要です。
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■エー01 マナー＆ホスピタリティ 

エステティック専攻 

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 後期 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  
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 オリエンテーション 
15 回で何を学んでいくかを理解

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。 
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■エー02 接客接遇法 

エステティック専攻 

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 後期 単位 １単位 

必修／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 

エステシャン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が実践

できる。 

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  
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 オリエンテーション １５回で何を学ぶかを理解する。  

第２回 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？ 
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■エー03 色彩学 

エステティック専攻 

科目名 

Subject 

色彩学 

Studies of Color 
教員名 栗本 佳典 

開講年次 ２年 開講時期 前期 単位 １単位 

必修／選択 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、いつでも復習できるようにしておいて下さい。 

教科書・教材 

教科書  

教材 プリント、カラーカード、ポスターカラー、色鉛筆 

使用設備・備品 デザイン教室（４０９） 

参考文献  

評価方法 

毎回、演習課題があるので、その合計点で評価します。 

なお、出席数が不足の場合は評価対象とはしません。 

履修上の注意  

本科目履修と 

関連する資格 

資格名  

資格取得の流れ  
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 オリエンテーション 
色を感じる仕組みや、色と人間と

の関わりを知る。 
 

第２回 光と三原色 色を再現する仕組みを知る。  

第３回 補色 
補色の関係を理解し、応用できる

ようになる。 
ポスターカラー 

第４回 色名 

色名の成立について理解を深める

とともに、オリジナルの色名を考

えることで発想力を高める。 

ポスターカラー 

第５回 三属性とカラーシステム 

正確に色を分類するための基準を

知り、微妙な色の違いを見分ける

力を身につける。 

PCCS チャート 

第６回 色彩のトーン 
明度、彩度から生まれるトーンの

表示方法を理解する。 
TONE チャート 

第７回 トーンイメージ 
少しの色の差やイメージの変化を

いかに表現できるかを理解する。 
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 
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■エー04 茶道 

エステティック専攻 

科目名 

Subject 

伝承美（茶道） 

Traditional Art(Tea Ceremony) 
教員名 河原 宗孝 

開講年次 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 

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％） 受講態度（35％）の総合評価 

なお、出席数が不足の場合は評価対象とはしません。 

履修上の注意 名札、腰紐、白いソックス、髪を束ねるゴムの用意。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名 茶道裏千家許状『初級』 

資格取得の流れ 時間外学習を受講した学生で希望者には「中級」の許状取得可 

 

授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 

オリエンテーション 

講義 入門の心得、教材の配布、許状説明 

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。 
日本のマナーを覚える。 

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、歩き方 

「喫茶法」の読み方と意

味を覚える。 

茶道と関係ある禅語を

理解する。（１） 
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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 

理想とするエステティ

シャン観を養う。（１） 

千利休の精神を理解す

る。 

第４回 

講義 「利休遣偈」の読み方と意味、 

裏千家歴代宗匠（1） 

実技 割稽古（2） 棗、茶杓の清め方、自服 

「利休遣偈」の読み方と

意味を覚える。 

千利休の精神を理解す

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 

裏千家より愛治庵を頂

いた経緯を知る。 

第６回 

講義 炉、風炉、立礼について、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） 

日本の四季を実感する。

（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。 

本物の茶室に見て触れ

て、日本人であることを

再認識する。 

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 

理想とするエステティ

シャン観を養う。（２） 

プロの自覚を持たせる。

（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） 

日本の四季を実感する。

（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 

理想とするエステティ

シャン観を養う。（３） 

プロの自覚を持たせる。

（３） 

第１１回 

講義 禅語「薫風自南来」の読みと意味、 

裏千家歴代宗匠（3） 

実技 盆略点前（4）友達に点てる 

「薫風自南来」の読み方

と意味を覚える。 

茶道と関係のある禅語

を理解する。（２） 

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。 

礼法におけるお客とし

ての心構えを学ぶこと

によって接客力の向上

を図る。 

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。 

ビデオを使って、お茶事

のお客ぶりを体感する。 

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。 

海外で活躍する場合を

考え、英語による茶会を

実践し習得する。 

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。 

茶道と関係のある禅語

を理解する。（３） 
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■エー05 華道 

エステティック専攻 

科目名 

Subject 

伝承美（華道） 

Traditional Art (Flower Arrangement) 
教員名 松﨑 光曈 

開講年次 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 
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、ホスピタリティ精神を養う 

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 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花芸安達流 入会「水」の証 

資格取得の流れ 
①最低 12回の授業出席を必要とする。 

任意。 
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備考 

第１回 

オリエンテーション 

花寄せ（花手前）； 

お客様と共に美の熟してい

く時の流れを共有する過程

を実習 

次のことが出来るようにな

る 

・ﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨの心 

・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。 
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■エー06 ゼミナールⅠ 

エステティック専攻 

科目名 

Subject 

ゼミナールⅠ 

Seminar Ⅰ 
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） 
履歴書の書き方や業界研究 

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  

資格取得の流れ  
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 
15 回分の内容を把握し、その意味

を理解する 

オリエンテーション 

ゼミの位置づけと授業の全体像

を把握する。 

自己紹介 

第２回 アイスブレーク 
仲間を理解し、伝えたいことを表

現する力をつける 
ゼミの仲間との関係構築 

第３回 就職活動の全体像を把握する 
短大生活における就職活動の流

れについて知る 

就活についての現実を知

る 

第４回 履歴書とは何か 履歴書の必要性を学ぶ 
履歴書の一部を 

実際に書いてみる 

第５回 業界研究① 業界の種類や違いを知る  

第６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７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８回 業界研究④ 
現場調査発表 

他の人の体験からも学ぶ 
 

第９回 業界研究⑤ 
先輩の話を聞き業界について詳

しく知る 
先輩の話を聞く 

第１０回 履歴書の書き方① 文章の書き方を学ぶ 趣味特技を書いてみる 

第１１回 履歴書の書き方② 
自分史年表を作り、見えていない

自分を知る。 

自分史年表を作成してみ

る 

第１２回 履歴書の書き方③ 自分の強みをみつけ、知る。 

今までの人生経験を整理

し、自分の長所や特徴をつ

かむ 

第１３回 履歴書の書き方④ 
自己ＰＲを考え書くことが出来

るようになる。 
自己ＰＲを書いてみる 

第１４回 面接の基本 口頭発表の方法を学ぶ 人前で発表する 

第１５回 夏休みの過ごし方 
夏休みの目標と計画を自ら立て

ることの重要性を知る。 
外部講師によるセミナー 
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■エー07 ゼミナールⅡ 

エステティック専攻 

科目名 

Subject 

ゼミナールⅡ 

Seminar Ⅱ 
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  

資格取得の流れ  
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 

１５回の内容を把握し、その意味

を理解する、就活の流れを確認す

る 

オリエンテーション、夏休みの成

果を踏まえた就職活動の話。 

就職活動を具体的に何を

するべきかを確認し、きっ

かけを作る。 

第２回 マナー 人の話の聞き方のマナーを学ぶ  

第３回 インターンシップ報告会 
仲間のインターンシップの体験

を共有する 
就職への意識を高める 

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

第５回 業界研究② 
学内の先輩達の話を聴き業界を

知る 
進路を考える機会を作る 

第６回 
ＥＳ・履歴書の 

書き方「志望動機」 

進路を意識して文章を書くこと

が出来るようになる。 
志望動機を書く 

第７回 履歴書のブラッシュアップ 
先生から受けたアドバイスを元

に自己表現力を高める。 

志望動機を完成させる履

歴書の完成 

第８回 進路別講座（マイナビ登録他） 
就職活動の準備としてマイナビ

に登録する 
就職への意識を高める 

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

第１０回 面接対策① 
発声トレーニングと色々な言葉

の表現の方法を学ぶ 
人前で話す 

第１１回 面接対策② 面接の基本を学ぶ 面接の種類と方法を知る 

第１２回 面接対策③ 
模擬面接を行うことで自分の良

いところ悪いところを知る。 

面接練習を行う 

（個人・集団） 

第１３回 面接対策④ 
グループディスカッションのポ

イントを知る。 

面接練習を行う 

（グループディスカッショ

ン） 

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

第１５回 春休みの過ごし方 
企業のピックアップをし、研究す

る 

「足を動かす」ことを主題

に、考える 
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■エー08 ゼミナールⅢ 

エステティック専攻 

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  

資格取得の流れ  
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 

１５回の内容を把握し、その意味

を理解する、就活の流れを確認す

る 

オリエンテーション、春休みの

成果を踏まえた就職活動の話。 

就職活動を具体的に何をす

るべきかを確認する 

第２回 面接対策① 
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３回 面接対策② 
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４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５回 マナー① 
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６回 マナー② 
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７回 マナー③ 
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８回 マナー④ 
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９回 マナー⑤ 
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１０回 一般常識(漢字) 
社会に出て恥ずかしくない 

一般常識を学ぶ 

就職活動に合わせて 

最終確認する 

第１１回 一般常識(敬語) 
社会に出て恥ずかしくない 

一般常識を学ぶ 
繰り返し練習 

第１２回 一般常識（情報） 
社会に出て恥ずかしくない 

一般常識を学ぶ 
繰り返し練習 

第１３回 一般常識（マナー） 
社会に出て恥ずかしくない 

一般常識を学ぶ 
繰り返し練習 

第１４回 一般常識（所作） 
社会に出て恥ずかしくない 

一般常識を学ぶ 
繰り返し練習 

第１５回 夏休みの過ごし方 

夏休みの目標や計画をたてるこ

とで目標へ向けての計画の立て

方を学ぶ。 

夏休みの目標と計画 

個別面談も含める 
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■エー09 コンピュータリテラシー 

エステティック専攻 

科目名 

Subject 

コンピュータ・リテラシー 

Computer Literacy 
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 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 

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。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名  

資格取得の流れ  
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 オリエンテーション 
授業内容の確認とタッチタイピ

ングの実力の確認ができる。 
 

第２回 文書作成（１） 
時間割などの表を含んだ文書の

作成ができる。 
 

第３回 文書作成（２） 
レシピなどの図表を含んだ文書

の作成ができる。 
 

第４回 文書作成（３） 作図機能で地図の作成ができる。  

第５回 文書作成練習 文書作成のまとめができる。  

第６回 表計算（１） 
表計算およびグラフの作成がで

きる。 
 

第７回 表計算（２） 
表計算およびグラフの作成がで

きる。 
 

第８回 表計算（３） 
表計算およびグラフの作成がで

きる。 
 

第９回 表計算事例（１） 
表計算ソフトウェの応用的な利

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。  
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■エー10 アロマテラピー 

エステティック専攻 

科目名 

Subject 

アロマテラピー 

Aromatherapy 
教員名 青木 和美 

開講年次 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 

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．出席状況（遅行３回で欠席１回とみなします） 

２．期末試験 

３．課題発表  

以上の総合で判断します。 

なお、出席数が不足の場合は評価対象とはしません。 

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 

 

  



25 
 

 

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  
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■エー11 エステティシャンのための心理学 

エステティック専攻 

科目名 

Subject 

エステティシャンのための心理学 

Psychology for Aesthetician 
教員名 五十嵐 靖博 

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 

自分や身近な他者を理解しエステティックや美容に適用するには、人間に共通する心のメ

カニズムと個の人の個性を作り上げている心的特性の双方を理解する必要がある。本科目

では、エステと美容にかかわる様々な現象と日常生活の中で経験される思考や感情や行動

を心理学の理論をとおして考察する。 

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。 

授業態度、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  
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 心，行動，研究法 心理学とは何かを理解する 講義 

第２回 五感，視覚の重要性，目とカメラ 
知覚の基本的なメカニズムを理

解する 
講義 

第３回 錯視などの知覚現象と外見・美容 知覚と美容の関係を理解する 講義 

第４回 パーソナリティの成り立ち パーソナリティを理解する 講義 

第５回 
自他のパーソナリティをどのよ

うにして測定するか 
パーソナリティを測定する 講義・演習 

第６回 小集団とそのメカニズム 社会的行動の基礎を理解する 講義 

第７回 服従と社会的役割 
職場集団のメンバーの行動を社

会心理学の視点から理解する。 
講義 

第８回 
ストレス，ストレッサー，汎適応

症候群 
ストレスの基礎を理解する。 講義 

第９回 不安障害，心身症 
ストレスと心の障害の関係を理

解する。 
講義・演習 

第１０回 うつ病，統合失調症 
うつ病や統合失調症について理

解を深める。 
講義・演習 

第１１回 エステの心理学 
エステが心に及ぼす効果を理解

する。 
講義 

第１２回 魅力の心理学 
自他の外見が認知や魅力にどう

影響するかを理解する。 
講義 

第１３回 美の社会的構成 
美の基準がどのように作られ，心

にどう影響するかを考える。 
講義 

第１４回 心理学を活かす：美齢学の構想 
心理学と美容の関係を理解し，コ

ミュニケーションに活用する。 
講義 

第１５回 まとめ 
定期試験に向けて、講義内容をふ

りかえり、確認する 
講義 
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■エー12 現代社会の理解 

エステティック専攻 

科目名 

Subject 

現代社会の理解 

Understanding Modern Society 
教員名 安藤 功 

開講年次 ２年 開講時期 前期 単位 １単位 

必修／選択 必修 授業形態 講義   

科目の概要 

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

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

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

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

していく力が必要になります。 

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

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

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

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

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

問題を取り上げるためシラバスを多少変更することがあります。 

授業の目標 

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

集する習慣を身につける。 

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

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

時間外学習 

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

教科書・教材 

教科書 特にありません 

教材 授業のたびにプリントや資料を用意します 

使用設備・備品 パソコン、プロジェクター 

参考文献 必要に応じて提示します 

評価方法 

授業への参加姿勢(毎回の授業での課題提出状況、人の話を聴く姿勢、発言等)と最終授業で

のレポートをもとに総合的に算出します。 

なお、出席数が不足の場合は評価対象とはしません。 

履修上の注意 

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

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

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

本科目履修と 

関連する資格 

資格名  

資格取得の流れ  

 

授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 
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第１回 
オリエンテーション、現代社会の

理解で学ぶこと 

社会の基本的な仕組みやルール

を知っておくことの大切さを理

解する。長い人生を美しく生きて

いくためには、様々なことに興味

を持つこと、学び続けることが重

要であることを理解する。 

 

 

第２回 今の日本社会の特徴を知る 

少子高齢化、経済格差の拡大など

現代社会の特徴について理解し

説明できる。 

 

第３回 お金のことを知る① 

自分で自分の資産を管理するた

めの基礎的な知識が身について

いる。 

 

第４回 お金のことを知る② 

基礎的な金融商品についての知

識を身につけ、その特徴やリスク

を正しく理解している。 

 

第５回 企業の仕組みを知る 

企業の存在意義や企業の中の

様々な役割について理解してい

る。 

 

第６回 経営者の視点で考える① 
経営者の立場で考え、意思決定を

することで、企業の考え方を理解

する。試行錯誤しながら問題を解

決していくプロセスを身につけ

る。 

経営シミュレーションゲ

ームを使用 

第７回 経営者の視点で考える② 

第８回 働くことを考える 

様々な雇用形態の特徴を理解し

ている。プロとしての働き方を自

分なりに考えている。 

 

第９回 社会の基本的な仕組みを知る① 

政治の仕組みや憲法を巡る今日

的な問題について理解し説明で

きる。 

 

第１０回 社会の基本的な仕組みを知る② 
政党政治や選挙を巡る諸問題に

ついて理解し説明できる。 
 

第１１回 社会の基本的な仕組みを知る③ 

裁判制度など社会における紛争

の解決方法について理解し説明

できる。 

 

第１２回 社会の基本的な仕組みを知る④ 

財政再建と税や社会保障の問題

について自分なりの考えを述べ

ることができる。 

 

第１３回 
経済のグローバル化について考

える 

グローバル化が経済や社会にど

のような影響を与えているか理

解している。 

 

第１４回 今の日本ができるまで 
現在の日本が出来上がるまでの

歴史について理解している。 
 

第１５回 全体のまとめ 
科目全体を振り返り、社会に出て

どのように生かすか説明できる。 
レポート 
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■エー13 海外研修アメリカ 

エステティック専攻 

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%  

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） 
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■エー14 海外研修ヨーロッパ 

エステティック専攻 

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 
説明会への出席状況と、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。 
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■エー15 英語コミュニケーション 

エステティック専攻 

科目名 

Subject 

英語コミュニケーション 

English Communication  
教員名 English Team 

開講年次 １年 開講時期 前期 単位 １単位 

必修／選択 必修 授業形態 演習   

科目の概要 

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 an esthetic salon - 

communication between a esthetician and a client. 

時間外学習 

（予習・復習） 
As required 

教科書・教材 

教科書 Prescribed text (The Salon Experience)   

教材 Lesson notes 

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  
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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 

esthetician and client 

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 hand 

massage area 

- Perform a mock hand massage,  

- 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 
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第 8回 

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. 

Watch Foreign documentary on 

the beauty business  

第 9-11 回 

In pairs, write 

an original 

conversation in 

Japanese 

including the 

following: 

asking at least 

five (5) body 

related 

questions, five 

(5) small talk 

phrases, and 

five (5) 

compliments 

-Pair practice 

in real salon 

setting with 

both students 

acting out the 

role of the 

esthetician and 

client 

 

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  

In pairs, write an original 

conversation in Japanese 

including the following: asking 

at least five (5) body related 

questions, five (5) small talk 

phrases, and five (5) 

compliments 

-Pair practice in real salon 

setting with both students 

acting out the role of the 

esthetician and client 

 

Act out in a real salon setting  

(In salon pair presentation)   

第 12 回 

General 

discussion on 

traveling in 

Europe  

-Students will learn about various 

aspects of traveling in Europe to 

prepare them for their school trip.  

General discussion on traveling 

in Europe  
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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 esthetician and client  

-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 

massage area   

10) Perform a mock facial / body 

massage  / hand massage 

11) Original short conversation 

including at least five “small 

talk” phrases, at least five 

compliments and at least five 

health or body related 

questions.  

13) Paying and giving change 

14) Thanking the customer and 

saying good-bye  
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■エー16 英語特講 

エステティック専攻 

科目名 

Subject 

英語特講 

English Communication 
教員名 English Team 

開講年次 Year １年 開講時期 Term 後期 単位 １単位 

必修／選択 選択 授業形態  演習   

科目の概要 

Overall  

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 

Purpose  

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 

Evaluation  

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  
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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 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 

Where did you get it? 

Final exam 

preparation  

- Shops and Cafes   

- Shopping  

- Final exam  

 Students will have a basic 

understanding as to how to talk 

about shops, cafes and shopping.  

Final exam  
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■エー17 日本語Ⅰ 

エステティック専攻 

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  
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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。  
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■エー18 日本語Ⅱ 

エステティック専攻 

科目名 

Subject 

日本語Ⅱ 

JapaneseⅡ 
教員名 田仲 安則 

開講年次 １年 開講時期 後期 単位 １単位 

必修／選択 留学生必修 授業形態 演習   

科目の概要 

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

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

とを楽しめるようになることに重点をおいた授業を行う。 

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

めの速読の仕方を学び、出来るようになる。 

時間外学習 

（予習・復習） 
より多くの日本語の表現、語彙に接するよう努力すること 

教科書・教材 

教科書 大学生のための日本語(産能大学出版部) 

教材  

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

「講義を聞いてノートをとる」を使用 

参考文献  

評価方法 
平常点(学習態度、提出物の精度など)、期末試験 

なお、出席数が不足の場合は評価対象とはしません。 

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

本科目履修と 

関連する資格 

資格名  

資格取得の流れ  
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 オリエンテーション 
速読のスキルアップとは何かを

知る。 
 

第２回 スキャニングの技術 
情報を取る方法を知り、スキルを

磨く 
 

第３回 スキミングの技術 
大意を取る方法を知り、スキルを

磨く 
 

第４回 スキャンとスキムを総合練習 
スキャニングとスキミングを同

時に使う技術を磨く 
 

第５回 必要な情報を取り出す 

大量の文字情報の中から必要な

情報を効率的に取り出すスキル

学ぶ。 

 

第６回 タイトル・トッピックス 

タイトル・トッピックスから内容

の予測をして内容全体を把握す

ることが出来るようになる。 

 

第７回 次に続く内容の予測 
新聞の見出しから、その内容を予

測することが出来るようになる。 
 

第８回 実践編 １ 
必要な情報を取り出すことが出

来るようになる。 
 

第９回 実践編 ２ 正誤問題を理解する。  

第１０回 実践編 ３ 

タイトル・トピックス・主題・内

容を捉えることが出来るように

ンなる。 

 

第１１回 日本語を楽しく読む １ 
フリーワードから多角的に日本

語を学ぶ。 
ネパールのビール 

第１２回 日本語を楽しく読む ２ 
フリーワードから多角的に日本

語を学ぶ。 
握手  

第１３回 日本語を楽しく読む ３ 
フリーワードから多角的に日本

語を学ぶ。 
分相応と分不相応 

第１４回 日本語を楽しく読む ４ 
フリーワードから多角的に日本

語を学ぶ。 
涙 

第１５回 総合評価 
速読の方法を理解し、出来るよう

になる。 
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■エー19 日本語Ⅲ 

エステティック専攻 

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  
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回  オリエンテーション 

学習に先立ち 授業の目標を理

解する。 

 効果的な読解力の向上を確認 

 

第２回  文章の仕組みを理解する １ テーマと対比を理解する。  

第３回  文章の仕組みを理解する ２ 
対比と内容把握のポイントを理

解する。 
 

第４回  文章の言い換えを把握 １ 
テーマと言い換え、対比について

理解する。 
 

第５回  文章の言い換えを把握 ２ 
テーマと言い換え、接続について

理解する。 
 

第６回  比喩から筆者の意見  比喩から筆者の意図、意見の理解  

第７回  比喩から自己の発想の展開  

比喩と筆者の意図と自分の意見

をまとめることが出来るように

なる。 

 

第８回  疑問例示文と論点  疑問例示文と論点の整理、理解  

第９回  疑問例示文と結論  

疑問例示文と論点と筆者の意見

を理解することが出来るように

なる。 

 

第１０回 
 読解のストラテジー  

指示語１ 
指示語の的確な理解  

第１１回 
 読解のストラテジー  

指示語２ 

指示語の的確な理解  

対比と内容整理 
 

第１２回 
 読解のストラテジー 

  結論とその根拠 
疑問例示と結論とその根拠理解  

第１３回 
 読解のストラテジー  

  例と結論 

例示とスキムングが出来るよう

になる。 
 

第１４回 
 読解のストラテジー  

  スキムング（全体の把握） 

キーワードとスキムングが出来

るようになる。 
 

第１５回 
 読解のストラテジー  

  情報を整理 

多量の情報の中から必要な情報

を短時間で取り出すことが出来

るようになる。 
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■エー20 生体学 

エステティック専攻 

科目名 

Subject 

生体学 

Exercise Physiology  
教員名 

大西 典子 

田嶋 順子 

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 講義   

科目の概要 

生体の様々な仕組みと機能について、体系的な知識を習得したうえで、運動理論のほか、運

動による代謝、骨格筋、神経、内分泌系、呼吸・循環器系の生理学的な機能と働き、あるい

は構造学的変化について学習します。また運動が身体などに及ぼす影響（メリットや誤って

行った時のデメリット）を理解するとともに、美しく、健康的なライフスタイルを送るため

の安全かつ効果的な運動のプログラミング（ウエイトコントロールも含む）や実践方法も学

習します。 

授業の目標 

運動がからだやこころに及ぼす影響を、生体のエネルギー代謝（循環や呼吸のしくみ、筋肉

などのしくみと働き）から理解し、具体的に適切なウエイトコントロールのための運動プロ

グラムが作成できる。 

時間外学習 

（予習・復習） 

ふだんの生活の中で自分がどのような運動をしているのか、また生活に具体的に必要な運

動メニューを取り込むときの課題などに関心を持つようにする。 

教科書・教材 

教科書 日本エステティック協会テキスト、プリント 

教材 適宜用意します。 

使用設備・備品 授業により、図書館や視聴覚教材を使用します。 

参考文献 健康のためのスポーツ生理学 池川繁樹  光生館 

評価方法 

小テスト、レポートなど提出課題またグループワークの貢献度などから総合的に評価しま

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 
グループワークなどの自分の考えを相手にわかりやすく説明することや、相手の意見を聞

く姿勢が重要です。積極的に参加しましょう。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名 
認定エステティシャン 

日本エステティック業協会(AEA) 上級エステティシャン 

資格取得の流れ 
認定エステティシャンは、１年次中に統一試験を実施します。 

その他の資格については別途資料を配布します。 
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 

オリエンテーション 

運動生理学とは／トレーニングと健康・体力 

／生活とからだの適応 

（1）環境とからだの適応 

（2）人間のからだはどうなっていくのか 

生理学と運動生理学の違いを理解

する。 
 

第２回 

運動と酸素の供給のしくみ 

（1）呼吸器系のメカニズム 

（2）循環器系のメカニズム 

生命と運動の酸素供給のしくみを

理解する 
 

第３回 

運動と栄養 

（1）運動と糖質エネルギー（2）運動と脂質

エネルギー（3）運動とたんぱく 

運動時のエネルギー代謝について

理解する 
 

第４回 

骨格筋のメカニズム 

１．筋の構造と収縮のメカニズム 

２．筋収縮の型 

骨格筋の収縮の型を理解する  

第５回 

３．運動を支配する中枢神経系 

４．働きを分担する節線維 

（1）速筋線推と遅筋線維 

（2）筋の疲労 

運動を支配する中枢神経系の 2つ

の回路を理解する 

筋繊維のタイプの特性を理解する 

 

第６回 

姿勢の維持のしくみ  

（1）重力と姿勢（2）カウンターバランス

（3）姿勢と拮抗関係 

姿勢の維持のしくみを理解する  

第７回 

運動プログラムの方法 

（1）トレーニングの原理・原則（2）運動の

種類 

トレーニングの原理・原則を理解

し、安全でかつ効果的なプログラ

ムを知る 

 

第８回 

トレーニングの方法 

（1）持久性トレーニング（2）瞬発性トレー

ニング（3）筋トレーニング） 

体力を高めるトレーニング方法知

る 
 

第９回 

運動プログラムの流れ 

（1）運動の持続時間と頻度 

（2）運動と消費カロリー 

（3）運動時の注意 

運動プログラムを作成するうえで

のポイントを理解する 
 

第１０回 

運動と生活習慣病予防 

（1）生活習慣病と運動（2）運動と姿勢・形

態の変化（3）運動と減量 

運動の健康に及ぼす影響について

理解する 
 

第１１回 

加齢と運動 １ 

（1）発育発達期の身体特徴 

（2）世代別運動プログラム 

発育発達期の身体特徴について理

解する 
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第１２回 

加齢と運動 ２ 

（1）加齢と生理機能の変化（２）運動と老

化（３）運動と活性酸素 

加齢と生理機能の変化や運動のメ

リットについて理解する 
 

第１３回 

止血法について説明と実践を行う。 

応急処置の基本を学ぶ（蘇生の連鎖、初期評

価（SETUP、バリア、声明、通報、初期評価

のプロセス 

救急法について理解する  

第１４回 

気道確保（回復体位、異物除去）、RICE） 

心肺蘇生法の基礎を学ぶ（ログロール、ＣＰ

Ｒ、チョーキングとスラスト） 

救急法について理解する  

第１５回 まとめ 

エステティシャンとして、ダイエ

ットに必要な個別の運動プログラ

ムが処方できるようになる 
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■エー21 生命活動概論 

エステティック専攻 

科目名 

Subject 

生命活動概論 

Introduction to Biological Activity 
教員名 大西 典子 

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 講義   

科目の概要 

エステティックは、人が持っている自然治癒力を最大限に引き出す方法でもあります。40億

年かけて作られた人体の外的環境に適応していくためしくみ（生命活動）を学びます。特に

生命活動の基本となるホメオスタシスから、神経、内分泌、免疫系などによる制御のしく

み、そしてストレスとストレスコーピングの仕方などを系統的に学びます。特に現代社会の

抱える課題であるストレスは美齢学の一端を成す学びとなります。 

授業の目標 
生命活動の基本となるホメオスタシスから、神経、内分泌、免疫系などによる制御のしく

み、そしてストレスとストレスコーピングの仕方などを具体的に説明できる。 

時間外学習 

（予習・復習） 
専門的な用語や小テストの内容など復習しましょう。 

教科書・教材 

教科書 日本エステティック協会テキスト、プリント 

教材 適宜用意します。 

使用設備・備品 授業により、図書館や視聴覚教材を使用します。 

参考文献 

生命のかたち・色・メカニズム からだと病気のしくみ図鑑     

川上正舎予 野田康子 矢田俊彦 法研 

心を癒すスキンケアの科学 島上和則 中央書院 

評価方法 

小テスト、レポートなど提出課題から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 
グループワークなどの自分の考えを相手にわかりやすく説明すること、相手の意見を聞く

姿勢が重要です。積極的に参加しましょう。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名 
認定エステティシャン 

日本エステティック業協会(AEA) 上級エステティシャン 

資格取得の流れ 
認定エステティシャンは、１年次中に統一試験を実施します。 

その他の資格については別途資料を配布します。 
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備 考 

第１回 

オリエンテーション 

生命の特質 

地球上生命の起源 

ホメオスタシスとストレスの理解は、美齢学

の一端を成す学びであることを理解する。 

生命とは何か、また約 38億年前、地球上に最

初の原始的生命が誕生したことを知る。 

 

第２回 環境適応の進化とホメオスタシス  

原始的生命が誕生以来、長い時間をかけて多

種多様な生物が生まれ、その過程でヒトとい

う生物が生まれたことを知る。 

 

第３回 

ホメオスタシスの具体例（１） 

① 体温調節  

② 血糖調節 

具体的な体温調節や血糖の調節のしくみを体

に起こる反脳とともに理解する。 

 

第４回 

ホメオスタシスの具体例（２） 

③ 塩化ナトリウム濃度 

④ 血中カルシウム濃度 

具体的な塩化ナトリウム濃度や血中カルシウ

ム濃度の調節がどのように行われているのか

を理解する。 

 

第５回 
生体のホメオスタシス維持と制御、末梢

のしくみと脳の 3つの配線 

感覚器官などの末梢のしくみと脳の 3 つの配

線の連携を理解する。 

 

第６回 
生体のホメオスタシス維持と制御、自律

神経のしくみ 

ホメオスタシスに関わる自律神経のしくみと

働きを理解する。 

 

第７回 
生体のホメオスタシス維持と制御、内分

泌のしくみ 

ホメオスタシスに関わる自律神経と共に働く

ホルモンについて理解する。 

 

第８回 
生体のホメオスタシス維持と制御、免疫

のしくみ 

ホメオスタシスに関わる免疫系の種類と働き

を理解する。 

 

第９回 
生体のホメオスタシス維持と制御、免疫

系のしくみとアレルギー 

免疫系のしくみと暴走・誤作動によるアレル

ギーの起り方を理解する。 

 

第１０回 ホメオスタシスを乱すストレス 
ストレスとは何かを具体的な人の反応などか

ら理解する。 

 

第１１回 
脳のストレスのとらえ方と身体の反応

（１） 

ストレッサーの種類とストレスの受け止め方

の違いによるストレス反応の違いを理解す

る。 

 

第１２回 
脳のストレスのとらえ方と身体の反応

（２） 

現代社会の複雑なストレスによるストレス過

剰反応と病気について理解する。 

 

第１３回 
ストレス反応と様々なストレスコーピン

グ 

ストレスコーピングの方法とエステティック

の意義を理解する。 

 

第１４回 
ホメオスタシスとストレスとエステティ

ック（１） 

人の心と身体が、外部の様々な環境に適応出

来ることを知る 
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第１５回 
ホメオスタシスとストレスとエステティ

ック（２） 

人の心と身体が、外部の様々な環境に適応出

来ることを知る 

 

■エー22 生理解剖学Ⅰ 

エステティック専攻 

科目名 

Subject 

生理解剖学Ⅰ 

Physiological AnatomyⅠ 
教員名 柏戸 奈苗 

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 

本科目では、細胞、組織、各器官及び全身の機能（生理学）とともに、人体内の各器官の構

造、形状、位置及び各器官相互の位置関係（解剖学）について学びます。この両者を合わせ

て、人体の全体「正常な人体の構造とその機能」を理解します。また、動物性機能と植物性

機能に大別される生体の機能のうち、動物性機能（細胞、細胞膜の興奮、骨格筋の収縮、神

経の興奮伝導、興奮の伝達、末梢神経系、中枢神経系、感覚、運動及び緊張、声、言語など）

について学習します。 

授業の目標 

1.ヒトの生理機能の中で、特に動物性機能に属する神経、筋、シプナスの働きを理解する。 

2.感覚入力から運動出力までの一連の過程を理解する。 

3.神経ネットワークとしての脳の働きを理解する。 

4.伝達物質、受容体、イオンチャネルなどの特性を理解する。 

5. 人体内の各器官の構造、形状、位置を理解する。 

時間外学習 

（予習・復習） 
必ず復習をして、次の授業に望んでください。 

教科書・教材 

教科書 日本エステティック協会テキスト、プリント 

教材 適宜用意します。 

使用設備・備品 授業により、図書館や視聴覚教材を使用します。 

参考文献 

生理学         真島英信 著 文光堂 

生きていることの生理学 渡辺俊男 著 杏林書院 

人体解剖学ノート    清水勘治 著 金芳堂 

“からだのしくみ”がよくわかる人体ぬりえ 竹内 修二著 PHP 研究所 

ぜんぶわかる人体解剖図 坂井 建雄 、橋本 尚詞 著  成美堂出版 

人体絵本―めくってわかる からだのしくみ   

ジュリアーノ フォルナーリ 著, 加藤 季子 翻訳  ポプラ社 

評価方法 

試験、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 
授業の秩序を乱すものは、単位の認定を行わないことがあるので注意してください。 

＊特に授業中の化粧、私語、無断外出、飲食は厳禁 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名 
認定エステティシャン 

日本エステティック業協会(AEA) 上級エステティシャン 

資格取得の流れ 
認定エステティシャンは、１年次中に統一試験を実施します。 

その他の資格については別途資料を配布します。 
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備 考 

第１回 

オリエンテーション 

 

身体の基本 

 身体の構成成分 

 細胞の微細構造と役割 

 細胞～系 

・ミクロ単位の身体構造を理解する  

第２回 
身体の基本 

  体液と血液 

血液とﾘﾝﾊﾟ液の違いを理解する。 

血液の成分とその役割を理解する。 
 

第３回 

 骨格系＆筋系 

 体区分 

骨格系 

 役割と名称 

施術を行う際に必要な身体各部の名称と役割

を理解する。 
 

第４回 

筋系 

筋肉の役割 

筋肉の種類と構造の特徴 

筋疲労 

施術を行う際に必要な身体各部の名称と役割

を理解する。 
 

第５回 
 筋系 

身体各部の筋とその役割 

施術を行う際に必要な身体各部の名称と役割

を理解する。 
 

第６回 

神経系 

 神経細胞と興奮の伝達 

 神経系の構成 

 中枢神経 

神経系に関する基礎的理解する。  

第７回 末梢神経 

アクチンとミオシンの結合・解離におけるカ

ルシウムイオンおよびＡＴＰの働きを知る。 

筋収縮のエネルギー(ＡＴＰ)を産出するため

の細胞呼吸を復習し、生体におけるエネルギ

ー利用の一つとしての筋収縮を再確認する。

筋におけるエネルギー貯蔵物質としてのクレ

アチンリン酸の存在と働きを知る。単一筋線

維は全か無かの収縮をするが、全筋としては

段階的な収縮をすることを理解する。 

 

第８回 脳と睡眠 

身体内外に加えられた刺激に対して生ずる感

覚にはどのようなものがあるかを知る。 

痛覚は感覚神経末端(自由神経終末)で受容さ

れることを知る。 

痛覚以外の多くについては、感覚受容細胞が

刺激を受容し、それに続く感覚神経によって 

中枢に伝えられることを学ぶ。 

刺激の強弱は感覚神経線維の活動電位の頻度

変化に変換されて中枢に伝えられることを理

解する。 
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第９回 
感覚 

 感覚の分類 

感覚を引き起こす最小の刺激の大きさを絶対

閾値と呼び、刺激の変化を認識できる最小の

刺激変化分を相対閾値と呼ぶことを知る。 

持続刺激に対する感覚の順応と、繰返し刺激

に対する感覚の慣れを学ぶ。感覚に変換され

る過程は大脳皮質で行われるが、感覚は脳の

部に感じず、刺激のある場 所に感じること

を知る。 

 

第１０回 内分泌 

皮膚感覚には触覚、温覚、冷覚、痛覚の 4 種

があり、皮膚にはそれぞれに対応する感覚点

があることを知るとともに、それぞれの受容

器の名称を覚える。 

深部感覚の受容器の一つである筋紡錘につい

て、その形態や働きを知る。 

内臓感覚の概念を知る。 

 

第１１回 呼吸器系 

特殊感覚につき、5種類の感覚のそれぞれの受

容器の構造、感覚受容細胞の名称、作用機 序

の概要を学ぶ。 

 

第１２回 循環器系 

大脳皮質は解剖学的に前頭葉、頭頂葉、側頭

葉、後頭葉、辺縁葉に分けられ、それぞれ機 

能的に分化していることを知る。 

特に体性感覚野と運動野について、身体の各

部との対応を知る。 

中脳、橋、延髄、間脳、小脳について、それら

の機能の概要を学ぶ。 

脊髄の構造を知り、感覚および運動の伝導路

としての機能や反射中枢としての機能を理解

する。 

 

第１３回 消化器系 

意志によって身体の各部を動かす場合におい

て、最初の指令のスタートから最終的な筋収

縮までの一連の過程の概要を知る。 

定型的運動のための中枢プログラムの概念

や、運動中における種々の感覚入力による運

動補正機構を学ぶ。 

 

第１４回  泌尿器系 

大脳皮質連合野の機能や、大脳皮質全体に占

める割合を知る。 

記憶とか学習とかいうものが、実際に脳の構

造的変化や化学的変化と結びつくものである

かを考える。 

 

第１５回 生殖系 動物性機能についての理解を促す。  
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■エー23 栄養学Ⅰ 

エステティック専攻 

科目名 

Subject 

栄養学 Ⅰ 

Nutrition Ⅰ 
教員名 木村 康一 

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 エステティック協会指定テキスト 

教材  

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  
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 オリエンテーション 講義の進め方、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。  
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■エー24 栄養学Ⅱ 

エステティック専攻 

科目名 

Subject 

栄養学Ⅱ 

DieteticsⅡ 
教員名 望月 理恵子 

開講年次 ２年 開講時期 前期 単位 １単位 

必修／選択 選択 授業形態 講義   

科目の概要 

サロンまたは生活の中で使用できる実践的な栄養学を学んでいきます。 

誤った情報に惑わされることなく、科学的根拠に基づいた正しい知識を身につけていきま

す。また、その習得した知識の発信を「押し付ける」のではなく、興味を持って共感して貰

えるような発信をする方法を学びます。こうした行動を起こすことのできる力を「健康力」

と位置付けていますが、この「健康力」のアップこそが健康のレベルを上げ、栄養啓発をす

ることにつながっていくことです。 

正しい知識が「気がついたら身についてしまう」という工夫を手にするために、皆さんが関

心のあるトピックから栄養学を学んでいきます。トピックを中心に正しい知識に触れるこ

との楽しさを感じて栄養学と触れ合い、実践で活用できるようにする手技を身につけてい

きます。 

授業の目標 

正しい健康・栄養情報の収集の仕方、また自身からの情報発信の仕方を学び、より身近な、

健康・栄養学知識を身につけ、トリートメントの一環として、プロとしての栄養アドバイス

ができるようになる。 

時間外学習 

（予習・復習） 
健康情報のトピックスを常にアンテナもって積極的に収集することを勧めます。 

教科書・教材 

教科書 「食と健康のホントがみえる 栄養学」 

教材 追加の資料は、その時にプリントや資料を用意します。 

使用設備・備品 プロジェクター、スクリーン 

参考文献 必要に応じて提示します 

評価方法 

授業後の感想、評価カード、課題レポート、授業参加意欲 

なお、出席数が不足の場合は評価対象とはしません。 

履修上の注意 
エステティシャンのための栄養学Ⅰの単位修得が履修条件です。 

筆記用具は必需品です。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名 健康検定協会認定試験３級受験優待 

資格取得の流れ 単位取得後希望者は、健康検定協会へ申込、受験。 
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 日本人が信じる食と健康の常識 
「健康」の概要を知ることが出来

るようになる 
 

第２回 栄養学の基礎 
栄養学で重要な言葉を理解する

ことが出来るようになる 
 

第３回 身体の仕組みと健康リズム 
正しい身体のリズムと機能を知

ることが出来るようになる 
 

第４回 食材、料理 
食材、料理法の違いについて知る

ことが出来るようになる 
 

第５回 食の安全 
食の危険を知り、日常出来る食の

安全対策が出来るようになる 
 

第６回 食の迷信 

食に関わる迷信を根拠から正し

く理解することが出来るように

なる 

 

第７回 症状・悩み別栄養学① 
身近な悩みを食生活で改善する

策ことが出来るようになる 
 

第８回 症状・悩み別栄養学② 
身近な悩みを食生活で改善する

策を知る 
 

第９回 サプリメントの活用 

正しくサプリメントを利用出来

るように理解することが出来る

ようになる 

 

第１０回 日本と諸外国の食生活習慣 
日本の特徴を知ることが出来る

ようになる 
 

第１１回 ダイエット 

様々なダイエットのメリット、デ

メリットを理解出来るようにな

る 

 

第１２回 美容と栄養 

年代別に必要な栄養と、エイジン

グケアに必要な栄養を知ること

が出来るようになる 

 

第１３回 
食の雑学からの情報発信 

根拠探しの方法 

身近な情報を活用して情報発信

が出来るようになる 
 

第１４回 
食の雑学からの情報発信 

根拠探しの方法 

身近な情報を活用して情報発信

が出来るようになる 
 

第１５回 課題・発表 

身近な情報を活用して授業の中

で発表。伝える技をつけることが

出来るようになる 
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■エー25 エステティック基礎理論Ⅰ 

エステティック専攻 

科目名 

Subject 

エステティック基礎理論Ⅰ 

Basic Theory of Esthetic Ⅰ 
教員名 鈴木 ひろ子 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 エステティックに関わる基礎的な知識を学ぶ。 

授業の目標 

エステティックについての概論、法規、消毒法を理解する。 

特に救急法ではサロンやスパで実際に起きる事例などについて知り、高齢者や疾患を持っ

ている方にどう対処するかを学び適切に対処実践できるようにする。 

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ること。 

教科書・教材 

教科書 日本エステティック協会テキスト 

教材  

使用設備・備品 全身美容実習室・フェイシャル室・講義室 

参考文献  

評価方法 

実技試験、筆記試験 授業を通しての学習意欲 

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 

本授業はエステティックの資格を取得する為に必要な科目であることから、基本的に欠席

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

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

眠りや私語など他の学生に迷惑がかかる様な行為が目立つ場合は、欠席扱い又は教室を退

出させる場合もある。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名 

認定エステティシャン 

日本エステティック業協会(AEA) 上級エステティシャン 

※シデスコインターナショナルエステティシャン資格 

資格取得の流れ 

認定エステティシャンは、１年次中に統一試験を実施します。 

その他の資格については別途資料を配布します。 

※春季・夏季の特別講習を受講した学生が対象 
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 
オリエンテーション 

エステティック概論 

エステティックの歴史、本質を知

ることで真の美は何かを知る。 
 

第２回 エステティック概論 
エステティックの歴史、本質を知

ることで真の美は何かを知る。 
 

第３回 エステティック概論 
エステティックの歴史、本質を知

ることで真の美は何かを知る。 
 

第４回 エステティック概論 
エステティックの歴史、本質を知

ることで真の美は何かを知る。 
 

第５回 エステティック概論 
エステティックの歴史、本質を知

ることで真の美は何かを知る。 
 

第６回 
オリエンテーション 

関連法規 

エステティックに関係する関係

法規について学ぶ｡ 
 

第７回 関連法規 
エステティックに関係する関係

法規について学ぶ｡ 
 

第８回 関連法規 
エステティックに関係する関係

法規について学ぶ｡ 
 

第９回 衛生管理 
一般的な衛生消毒についての知

識、方法を身に付ける｡ 
 

第１０回 衛生管理 
サロンで実践される消毒方法を

身に付ける｡ 
 

第１１回 衛生管理 
サロンで実践される消毒方法を

身に付ける｡ 
 

第１２回 衛生管理 
サロンで実践される消毒方法を

身に付ける｡ 
 

第１３回 救急法 

サロンやスパなどで起こりうる

アクシデントを学ぶ。また高齢者

や疾患を持っている方への対応

を学ぶ 

 

第１４回 救急法 
エステティシャンが行う応急手

当の方法を学ぶ。 
 

第１５回 救急法 
エステティシャンが行う一時救

命の処置を学ぶ。 
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■エー26 エステティック基礎理論Ⅱ 

エステティック専攻 

科目名 

Subject 

エステティック基礎理論Ⅱ 

Basic Theory of Esthetic Ⅱ 
教員名 鈴木 ひろ子 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 エステティックに関わる基礎的な知識を学ぶ。 

授業の目標 

エステティックで必要とされるカウンセリングの基礎知識を身につけ、カウンセリングで

も必須である基本的な栄養学について理解し、様々な職業、年齢（若者から高齢者）、食事

習慣の方へエステティシャンとしてアドバイスできるようにする。 

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ること。 

教科書・教材 

教科書 日本エステティック協会テキスト 

教材  

使用設備・備品 全身美容実習室・フェイシャル室・講義室 他 

参考文献  

評価方法 

 

実技試験、筆記試験、授業を通しての学習意欲 

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 

本授業はエステティックの資格を取得する為に必要な科目であることから、基本的に欠席

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

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

眠りや私語など他の学生に迷惑がかかる様な行為が目立つ場合は、欠席扱い又は教室を退

出させる場合もある。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名 
認定エステティシャン 

日本エステティック業協会(AEA) 上級エステティシャン 

資格取得の流れ 
認定エステティシャンは、１年次中に統一試験を実施します。 

その他の資格については別途資料を配布します。 
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 エステティックカウンセリング 

エステティックで必要とされる

カウンセリングの基礎知識を身

につける。 

 

第２回 エステティックカウンセリング 

エステティックで必要とされる

カウンセリングの基礎知識を身

につける。 

 

第３回 エステティックカウンセリング 

エステティックで必要とされる

カウンセリングの基礎知識を身

につける。 

 

第４回 エステティックカウンセリング 

エステティックで必要とされる

カウンセリングの基礎知識を身

につける。 

 

第５回 エステティックカウンセリング 

エステティックで必要とされる

カウンセリングの基礎知識を身

につける。 

 

第６回 エステティックカウンセリング 

エステティックで必要とされる

カウンセリングの基礎知識を身

につける。 

 

第７回 エステティックカウンセリング 

エステティックで必要とされる

カウンセリングの基礎知識を身

につける。 

 

第８回 エステティックカウンセリング 

様々な職業、年齢（若者から高齢

者）、食事習慣の方へエステティ

シャンとしてアドバイスする 

 

第９回 栄養学 栄養学の基礎知識を身につける。  

第１０回 栄養学 栄養学の基礎知識を身につける。  

第１１回 栄養学 栄養学の基礎知識を身につける。  

第１２回 栄養学 栄養学の基礎知識を身につける。  

第１３回 栄養学 栄養学の基礎知識を身につける。  

第１４回 栄養学 栄養学の基礎知識を身につける。  

第１５回 栄養学 栄養学の基礎知識を身につける。  
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■エー27 エステティック技術理論 

エステティック専攻 

科目名 

Subject 

エステティック技術理論 

Theory of Esthetic techniques 
教員名 鈴木 ひろ子 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 エステティックに関わる基礎的な知識を学ぶ。 

授業の目標 
様々な年齢（若者から高齢者）や肌に合わせたクレンジングの効果と手順を理解する。 

機器を利用した場合の効果とその使用方法を理解する。 

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ること。 

教科書・教材 

教科書 日本エステティック協会テキスト 

教材  

使用設備・備品 全身美容実習室・フェイシャル室・講義室 他 

参考文献  

評価方法 

筆記試験 授業を通しての学習意欲 

 

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 

本授業はエステティックの資格を取得する為に必要な科目であることから、基本的に欠席

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

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

眠りや私語など他の学生に迷惑がかかる様な行為が目立つ場合は、欠席扱い又は教室を退

出させる場合もある。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名 

認定エステティシャン 

日本エステティック業協会(AEA) 上級エステティシャン 

※シデスコインターナショナルエステティシャン資格 

資格取得の流れ 

認定エステティシャンは、１年次中に統一試験を実施します。 

その他の資格については別途資料を配布します。 

※春季・夏季の特別講習を受講した学生が対象 
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 
フェイシャルエステ 

技術理論 

エステティックに関係する関係法規につ

いて知る。 
 

第２回 
フェイシャルエステ 

技術理論 

エステティックに関係する関係法規につ

いて知る。 
 

第３回 
フェイシャルエステ 

技術理論 

エステティックで必要とされるカウンセ

リングの基礎知識を知る。 
 

第４回 
フェイシャルエステ 

技術理論 

エステティックで必要とされる年齢別、

肌別の技術選択の違いを知る。 
 

第５回 
ディープクレンジング 

（ゴマージュ・酵素） 

ディープクレンジングの効果と手順を理

解できる 
 

第６回 
ディープクレンジング 

（ゴマージュ・酵素） 

ディープクレンジングの効果と手順を理

解できる 
 

第７回 
フェイシャル電気機器 

エレクトロクレンジング 

エレクトロクレンジングの効果と手順を

理解し、正確に行うことができる。 
 

第８回 
フェイシャル電気機器 

エレクトロクレンジング 

エレクトロクレンジングの効果と手順を

理解できる。 
 

第９回 

フェイシャル電気機器 

ディープクレンジング 

（ブラシクレンジング） 

ブラシクレンジングの効果と手順を理解

できる。 
 

第１０回 

フェイシャル電気機器 

ディープクレンジング 

（ブラシクレンジング） 

ブラシクレンジングの効果と手順を理解

できる。 
 

第１１回 
フェイシャル電気機器 

導入 （イオントフォレーゼ） 

機器を使った導入の効果と手順を理解で

きる。 
 

第１２回 
フェイシャル電気機器 

導入 （イオントフォレーゼ） 

機器を使った導入の効果と手順を理解で

きる。 
 

第１３回 
フェイシャル電気機器 

機器マッサージ （パター） 

機器を使ったマッサージの効果と手順を

理解できる。 
 

第１４回 
フェイシャル電気機器 

機器マッサージ （パター） 

機器を使ったマッサージの効果と手順を

理解できる。 
 

第１５回 
フェイシャル電気機器 

実技理論と実践  （高周波） 

高周波を使用する２種類のフェイシャル

エステティックの効果と手順を理解でき

る。 
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■エー28 フェイシャルエステⅠ 

エステティック専攻 

科目名 

Subject 

フェイシャルエステⅠ 

Facial Esthetic Ⅰ 
教員名 鈴木 ひろ子 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 
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、日本エステティック協会とエステティック業協会の認定エ

ステティシャン資格実技試験の１つであるフェイシャルマッサージ手技の目的と効果を理

解し、口頭試問に答えられる。肌の状態や年齢（若者から高齢者）によってどの手技が適し

ているかわかる。 

時間外学習 

（予習・復習） 
授業で学んだ内容を復習し、次の授業の内容を実技教科書で予習するよう心掛けること。 

教科書・教材 

教科書 日本エステティック協会テキスト 

教材 フェイシャル教材 

使用設備・備品 フェイシャル室 

参考文献  

評価方法 

実技試験、筆記試験、授業を通しての学習意欲 

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 

本授業はエステティックの資格を取得する為に必要な科目であることから、基本的に欠席

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

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

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

退出させる場合もある。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名 
認定エステティシャン 

日本エステティック業協会(AEA) 上級エステティシャン 

資格取得の流れ 
認定エステティシャンは、１年次中に統一試験を実施します。 

その他の資格については別途資料を配布します。 
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 

第２回 
ポイントメイククレンジング 

目元、口もとのメイクを落とす手順と

目的を理解する。 
 

第３回 

第４回 

ポイントメイククレンジング・ 

スキンアップ 

メイクを落とすことと化粧水を塗布す

る手順と目的を理解する。 
 

第５回 

第６回 

ポイントメイククレンジング・ 

スキンアップ 

メイクを落とすことと化粧水を塗布す

る手順と目的を理解する。 
 

第７回 

第８回 

フェイシャルマッサージ 

（軽擦法） 
軽擦法の目的・効果・手順を理解する。  

第９回 

第１０回 

フェイシャルマッサージ 

（強擦法） 
強擦法の目的・効果・手順を理解する。  

第１１回 

第１２回 

フェイシャルマッサージ 

（揉撚法） 
揉撚法の目的・効果・手順を理解する。  

第１３回 

第１４回 

フェイシャルマッサージ 

（打法） 
打法の目的・効果・手順を理解する。  

第１５回 

第１６回 

フェイシャルマッサージ 

（振動法） 
振動法の目的・効果・手順を理解する。  

第１７回 

第１８回 

フェイシャルマッサージ 

（圧迫法） 
圧迫法の目的・効果・手順を理解する。  

第１９回 

第２０回 

フェイシャルパック 

（肌別対応） 

パック塗布の目的・効果・手順を理解

する。 
 

第２１回 

第２２回 

拭き取り 

（スポンジ） 

パック拭き取りの目的・効果・手順を

理解する。 
 

第２３回 

第２４回 

フェイシャルマッサージ 

（復習） 

クレンジングとマッサージ（基本 6手

技全て）とパックと仕上げまでの目的・

効果・手順を理解する。 
 

第２５回 

第２６回 

フェイシャルマッサージ 

（復習） 

クレンジングとマッサージ（基本 6手

技全て）とパックと仕上げまでの目的・

効果・手順を理解する。 
 

第２７回 

第２８回 

フェイシャルマッサージ 

（復習） 

クレンジングとマッサージ（基本 6手

技全て）とパックと仕上げまでの目的・

効果・手順を理解する。 
 

第２９回 

第３０回 

フェイシャルマッサージ 

チェック 

フェイシャルマッサージの知識（目的・

効果・手順）年齢別、肌別による手技

の選択を正しく理解できているかを確

認し、知識を向上させる。 
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■エー29 フェイシャルエステⅡ 

エステティック専攻 

科目名 

Subject 

フェイシャルエステⅡ 

Facial EstheticsⅡ 
教員名 鈴木 ひろ子 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 

皮膚の基礎知識とフェイシャルエステティックにおける電気機器の効果、禁忌事項、使用方

法を学ぶ。さらに上記を習得したうえでモデルにあったメニュー組み立てのためのカウン

セリング方法を行う。 

授業の目標 

統一試験において必須である皮膚の知識を実際にモデルの肌を触って学ぶことによって統

一筆記試験のための基盤を作る。またを年齢（若者から高齢者）や肌質の違うモデルに適し

たメニューを選択、決定、実行できるようになる。 

本科目を履修することにより、統一試験における皮膚科学、実技試験における電気機器の使

用や選択を習得する。 

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ること。 

教科書・教材 

教科書 日本エステティック協会テキスト 

教材 フェイシャル用教材 

使用設備・備品 フェイシャル室 

参考文献  

評価方法 

実技試験、筆記試験、授業を通しての学習意欲によって評価する。 

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 

本授業はエステティックの資格を取得する為に必要な科目であることから、基本的に欠席

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

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

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

退出させる場合もある。 

 

この科目はエステティック基礎理論Ⅰ及びⅡ、エステティック技術理論、フェシャルエステ

Ⅰ、ボディエステⅠの単位を修得しなければ履修できません。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名 
認定エステティシャン 

日本エステティック業協会(AEA) 上級エステティシャン 

資格取得の流れ 
認定エステティシャンは、１年次中に統一試験を実施します。 

その他の資格については別途資料を配布します。 
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 

第２回 

フェイシャルマッサージ 

クレンジング～仕上げ 

通し 

前期に習得した手順、6手技を肌別、年齢別に

合わせて正確に行うことが出来るようになる。 
 

第３回 

第４回 

フェイシャルマッサージ 

クレンジング～仕上げ 

通し 

前期に習得した手順、6手技を正確に行うこと

が出来るようになる。 
 

第５回 

第６回 

フェイシャルマッサージ 

クレンジング～仕上げ 

通し 

前期に習得した手順、6手技を正確に行うこと

が出来るようになる。 
 

第７回 

第８回 

フェイシャルマッサージ 

クレンジング～仕上げ 

通し 

前期に習得した手順、6手技を正確に行うこと

が出来るようになる。 
 

第９回 

第１０回 

ディープクレンジング 

エレクトロクレンジング 

エレクトロクレンジングの効果と手順を理解

し、正確に行うことができるようになる。 
 

第１１回 

第１２回 

ディープクレンジング 

エレクトロクレンジング 

エレクトロクレンジングの効果と手順を理解

し、正確に行うことができるようになる。 
 

第１３回 

第１４回 

ディープクレンジング 

（ゴマージュ・酵素） 

ディープクレンジングの効果と手順を理解し、

正確に行うことができるようになる。 
 

第１５回 

第１６回 

ディープクレンジング 

（ゴマージュ・酵素） 

ディープクレンジングの効果と手順を理解し、

正確に行うことができるようになる。 
 

第１７回 

第１８回 

ディープクレンジング 

（ブラシクレンジング） 

ディープクレンジングの効果と手順を理解し、

正確に行うことができるようになる。 
 

第１９回 

第２０回 

ディープクレンジング 

（ブラシクレンジング） 

ディープクレンジングの効果と手順を理解し、

正確に行うことができるようになる。 
 

第２１回 

第２２回 

フェイシャル電気機器 

導入 （イオントフォレーゼ） 

機器を使った導入の効果と手順を理解し、正確

に行うことができるようになる。 
 

第２３回 

第２４回 

フェイシャル電気機器 

導入 （イオントフォレーゼ） 

機器を使った導入の効果と手順を理解し、正確

に行うことができるようになる。 
 

第２５回 

第２６回 

フェイシャル電気機器 

機器マッサージ （パター） 

機器を使ったマッサージの効果と手順を理解

し、正確に行うことができるようになる。 
 

第２７回 

第２８回 

フェイシャル電気機器 

機器マッサージ  （パター） 

機器を使ったマッサージの効果と手順を理解

し、正確に行うことができるようになる。 
 

第２９回 

第３０回 

フェイシャル電気機器 

（高周波） 

高周波を使用する２種類のフェイシャルエス

テティックの効果と手順を理解し、正確に行う

ことができるようになる。 
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■エー30 ボディエステⅠ 

エステティック専攻 

科目名 

Subject 

ボディエステⅠ 

Body Esthetics Ⅰ 
教員名 鈴木 ひろ子 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 

ボディエステティックに関わる様々な分野の基礎的な理論を学び、資格試験に合格できる

知識を身に付け、ボディトリートメントの基本となる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、日本エステティック協会とエステティック業協会の認定エ

ステティシャン資格実技試験の１つであるボディマッサージ手技の目的と効果を理解し、

口頭試問に答えられる。肌の状態や年齢（若者から高齢者）によってどの手技が適している

かわかる。 

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ること。 

教科書・教材 

教科書 日本エステティック協会テキスト 

教材 ボディ用教材 

使用設備・備品 全身美容実習室 

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とはしません。 

履修上の注意 

本授業はエステティックの資格を取得する為に必要な科目であることから、基本的に欠席

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

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

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

退出させる場合もある。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名 
認定エステティシャン 

日本エステティック業協会(AEA) 上級エステティシャン 

資格取得の流れ 
認定エステティシャンは、１年次中に統一試験を実施します。 

その他の資格については別途資料を配布します。 
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 

第２回 

オリエンテーション 

ボディ実技理論 

ボディエステティックの種類や効果を理解し

て覚える。 
 

第３回 

第４回 
ボディエステ実技理論 

ボディエステティックの種類や効果を理解し

て覚える。 
 

第５回 

第６回 
ボディエステ実技理論 

ボディエステティックの種類や効果を理解し

て覚える。 
 

第７回 

オリエンテーション 

ボディ実技概要説明 

ベットセッティング 

ボディ実技を行うために必要な事前準備と消

毒の方法を覚える。 
 

第８回 
ボディマッサージ 

（下肢後面） 

全身ボディマッサージの部位の１つである下

肢後面のマッサージ手技を覚える。 
 

第９回 
ボディマッサージ 

（下肢後面通し） 

全身ボディマッサージの部位の１つである下

肢後面のマッサージ手技を覚える。 
 

第１０回 

ボディマッサージ 

（臀部・腰背部） 

拭き取り 

全身ボディマッサージの部位の１つである臀

部・腰背部のマッサージ手技と拭き取り方法

を覚える。 
 

第１１回

第１２回 

ボディマッサージ 

（後面通し） 

全身ボディマッサージの後面のマッサージ手

技（下肢後面・臀部・腰背部）を覚える。 
 

第１３回

第１４回 

ボディマッサージ 

（後面通し） 

全身ボディマッサージの後面のマッサージ手

技（下肢後面・臀部・腰背部）を覚える。 
 

第１５回

第１６回 

ボディマッサージ 

（後面通し） 

全身ボディマッサージの後面のマッサージ手

技（下肢後面・臀部・腰背部）を覚える。 
 

第１７回

第１８回 

ボディマッサージ 

（下肢前面・上肢） 

全身ボディマッサージの部位の１つである下

肢前面と上肢のマッサージ手技を覚える。 
 

第１９回

第２０回 

ボディマッサージ 

（下肢前面・上肢） 

全身ボディマッサージの部位の１つである下

肢前面・上肢のマッサージ手技を覚える。 
 

第２１回

第２２回 

ボディマッサージ 

（下肢前面・上肢通し） 

全身ボディマッサージの部位の１つである下

肢前面・上肢のマッサージ手技を覚える。 
 

第２３回

第２４回 

ボディマッサージ 

（下肢前面・上肢通し） 

全身ボディマッサージの部位の１つである腹

部とデコルテのマッサージ手技を覚える。 
 

第２５回

第２６回 

ボディマッサージ 

（腹部・デコルテ） 

拭き取り 

ボディマッサージ （腹部・デコルテ） 

拭き取り 通し 
 

第２７回

第２８回 

ボディマッサージ 

（腹部・デコルテ） 

拭き取り 通し 

ボディマッサージ （前面通し） 

年齢別、肌別による手技の選択を正しく理解

できているかを確認し、知識を向上させる。 
 

第２９回

第３０回 

ボディマッサージ 

（前面通し） 

チェック 

ボディマッサージ （前面通し） 

年齢別、肌別による手技の選択を正しく理解

できているかを確認し、知識を向上させる。 
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■エー31 ボディエステⅡ 

エステティック専攻 

科目名 

Subject 

ボディエステⅡ 

Body EstheticsⅡ 
教員名 鈴木 ひろ子 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 

資格取得のために必要なボディ知識を学ぶ。皮膚の基礎知識とボディエステティックにお

ける電気機器の効果、禁忌事項、使用方法を学ぶ。さらに上記を習得したうえでモデルにあ

ったメニュー組み立てのためのカウンセリング方法を行う。 

授業の目標 

統一試験において必須である皮膚の知識を実際にモデルの肌を触って学ぶことによって統

一筆記試験のための基盤を作る。またを年齢（若者から高齢者）や肌質の違うモデルに適し

たメニューを選択、決定、実行できるようになる。 

本科目を履修することにより、統一試験における皮膚科学、実技試験における正しい電気機

器の使用や選択を習得する。 

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ること。 

教科書・教材 

教科書 日本エステティック協会テキスト 

教材 ボディ用教材 

使用設備・備品 全身美容実習室 

参考文献  

評価方法 

 

実技試験、筆記試験、授業を通しての学習意欲によって評価する。 

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 

本授業はエステティックの資格を取得する為に必要な科目であることから、基本的に欠席

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

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

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

退出させる場合もある。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名 
認定エステティシャン 

日本エステティック業協会(AEA) 上級エステティシャン 

資格取得の流れ 
認定エステティシャンは、１年次中に統一試験を実施します。 

その他の資格については別途資料を配布します。 
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 

第２回 

オリエンテーション 

ボディ実技理論 

（禁忌事項・口頭試問） 

ボディ機器準備方法や使用方法や肌

別、年齢別の禁忌事項を理解する。 
 

第３回 

第４回 

ボディ実技理論 

（禁忌事項・口頭試問） 

ボディ機器準備方法や使用方法や禁忌

事項を理解する。 
 

第５回 

第６回 

バイブレーター機器 

（全身） 

バイブレーター機器の正しい使用方法

を理解する。 
 

第７回 

第８回 

バイブレーター機器  （全身） 

通し 

口頭試問 

バイブレーター機器の正しい使用方法

を覚え理解する。機器の口頭試問に適

切に答えることが出来る。 
 

第９回 

第１０回 
低周波機器 （パーツ別レイアウト） 

低周波機器の正しい使用方法を理解す

る。 
 

第１１回

第１２回 

低周波機器 （パーツ別レイアウト） 

通し 

低周波機器の正しい使用方法を理解す

る。 
 

第１３回

第１４回 

低周波機器 （パーツ別レイアウト） 

通し 

口頭試問 

低周波機器の正しい使用方法を理解す

る。 

機器の口頭試問に適切に答えることが

出来る。 

 

第１５回

第１６回 

低周波機器の正しい使用方法を覚え

る。 

口頭試問。 

低周波機器のパーツ別レイアウトがで

きる。機器の口頭試問に適切に答える

ことが出来る。 
 

第１７回

第１８回 

低周波機器の正しい使用方法を覚え

る。 

口頭試問。 

低周波機器のパーツ別レイアウトがで

きる。機器の口頭試問に適切に答える

ことが出来る。 
 

第１９回

第２０回 

バイブレーター機器と低周波機器を正

しく使用できるか確認する。 

機器に関する口頭試問を覚えているか

確認する。 

バイブレーター機器、低周波機器を正

しい知識を理解する。機器の口頭試問

に適切に答えることが出来る。 

 

第２１回

第２２回 
ボディ実技通し(機器を含む) 

規定時間内に正確に機器を選択し、適

切に使用する。機器の口頭試問に適切

に答えることが出来る。 

 

第２３回

第２４回 
ボディ実技通し(機器を含む) 

規定時間内に正確に機器を選択し、適

切に使用する。機器の口頭試問に適切

に答えることが出来る。 

 

第２５回

第２６回 
ボディ実技通し(機器を含む) 

規定時間内に正確に機器を選択し、適

切に使用する。機器の口頭試問に適切

に答えることが出来る。 

 

第２７回

第２８回 
ボディ実技通し(機器を含む) 

規定時間内に正確に機器を選択し、適

切に使用する。機器の口頭試問に適切

に答えることが出来る。 

 

第２９回

第３０回 
ボディ実技通し(機器を含む) 

規定時間内に正確に機器を選択し、適

切に使用する。機器の口頭試問に適切

に答えることが出来る。 
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■エー32 脱毛 

エステティック専攻 

科目名 

Subject 

脱毛 

Depilation Techniques 
教員名 鈴木 ひろ子 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 実習   

科目の概要 エステティックにおける脱毛技術、知識を学ぶ。 

授業の目標 

ワックス脱毛の基本的な知識、テクニックを学ぶ。また、脱毛を行う際に知っておくべき皮

膚疾患や毛髪科学、衛生管理、禁忌事項を学ぶ。肌別、年齢別（若者から高齢者）において

の注意点も学ぶ。 

日本エステティック協会の認定エステティシャン資格実技試験の１つである「ワックス脱

毛」を習得し、正しくできる。 

時間外学習 

（予習・復習） 
授業で学んだ内容を復習し、次の授業の内容を実技教科書で予習するよう心掛けること。 

教科書・教材 

教科書 日本エステティック協会テキスト 

教材 ボディ用教材 

使用設備・備品 全身美容実習室 

参考文献  

評価方法 

実技試験、筆記試験、授業を通しての学習意欲によって評価する。 

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 

本授業はエステティックの資格を取得する為に必要な科目であることから、基本的に欠席

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

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

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

退出させる場合もある。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名 
認定エステティシャン 

日本エステティック業協会(AEA) 上級エステティシャン 

資格取得の流れ 
認定エステティシャンは、１年次中に統一試験を実施します。 

その他の資格については別途資料を配布します。 
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 
オリエンテーション 

脱毛理論① 

毛の構造、役割、メカニズムを理

解する。年齢別（高齢者）の注意

点を学ぶ 

 

第２回 脱毛理論② 
ワックス脱毛における禁忌事項、

皮膚疾患、衛生消毒を理解する。 
 

第３回 ワックス脱毛実技 
手順を正確に覚え、手早く取り残

しなく脱毛出来るようになる。 
 

第４回 ワックス脱毛実技 
手順を正確に覚え、手早く取り残

しなく脱毛出来るようになる。 
 

第５回 ワックス脱毛実技 
手順を正確に覚え、手早く取り残

しなく脱毛出来るようになる。 
 

第６回 ワックス脱毛実技 
手順を正確に覚え、手早く取り残

しなく脱毛出来るようになる。 
 

第７回 ワックス脱毛実技 
手順を正確に覚え、手早く取り残

しなく脱毛出来るようになる。 
 

第８回 ワックス脱毛実技 
手順を正確に覚え、手早く取り残

しなく脱毛出来るようになる。 
 

第９回 ワックス脱毛実技 
手順を正確に覚え、手早く取り残

しなく脱毛出来るようになる。 
 

第１０回 実技試験模擬 
時間内に技術を終え、かつ的確に

質問に答えることが出来る。 
 

第１１回 実技試験模擬 
時間内に技術を終え、かつ的確に

質問に答えることが出来る。 
 

第１２回 実技試験模擬 
時間内に技術を終え、かつ的確に

質問に答えることが出来る。 
 

第１３回 実技試験模擬 
時間内に技術を終え、かつ的確に

質問に答えることが出来る。 
 

第１４回 
実技まとめ 

技術力チェック 
現場で使える技術を身につける。  

第１５回 
実技まとめ 

技術力チェック 
現場で使える技術を身につける。  
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■エー33 サロン実習 

エステティック専攻 

科目名 

Subject 

サロン実習 

Beauty Salon Practice 
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 必修 授業形態 実習   

科目の概要 

オープンキャンパスや学苑祭などの各種イベントを通じ、学生同士ではなく高校生や 

外部のお客様に対して施術を行う際に必要となるホスピタリティや言葉遣いなどの社会人

基礎力を学ぶ。 

また自分たちでサロンを運営することにより、より実戦に近い環境で学ぶ。 

授業の目標 

エステティシャンとして、また一人の社会人として必要とされる社会人基礎力を学ぶとと

もに、接客業に必要となるホスピタリティやお客様に喜んでいただける技術や知識を身に

つける。また、実際に生活習慣や年齢（若者から高齢者）が違う方の肌に触ることによって

その人それぞれにあった会話や施術を習得できる。 

時間外学習 

（予習・復習） 
 

教科書・教材 

教科書 日本エステティック協会テキスト 

教材  

使用設備・備品 全身美容実習室・フェイシャル室、 その他 

参考文献  

評価方法 

各種イベントの成功のために周囲と協力して積極的に携わっていたかを評価します。 

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 

本授業はエステティックの資格を取得する為に必要な科目であることから、基本的に欠席

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

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

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

退出させる場合もある。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名 
認定エステティシャン 

日本エステティック業協会(AEA) 上級エステティシャン 

資格取得の流れ 
認定エステティシャンは、１年次中に統一試験を実施します。 

その他の資格については別途資料を配布します。 
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 

オープンキャンパス 

初めて会うお客様への誘導、お声

掛け、施術を行うと同時に、ホス

ピタリティの大切さを学ぶ。 

 

第２回  

第３回  

第４回 

オープンキャンパス 

初めて会うお客様への誘導、お声

掛け、施術を行うと同時に、ホス

ピタリティの大切さを学ぶ。 

 

第５回  

第６回  

第７回 

学苑祭準備 

サロン開店を想定し、店舗のレイ

アウトや飾りつけ、必要物品など

を準備することにより実際に現

場で必要な考え方や物品などを

知る。 

高齢者、妊婦などいつもとは違う

お客様への対応を学ぶ。 

 

第８回  

第９回  

第１０回 

学苑祭 (サロン運営) 

集客、ＣＳ、スタッフ同士のコミ

ュニケーションなど、店舗がスム

ーズに運営できるように考え協

力、工夫することで普段の授業で

は学ぶことのできない現場力を

身につける。高齢者、妊婦などい

つもとは違うお客様への対応を

学ぶ。 

 

第１１回  

第１２回  

第１３回 

学苑祭 (サロン運営) 

集客、ＣＳ、スタッフ同士のコミ

ュニケーションなど、店舗がスム

ーズに運営できるように考え協

力、工夫することで普段の授業で

は学ぶことのできない現場力を

身につける。高齢者、妊婦などい

つもとは違うお客様への対応を

学ぶ。 

 

第１４回  

第１５回  
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■エー34 メイクアップⅠ 

エステティック専攻 

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 後期 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、サロンで必要

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。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（第 8回～）。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名  

資格取得の流れ  
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 
教材の理解、メイクアップの歴

史、スキンケア 

化粧品の種類を理解、メイクア

ップの歴史を理解する。 
 

第２回 スキンケア、コンシーラー 
スキンケアの重要性、肌の均一

な美しさを理解する。 
 

第３回 
ファンデーション、ハイ＆ロー

ライト 

ベースメイクの重傷性、基礎的

な立体感を理解する。 
 

第４回 フェイスプロポーション 
顔の形やパーツの配置を理解す

る。 
 

第５回 アイシャドウ 
基礎的なアイシャドウの入れ方

を理解する。 
 

第６回 アイライン、マスカラ 
基礎的なアイラインの入れ方、

マスカラの使い方を理解する。 
 

第７回 アイブロウ 
アイブロウの入れ方、数種類の

道具の使い方を理解する。 
 

第８回 リップ＆チーク 
基礎的なリップカラー、チーク

カラーの入れ方を理解する。 
 

第９回 トータルメイクアップ 
メイクアップ全体をバランスよ

く仕上げられる。 
 

第１０回 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 総括作品作成 
学んだ内容を全て時間内に表現

できる。 
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■エー35 基礎ネイル技術 

エステティック専攻 

科目名 

Subject 

基礎ネイル技術 

Basic Nail Techniques 
教員名 加藤 宏美、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 
トータルエステティックアドバイザー（TEA）に対応したテクニックを身につける。 

JNE3 級取得を目標とする。 

授業の目標 

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。 

エステティシャンとしてハンド＆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。 

＊ネイルケア・マッサージ・カラーリングまで片手３０分以内 

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 ＪＮＥ3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。  

＊受験料は自己負担 
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 

道具、器具の説明、 

テーブルセッティング 

ネイルの歴史 

道具、器具の役割を理解する。  

第２回 

手指消毒 

ネイル技術体系 

検定受験について 

衛生的に道具器具を取り扱える

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られるよう

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られるよう

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、器具を正確に扱い、時間内

に作業を終えられるようになる。 
 

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。 
 

  



78 
 

第１６回 
ハンドマッサージ 

理論小テスト② 
マッサージの手順の習得 

理論小テスト範囲： 

授業５回以降の内容 

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 

技術まとめ 

消毒～カラーリングまで 

（６０分） 

衛生面において不備が無く、正し

く扱える 

減点事項 

私語、衛生面の不備 

道具忘れ、携帯音 など 

第３０回 

技術まとめ 

消毒～カラーリングまで 

（６０分） 

爪の長さ、形が揃えられ、全ての

作業がスムーズに行える 
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■エー36 着装技術Ⅰ 

エステティック専攻 

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） 
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 

オリエンテーション 

ト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 
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■エー37 サロン経営学 

エステティック専攻 

科目名 

Subject 

サロン経営学 

Beauty Salon Management 
教員名 榎戸 淳一 

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 

この講座では、「エステティシャンとして働く」とはどういうことかを学びます。その

中で、様々なサロン形態、キャリアプラン、給与をいただくこと、売上を上げることな

どの意味を学んでいきます。後半には、実際にはどのようにサロンは売上を上げ、サロ

ンマネジメントをしているのかを学び、将来のサロンオーナー、店長の仕事の基礎を学

びます。 

授業の目標 

職業としての「エステティシャン」を学習することで、社会人の基本知識を習得し、就

職後にも役立てるだけではなく、サロン運営のマネジメント能力の基礎を育成してい

きます。また、エステティック業界全体をイメージにとらわれず、正確な知識を得るこ

とで、就職活動の際にも、役立つようにしていきます。 

時間外学習 

（予習・復習） 
積極的に様々なサービス業を体験しておくこと。 

教科書・教材 

教科書 

「サロンはスタッフ育成で９９％決まる！」（代官山ブックス） 

「愛されるエステティシャンの秘密！」（BAB ジャパン） 

「サロンとスタッフが輝く２８+８の成功法則！」（フレグランスジャー

ナル） 

教材 必要に応じて資料を配布します 

使用設備・備品 特になし 

参考文献 特になし 

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 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 日本エステティック業協会(AEA) 上級エステティシャン 

資格取得の流れ 
認定エステティシャンは、１年次中に統一試験を実施します。 

その他に関しては、授業内および掲示にて連絡します。 
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 「働く」とは何か？ 
将来就職して、働く意味、働く目

的を理解する。 
 

第２回 エステティック業界の現状 

エステティック業界をとりまく

環境について、基本的な知識を理

解、習得する。 

 

第３回 多種多様なサロン形態 

エステティックサロンの多種多

様なサロン形態のそれぞれの特

徴を理解、習得する。 

 

第４回 キャリアデザイン 

キャリアデザインについての基

本を知り、自分のキャリアについ

て考える。 

 

第５回 働く上での権利と義務 

自分の労働に対し、なぜ給料や社

会保険が支払われるのかなど、給

与計算の基礎を理解する。 

 

第６回 顧客満足 

サロン体験をもとに、良かったこ

と、良くなかったことを自分たち

で導きだす。 

 

第７回 売上を上げる 

繁盛店のサロンオーナーをゲス

トに呼んで、売上向上の秘訣を学

ぶ。 

 

第８回 サロンマーケティング１ 
新規集客について、様々なサロン

が行っている取り組みを学ぶ。 
 

第９回 サロンマーケティング２ 

お客様のリピート率向上のため

に、様々なサロンが行っている取

り組みを学ぶ。 

 

第１０回 従業員満足 

インターンやアルバイトの経験

をもとに、働きやすい環境につい

て自分たちで導きだす。 

 

第１１回 スタッフを教育する 

繁盛店のサロンオーナーをゲス

トに呼んで、スタッフ教育の秘訣

を学ぶ 

 

第１２回 サロンマネジメント１ 

スタッフ教育、給与体系、自主性

向上について、様々なサロンが行

っている取り組みを学ぶ。 

 

第１３回 サロンマネジメント２ 
エステティックサロンに関わる

法律について、理解、習得する。 
 

第１４回 業界全体の取り組み 
「エステティックグランプリ」の

取り組みについて理解を深める。 
 

第１５回 まとめ 
全１４回の講座のエッセンスを

再度復習し、理解を深める。 
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■エー38 フィットネス 

エステティック専攻 

科目名 

Subject 

フィットネス 

Fitness 
教員名 山口 智子 

開講年次 ２年 開講時期 後期 単位 ２単位 

必修／選択 選択 授業形態 演習   

科目の概要 ヨガ哲学や呼吸法、アーサナ（ポーズ）を通じてカラダとココロの関係を学ぶ。 

授業の目標 

「ヨガはカラダを通じてココロを調えるものである」ということを知る。 

ヨガは生き方そのものである。 

更にヨガの枠にとらわれず、さまざまな方法でセルフメンテナンスも学ぶ。 

時間外学習 

（予習・復習） 
ヨガ・瞑想を実践。 

教科書・教材 

教科書  

教材 追加の資料は、必要な際に用意します。 

使用設備・備品 ヨガマット バスタオル フェイスタオル ノート。 

参考文献 必要に応じて提示します 

評価方法 

授業態度およびテスト 

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 
・授業内容の筆記は必需です。自分のノートをしっかり作っていってください。  

・体を動かしますのでその日の体調（不調・ケガなど）は始業前に報告してください。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名  

資格取得の流れ  
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 オリエンテーション サットサンガを知る  

第２回 ヨガの種類。 
ヨガとは何か 

ヨガ独特の世界観を知る 
 

第３回 太陽礼拝 
アーサナ（ポーズ）のヨガの 

代表的な動きを知る  
 

第４回 八支則 ヨガ哲学を知る  

第５回 呼吸法 アーサナの先を知る①  

第６回 瞑想 アーサナの先を知る②  

第７回 チャクラとエネルギー チャクラとエネルギーを知る  

第８回 マントラ 音の力を知る  

第９回 アーユルヴェーダ インドの伝承医学を知る  

第１０回 陰ヨガ・経絡の話 
陰ヨガを通じて 

東洋医学の考えを知る 
 

第１１回 セルフほぐし 
セルフリンパドレナージュ・ 

均整術を知る 
 

第１２回 立ち方・歩き方 正しい立ち方・歩き方を知る  

第１３回 
２人ヨガ・グループヨガ・ 

アクロヨガ 
協力する力を知る  

第１４回 課題 太陽礼拝をリードする  
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第１５回 インドの神様 個性的なインドの神様を知る  
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■エー39 ヘアテクニック 

エステティック専攻 

科目名 

Subject 

ヘアテクニック 

Hairstyling Techniques 
教員名 美容教員 

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 

総合的な美しさを捉えるうえで、髪や頭皮に関する知識を理解し、ヘッドスパやヘアスタイ

ルなど美しさをケアしていく幅広い技術が必要とされる。健康的な髪を傷めないように保

つ、もしくは傷んだ髪を正しく修復する、また頭皮を健やかに保つために必要となるスキャ

ルプトリートメント技術をヘッドスパやマッサージの実践を通して学ぶ。また、ヘアスタイ

ルのアレンジ技術を学び、バリエーション豊かなスタイルを学んでいく。 

授業の目標 
ヘアテクニックに関する基礎的な知識を理解し、技術が行えるようになる。 

ヘッドスパからヘアスタイルのアレンジまで幅広くヘアテクニックを学ぶ。 

時間外学習 

（予習・復習） 
授業内容の復習を行い、より深く理解しながら知識や技術を身につけていく。 

教科書・教材 

教科書 なし 

教材 へアテクニック道具類、適宜プリント配布 

使用設備・備品 美容実習室・シャンプー室使用 

参考文献 美容技術理論１・２、新エステティック学－技術編Ⅰ 

評価方法 

授業態度、チェックを総合して評価する。 

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 相モデル及び実習が主となるため、授業態度、道具の不備、欠席等に注意すること。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名  

資格取得の流れ  
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 

オリエンテーション 

セルフアップの確認 

アップスタイルの基礎 

授業内容及び道具の扱い方・身だしなみ

を理解する。 

ヘアの扱い方を理解する。 

 

第２回 
ヘアアレンジ① 

ブレイドⅠ 

ヘアスタイルを仕上げるための基礎的

なブレイドテクニックが出来るように

なる。 

 

第３回 
ヘアアレンジ② 

ブレイドⅡ 

ヘアスタイルを仕上げるための応用的

なブレイドテクニックが出来るように

なる。 

 

第４回 
ヘアアレンジ③ 

ﾎｯﾄｶｰﾗｰ/ｱｲﾛﾝ/ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾗｲﾃｸﾆｯｸ 

ヘアスタイルを仕上げるうえでのオリ

ジナルセットの技術が出来るようにな

る。 

 

第５回 
ヘアアレンジ④ 

ヘアゴムテクニックⅠ 

ヘアゴムを使用したアレンジスタイル

が出来るようになる。 
 

第６回 
ヘアアレンジ⑤ 

ヘアゴムテクニックⅡ 

ヘアゴムを使用した応用的なアレンジ

スタイルが出来るようになる。 
 

第７回 
ヘアアレンジ⑥ 

アップⅠ（夜会巻） 

夜会巻のヘアスタイルが出来るように

なる。 
 

第８回 
ヘアアレンジ⑦ 

アップⅡ（シニヨンスタイル） 

シニヨンスタイルのヘアスタイルが出

来るようになる。 
 

第９回 
ヘアアレンジ⑧ 

アレンジスタイルの組み合わせ 

これまで習得した技術を複数使用した

ヘアアレンジをする。 
 

第１０回 
ヘアアレンジ⑨ 

ヘアアレンジの自由制作 

ヘアアレンジを美齢学のトータルビュ

ーティのひとつとして作品を制作する。 
 

第１１回 
ヘアケア① 

指圧マッサージ 

毛髪の基礎知識ならびにスキャルプ・指

圧マッサージ技術が出来るようになる。 
 

第１２回 
ヘアケア② 

シャンプー技術Ⅰ 

バックシャンプー技術を習得する。（シ

ャンプー台の使い方、プレーンリンス～

シャンプーまで） 

 

第１３回 
ヘアケア③ 

シャンプー技術Ⅱ 

バックシャンプーの技術を習得する。

（トリートメントまでの一通りの流れ） 
 

第１４回 
ヘアケア④ 

ヘッドスパⅠ 

ヘッドスパ技術における頭皮ケアを重

点的に習得する。 
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第１５回 
ヘアケア⑤ 

ヘッドスパⅡ 

ヘッドスパ技術におけるトリートメン

トを重点的に習得する。 
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■エー40 エステティシャンのための介護 

エステティック専攻 

科目名 

Subject 

エステティシャンのための介護 

Care for Esthetician 
教員名 大西 典子 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 演習   

科目の概要 

高齢者や障がい者を含むすべての人がその人のライフサイクルのあらゆる場面で、「美しく

する」という美容を、生活をより豊かに楽しむことの手段として提供してきました。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。つまり、美齢学を

社会に還元している形です。具体的に美容福祉を学ぶことで多くの学問領域との関連を理

解することに繋げます。 

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） 
新聞や雑誌などのニュースやボランティアなどで積極的に対象の理解を深める。 

教科書・教材 

教科書 三訂 美容福祉概論 その知識と実践技術 学校法人山野学苑編集 

教材 適宜プリント 

使用設備・備品 授業により、図書館や視聴覚教材を使用します。 

参考文献 
「触れる・癒す・あいだをつなぐ手 TE-ARTE 学入門」「手の治癒力」 

「障害の理解」「認知症の理解」など 

評価方法 

小テスト、グループワークの貢献度、提出物などを見て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 
グループワークなどの機会が多いため、お互いの協力体制や、個々の意見を尊重しお互いを

高め合える姿勢や態度を希望します。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名  

資格取得の流れ  
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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 

美容福祉がソーシャルビジネスとして新たな事業

展開を進めていること。特に「癒し」に関わること

のできる、エステティックは、高齢者や障がい者は

もとより生活に「癒し」を求める人たちに貢献する、

新しい展開のかたちとなることを理解する。 

三訂美容福祉

概論テキスト

使用 

 

第２回 
地域社会の課題① 

（高齢者） 

高齢者の現状と高齢者のこころとからだの特性を理

解し、エステティックによる施術時に配慮すべきこ

とを学ぶ 

 

第３回 
地域社会の課題② 

（がんサバイバー） 

がんサバイバーの意味と現状を理解し、エステティ

ックによる施術時に配慮すべきことを学ぶ 
 

第４回 
地域社会の課題③ 

（障がい者） 

様々な障害の意味と現状を理解し、エステティック

による施術時に配慮すべきことを学ぶ 
 

第５回 
地域社会の課題④ 

（認知症） 

認知症者の現状と認知症について理解し、認知症サ

ポーターとなることができる 
 

第６回 
介助技術① 

高齢者の心と身体の理解 

加齢に伴う身体の変化を擬似体験を通して理解す

るとともに高齢者に対する接客時の配慮ができる

ようになる 

 

第７回 
介助技術② 

障がい者の心と身体の理解 

車いすを使用する人の障がいについて、車いす体験

を通して理解するとともに車いすを利用する人の

接客時の配慮ができるようになる。 

 

第８回 

介助技術③ 

エステサロンでの高齢者・

障がい者対応方法 

麻痺のある人の衣服着脱や杖歩行、段差の誘導を体

験し、麻痺のある人の理解をするとともに、接客時

の配慮ができるようになる。 

 

第９回 五感に対するケア方法① 
五感に心地よい配慮とは何か、またそれらを考慮し

たセルフケア美容講座を体験し、展開方法を学ぶ 
 

第１０回 五感に対するケア方法② 
五感に心地よい配慮を取り入れた美容講座をグルー

プで計画する 
 

第１１回 五感に対するケア方法③ 
五感に心地よい配慮を取り入れた美容講座をグルー

プで実施する 
 

第１２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 

がんの症状と化学療法による外見の変化を理解し、

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、統合医療の現状などを理解する 

 

第１３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。 

 

第１４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 
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第１５回 
今後のエステティックの課

題と展望のまとめ 

今までの学びを通し、様々な地域社会課題に対して

エステティックをビジネス手段として、取り組むた

めの方法を考える 
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■エー41 ジェロントロジー 

エステティック専攻 

科目名 

Subject 

ジェロントロジー（USC) 

Gerontology 
教員名 五十嵐 靖博 

開講年次 １年 開講時期 通年 単位 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。美齢学の基礎を習得する。 

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『生き方の革命：ますます輝く人生を』IN通信社 

R.C.アッチェリー・A.S.バルシェ著『ジェロントロジー：加齢の価値と

社会の力学』きんざい 

評価方法 
各ビデオプログラムのなかで、アクテビティーとして課題を提示する。 

全てのレッスンを修了しない場合は評価の対象にならない。 

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ます。 
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 イントロダクション 
ジェロントロジーの概要を知り、職業生

活との関係を理解する。 
e-learning 

第２回 
エージングに関する 

固定概念 
固定観念とその否定的影響を理解する。 e-learning 

第３回 ライフコース 
ライフコースとは何かを知り、それに関

する諸理論を理解する。 
e-learning 

第４回 介護と社会支援 
豊かなエージングのために社会的支援

が重要なことを理解する。 
e-learning 

第５回 エージングの社会学 
高齢化が社会に与える様々な影響を理

解する。 
e-learning 

第６回 
加齢によるパーソナリ

ティの変化 

パーソナリティの諸理論と加齢による

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 
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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QOLの関

係を理解する。 
e-learning 

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QOLを向上させる人間工学的デザ

インを理解。 
e-learning 

第２５回 
相続、その他の高齢者を

めぐる諸問題１ 

相続など高齢者に関する法的,倫理的諸

問題を考察する。 
e-learning 

第２６回 
相続、その他の高齢者を

めぐる諸問題２ 

高齢者をめぐる様々な社会問題や家族

関係の問題を考察する。 
e-learning 

第２７回 高齢者の虐待 
日本とアメリカにおける高齢者の虐待

の現状を知り、対策を考える。 
e-learning 

第２８回 
日常性のストレスと 

エージング 

高齢者のストレスとその影響、ストレス

対処法を理解する。 
e-learning 
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■エー42 インターンシップ 

エステティック専攻 

科目名 

Subject 

インターンシップ 

Internship 
教員名 鈴木 ひろ子 

開講年次 １年 開講時期 － 単位 １単位 

必修／選択 選択 授業形態 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。 

 

第２９回 
フリーラジカルと 

ホルモン 

フリーラジカルとホルモンによる生物

学的影響とエージングとの関係を理解

する。 

e-learning 

第３０回 総括 
ジェロントロジーを俯瞰する視座を習

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

合同ゼミで成果発表をしてもらう場合があります。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名  

資格取得の流れ  
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 事前教育１ インターンシップを理解する 授業の目的を把握する 

第２回 事前教育２ 社会人常識を学ぶ 
インターンシップ先で困

らないための準備 

第３回 事前教育３ 社会人常識を学ぶ 
インターンシップ先で困

らないための準備 

第４回 事前訪問 

事前に企業研究を行い、 

インターンシップ先について理

解する。 

担当教員に報告 

第５回 インターンシップ 

毎日目標を持って日々の業務に

取り組み、仕事の理解を深める 

日誌を書いてふりかえる 

状況に応じて担当教員に

報告 

第６回 インターンシップ 

第７回 インターンシップ 

第８回 インターンシップ 

第９回 インターンシップ 

第１０回 インターンシップ 

第１１回 インターンシップ 

第１２回 インターンシップ 

第１３回 インターンシップ 

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 



99 
 

第１５回 
インターンシップの成果につい

て報告する 

自分の経験を発表することでプ

レゼンテーション等の知識、技術

を学ぶ。 

学習の成果の確認 
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■エー43 特別活動 

エステティック専攻 

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。

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。 

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、授業意欲で評価する。課題やレポート提出。 

なお、出席数が不足の場合は評価対象とはしません。 

履修上の注意 実施については、掲示板を確認すること。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名  

資格取得の流れ  
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 

※学校行事について 

①すべて出席をもって評価対象

とする。 

 

※特別講師による講演、授業につ

いて 

①全員出席すること 

②課題・レポート等課された場合 

提出によって評価対象とする。 

 

※ボランティア活動について 

①原則八王子市から提供されて

いる活動に参加すること。 

（地方出身学生については地元で

の活動を認める場合もある） 

②必ず年 1回以上参加すること。 

③参加に関しては各個人で申請

すること。ただし、通常授業を避

け、時間割で空いている時間帯に

するか、夏季、冬季、春季休業期

間中、土日祝祭日を利用するこ

と。 

④活動終了後は、ボランティア活

動報告書にサイン等をもらって

ゼミ担当へ提出すること。 

 

ホスピタリティ及びコミュニケ

ーション力等の社会人基礎力を

養うことを期待する。 

 

第２回 

第３回 

第４回 

第５回 

第６回 

第７回 

第８回 

第９回 

第１０回 

第１１回 

第１２回 

第１３回 

第１４回 

第１５回 
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■エー44 皮膚科学Ⅰ 

エステティック専攻 

科目名 

Subject 

皮膚科学Ⅰ 

DermatologyⅠ 
教員名 柏戸 奈苗 

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 

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、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。学生が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。センター試験問題を

確実に理解できるようになる。 

時間外学習 

（予習・復習） 

毎回、授業終了前に小テスト（センター問題から出題）を行います。解説を致しますので、

テストの復習を必ず行ってください。 

教科書・教材 

教科書 
新エステティック学理論編Ⅰ 日本エステティック協会教育研究委員

会編 日本エステティック協会  2009 

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 第 2版 清水宏 著 中山書店 2011 

美容皮膚科学 改定 2版 日本美容皮膚科学会編 南山堂 2009 

評価方法 
期末試験、毎回行う小テスト、授業への取り組みを総合して評価する。 

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  
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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.皮膚の構造と働き ①皮膚の面

積と重さ ②皮膚表面の構造 ③

皮膚の厚さと大まかな構造 

2．皮膚の構造、機能、役割について学び、

理解する。 

ｾﾝﾀｰ試験問題が

解ける。 

第２回 
④表皮  

⑤－1皮脂腺 皮膚の構造、機能、役割について学び、

理解する。 

ｾﾝﾀｰ試験問題が

解ける。 

第３回 
⑤－2汗腺 ⑥真皮  

⑦皮下組織 

ｾﾝﾀｰ試験問題が

解ける。 

第４回 
①皮脂膜 

②角質層バリア 

美容上大切な皮膚の重要な働きについて

学び、理解する。 

ｾﾝﾀｰ試験問題が

解ける。 

第５回 
③表皮ターンオーバー  

④メラノサイトの働き 

ｾﾝﾀｰ試験問題が

解ける。 

第６回 
⑤毛細血管の働き 

⑥繊維芽細胞 

ｾﾝﾀｰ試験問題が

解ける。 

第７回 
①紫外線 ②寒気 

③乾燥 ④加齢 
肌の美しさを損ねる要因について学び、

これらの要因が肌へどのような影響を与

えるかを知る。 

ｾﾝﾀｰ試験問題が

解ける。 

第８回 

⑤女性のリズム 

⑥精神的ストレス 

⑦胃腸の不調 

⑧生活習慣 

ｾﾝﾀｰ試験問題が

解ける。 

第９回 
①肌意識の年代変化と美しい肌 

②衰えた肌 

年代別の肌意識、美しい肌、衰えた肌と

その要因について学び、理解する。 

ｾﾝﾀｰ試験問題が

解ける。 

第１０回 色素沈着を起こした肌 
色素沈着とその要因について学び、理解

する。 

ｾﾝﾀｰ試験問題が

解ける。 

第１１回 
①ニキビ 

②肌荒れと敏感 

ニキビの原因と症状、肌荒れ、敏感肌に

ついて学び、理解する。 

ｾﾝﾀｰ試験問題が

解ける。 

第１２回 肌と地域環境 

日射量と湿度の季節変動、地域差、都市

化による肌への影響について学び理解す

る。 

ｾﾝﾀｰ試験問題が

解ける。 

第１３回 肌と気象の季節区分 
季節による肌の変化と、それに対応する

スキンケアについて学び理解する。 

ｾﾝﾀｰ試験問題が

解ける。 

第１４回 肌分析 
肌にあった適切な施術をするために、肌

分析の各項目について学び理解する。 

ｾﾝﾀｰ試験問題が

解ける。 
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■エー43 サロン経営学 

エステティック専攻 

科目名 

Subject 

サロン経営学 

Beauty Salon Management 
教員名 榎戸 淳一 

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 

この講座では、「エステティシャンとして働く」とはどういうことかを学びます。その

中で、様々なサロン形態、キャリアプラン、給与をいただくこと、売上を上げることな

どの意味を学んでいきます。後半には、実際にはどのようにサロンは売上を上げ、サロ

ンマネジメントをしているのかを学び、将来のサロンオーナー、店長の仕事の基礎を学

びます。 

授業の目標 

職業としての「エステティシャン」を学習することで、社会人の基本知識を習得し、就

職後にも役立てるだけではなく、サロン運営のマネジメント能力の基礎を身につける。

また、エステティック業界全体をイメージにとらわれず、正確な知識を得ることで、就

職活動の際にも、役立てることができる。 

時間外学習 

（予習・復習） 
積極的に様々なサービス業を体験しておくこと。 

教科書・教材 

教科書 「サロンはスタッフ育成で９９％決まる！」（代官山ブックス） 

教材 「愛されるエステティシャンの秘密！」（BAB ジャパン） 

使用設備・備品 
「サロンとスタッフが輝く２８+８の成功法則！」（フレグランスジ

ャーナル） 

参考文献 必要に応じて資料を配布します 

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 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 資格名 日本エステティック業協会(AEA) 上級エステティシャン 

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。 
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関連する資格 
資格取得の流れ 

認定エステティシャンは、１年次中に統一試験を実施します。 

その他に関しては、授業内および掲示にて連絡します。 
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備 考 

第１回 「働く」とは何か？ 
将来就職して、働く意味、働く目的を理解

する。 
 

第２回 エステティック業界の現状 
エステティック業界をとりまく環境につい

て、基本的な知識を理解、習得する。 
 

第３回 多種多様なサロン形態 
エステティックサロンの多種多様なサロン

形態のそれぞれの特徴を理解、習得する。 
 

第４回 キャリアデザイン 
キャリアデザインについての基本を知り、

自分のキャリアについて考える。 
 

第５回 働く上での権利と義務 

自分の労働に対し、なぜ給料や社会保険が

支払われるのかなど、給与計算の基礎を理

解する。 

 

第６回 顧客満足 
サロン体験をもとに、良かったこと、良く

なかったことを自分たちで導きだす。 
 

第７回 売上を上げる 
繁盛店のサロンオーナーをゲストに呼ん

で、売上向上の秘訣を学ぶ。 
 

第８回 サロンマーケティング１ 
新規集客について、様々なサロンが行って

いる取り組みを学ぶ。 
 

第９回 サロンマーケティング２ 
お客様のリピート率向上のために、様々な

サロンが行っている取り組みを学ぶ。 
 

第１０回 従業員満足 

インターンやアルバイトの経験をもとに、

働きやすい環境について自分たちで導きだ

す。 

 

第１１回 スタッフを教育する 
繁盛店のサロンオーナーをゲストに呼ん

で、スタッフ教育の秘訣を学ぶ 
 

第１２回 サロンマネジメント１ 

スタッフ教育、給与体系、自主性向上につ

いて、様々なサロンが行っている取り組み

を学ぶ。 

 

第１３回 サロンマネジメント２ 
エステティックサロンに関わる法律につい

て、理解、習得する。 
 

第１４回 業界全体の取り組み 
「エステティックグランプリ」の取り組み

について理解を深める。 
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第１５回 まとめ 
全１４回の講座のエッセンスを再度復習

し、理解を深める。 
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■エー45 皮膚科学Ⅱ 

エステティック専攻 

科目名 

Subject 

皮膚科学Ⅱ 

DermatologyⅡ 
教員名 柏戸 奈苗 

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 
皮膚科学Ⅰに続き、さらに知識な皮膚科学の知識を深める。（皮膚の構造と機能、皮膚の栄

養、皮膚の異常とその種類、皮膚炎群、感染性皮膚疾患、その他の皮膚疾患など） 

授業の目標 

皮膚が美しくあるためには、皮膚全体（表皮、真皮、皮下組織および付属器官）が健康でな

ければならない。皮膚の構造と機能、皮膚の栄養などの基本的知識を習得するとともに、皮

膚の健康を損なう様々な要因と症状、その予防法およびケアなどについて学び、広い視野を

もって美容の現場で活躍できる。AEA問題が理解できるようになる。 

時間外学習 

（予習・復習） 

毎回、終了時前に小テスト（AEA 問題から出題します）を行いますので、復習をしてくださ

い。 

教科書・教材 

教科書 
新エステティック学理論編Ⅰ 日本エステティック協会教育研究委員

会編 日本エステティック協会2009 

教材 配布ﾌﾟﾘﾝﾄ 

使用設備・備品 パソコン、プロジェクター 

参考文献 

美容皮膚科学 改訂 2版 日本美容皮膚科学会編 南山堂 2009 

エステティシャンのための皮膚科学 一般社団法人日本エステティク

業協会教育委員会編 一般社団法人日本エステティック業協会 2012  

皮膚科学 理容・美容保健 日本理容教育センター 2013 

新しい皮膚科学 第 2版 清水宏 著 中山書店 2011 

評価方法 
期末試験、毎回行う小テスト、授業への取り組みを総合して評価する。 

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 日本エステティック業協会(AEA) 上級エステティシャン 

資格取得の流れ 
認定エステティシャンは、１年次中に統一試験を実施します。 

その他の資格については別途資料を配布します。 
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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 

 

皮膚の重要性と表皮を構成する各層の役割、構成成分に

ついて学び理解する。 

AEA 問題が

解ける 

第２回 真皮、皮下組織 
真皮の細胞と構成成分、血管、リンパ管、神経および皮

下組織について学び理解する。 

AEA 問題が

解ける 

第３回 皮膚付属器 
皮膚付属器の構造、機能、生理的作用について学び理解

する。 

AEA 問題が

解ける 

第４回 皮膚の生理機能 
保護、保湿、感覚、体温調節、貯蔵、吸収などの皮膚の

重要な諸作用について学び、理解する。 

AEA 問題が

解ける 

第５回 
スキンホメオスタシス 

と肌 

自律神経系、内分泌系、免疫系の働きと、その乱れによ

る肌への影響について学び、理解する。 

AEA 問題が

解ける 

第６回 
内臓、血液循環、栄養、 

生活習慣と肌 

内臓の働きと、機能低下による肌への影響、各種栄養素

の働きと、不足あるいは過剰摂取による肌への影響、生

活習慣と肌への影響などについて学び、理解する。 

AEA 問題が

解ける 

第７回 スキンケア 
スキンケアの重要性と、季節別、肌タイプ別の適切なス

キンケアについて学び、理解する。 

AEA 問題が

解ける 

第８回 
肌の老化 

シワ 

肌の老化とその原因、老化を促進する要因とその防止、

シワの原因と手入れなどについて学び、理解する。 

AEA 問題が

解ける 

第９回 
シミ 

その他の老化現象 

シミの種類と手入れ法、美白成分の種類とその作用、そ

の他の老化現象とその要因、手入れ法などについて学

び、理解する。 

AEA 問題が

解ける 

第１０回 
敏感肌 

発疹 

敏感肌の要因と症状およびケア、皮膚の異常によって現

れる種々の発疹について学び理解する。 

AEA 問題が

解ける 

第１１回 
ニキビ 

アトピー性皮膚炎 

ニキビとアトピー性皮膚炎の要因、症状及びケアについ

て学び理解する。 

AEA 問題が

解ける 

第１２回 
アレルギー性疾患 

接触皮膚炎 

アレルギーのしくみと種類、アレルギー性および非アレ

ルギー性接触皮膚炎について学び理解する。 

AEA 問題が

解ける 

第１３回 
感染性皮膚疾患 

非感染性皮膚疾患 

ウイルス、細菌、真菌、寄生虫による疾患、非感染性皮

膚疾患について、原因、症状などについて学び理解する。 

AEA 問題が

解ける 

第１４回 まとめ ① これまで学習したことを整理して覚える。  

第１５回 まとめ ② これまで学習したことを整理して覚える。  
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■エー46 生理解剖学Ⅱ 

エステティック専攻 

科目名 

Subject 

生理解剖学Ⅱ 

Physiological AnatomyⅡ 
教員名 柏戸 奈苗 

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 生理解剖Ⅰに続きさらに高度な体の構造と機能について学習する。 

授業の目標 生理解剖Ⅰで学んだ知識を基礎に、体への理解を深め、AEA 問題が解けるようになる。 

時間外学習 

（予習・復習） 
毎回、小ﾃｽﾄ（AEA 問題から出題）を行います。ﾃｽﾄの見直しを行ってください。 

教科書・教材 

教科書 日本エステティック協会テキスト、プリント 

教材 適宜用意します。 

使用設備・備品 授業により、図書館や視聴覚教材を使用します。 

参考文献 

生理学         真島英信 著 文光堂 

生きていることの生理学 渡辺俊男 著 杏林書院 

人体解剖学ノート    清水勘治 著 金芳堂 

“からだのしくみ”がよくわかる人体ぬりえ 竹内 修二著 PHP 研究所 

ぜんぶわかる人体解剖図 坂井 建雄 、橋本 尚詞 著  成美堂出版 

人体絵本―めくってわかる からだのしくみ 

ジュリアーノ フォルナーリ 著, 加藤 季子 翻訳  ポプラ社 

評価方法 

試験、小ﾃｽﾄ、提出物などを総合して評価します。 

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 
授業の秩序を乱すものは、単位の認定を行わないことがあるので注意してください。 

＊特に授業中の化粧、私語、無断外出、飲食は厳禁 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名 

認定エステティシャン 

 

日本エステティック業協会(AEA) 上級エステティシャン 

資格取得の流れ 
認定エステティシャンは、１年次中に統一試験を実施します。 

その他の資格については別途資料を配布します。 
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 

オリエンテーション 

総論 植物性機能 

血液と体液 

1.体液の区分と組成 

2.血液の成分と血液量 

3.植物性機能と動物性機能 

4.動物性機能の役割 

動物性機能の概要 

 1.機能的素子 

ａ感覚細胞 b神経細胞 

 ｃ筋細胞 

ヒトにおける生理機能の概要を知り、「生きていく」

ためには、さまざまな器官・器官系の調和のとれた働

きが必要であることを理解する。 

細胞内液と細胞外液の組成、全血液量、血液の成分と

割合などを理解する。 

AEA 問題が

解ける 

第２回 

2. 血液細胞とその機能 

3. 止血機能 

4. 血液型 

赤血球の形態、数、働きを知る。 

５種類の白血球の形態、数、働きを知る。 

血小板の形態、数、働きを知る。 

血液凝固過程の概要を理解する。 

AEA 問題が

解ける 

第３回 

循環 

1. 循環の概念 

2. 心臓の構造と役割 

血液の循環による物質の運搬の概要を知る。 

心臓と血管よりなる循環系の全体像を理解する。心

臓の構造を描き、心房、心室、弁、出入りする血管の

位置関係、心臓内での血液の流れを覚える。心臓拍動

に伴う弁の開閉、血液の移動の周期性を知る。 

AEA 問題が

解ける 

第４回 
3. 血圧 

4. 心臓拍動，血液量の調節 

血圧とは何か、血圧測定の原理、血管各部の血圧の違

いを知り、正常血圧の維持の重要性を理解する。自律

神経系の働きを中心とした心臓拍動の調節、血圧の

調節、血流量の調節の機構を知る。 

AEA 問題が

解ける 

第５回 

呼吸 

1. 呼吸器の構成 

2. 呼息と吸息 

3. 肺容量 

肺、気道系。胸郭の構造を知り、肺胞における血液と

の間のガス交換の概要を理解する。 

吸息筋、呼息筋の収縮による胸郭体積の増減により、

吸息と呼息が起こることを理解する。１回呼吸気量、

予備吸気量、予備呼気量、肺活量などの意味を知る。 

AEA 問題が

解ける 

第６回 

4. 肺胞換気 

5. 血液による酸素と二酸化炭

素の運搬 

ガス交換に関与しない部分である死腔の存在を知

り、実際にガス交換にあずかる肺胞換気量の概念を

理解する。 

ヘモグロビンによる酸素の運搬を、ヘモグロビンの

酸素解離曲線をもとに理解する。 

二酸化炭素はさまざまな形で運搬されることを覚え

る。 

AEA 問題が

解ける 
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第７回 

6. 血液の pH緩衝作用 

7. 呼吸中枢 

8. 呼吸の化学的調節 

血液の pHを一定に維持するためには、呼吸運動によ

り血液中の二酸化炭素濃度を一定に保つことが重要

であることを理解する。 

呼吸中枢は延髄にあり、そこで呼吸の基本的リズム

が形成されることを知る。 

筋におけるエネルギー貯蔵物質としてのクレアチン

リン酸の存在と働きを知る。 

動脈血の酸素分圧、二酸化炭素分圧、pH の変化が肺

胞換気量の調節に深く関連していることを理解す

る。 

AEA 問題が

解ける 

第８回 

6. 血液の pH緩衝作用 

7. 呼吸中枢 

8. 呼吸の化学的調節 

食物中の栄養物は、身体構成成分、エネルギー源、生

体必須分子などとして利用されることを知る。口腔

から直腸に至るまでの消化管の構造と名称を覚え

る。栄養物が最終的に体内（血液）に吸収されるには、

消化の過程が必要であることを認識する。 

AEA 問題が

解ける 

第９回 

4. 三大栄養素の消化と吸収 

5. 消化液の分泌 

6. 消化管運動 

糖質、タンパク質、脂質の消化と吸収の実際を知る。

消化液の分泌機構、消化酵素以外のものの役割を知

る。胃、小腸、大腸のそれぞれの運動の種類と消化に

関わる役割を理解する。 

AEA 問題が

解ける 

第 10回 

尿の生成と排泄 

1. 排泄の生理学的意 義 

2. 腎臓の構造と機能 

3. 生成の機構 

体液の恒常性維持のため、排泄は重要な役割を果た

していることを理解する。腎臓全体の構造と、機能的

単位であるネフロンの構造を覚える。１個のネフロ

ンで起こる現象は、腎臓全体を代表するものである

ことを理解する。ネフロンの糸球体における血漿の

濾過、引続き起こる尿細管での再吸収と分泌によっ

て尿が生成される過程を理解する。 

AEA 問題が

解ける 

第 11回 

4. 血漿成分 

と尿成分 

5. 排尿 

代謝と体温 

1. エネルギー代謝 

血漿成分と尿成分を比較し、血漿中の個々の成分ご

とで腎臓における処理に違いがあることを理解す

る。尿が膀胱に貯められ、排尿に至るまでの過程を知

る。生体における物質代謝を、エネルギー転換・授受

の面からみたエネルギー代謝の概要を知る。 

AEA 問題が

解ける 

第 12回 

2. 基礎代謝 

3. 体温とその調節 

4. 体温の異常 

生命維持に必要な基礎代謝を理解し、安静時代謝、活

動代謝を覚える。体熱産生・放散の機構を知る。 

間脳の視床下部に存在する体温調節中枢の作用機構

を理解する。体温調節中枢の異常による発熱の発生

機構を理解する。環境条件や身体状況の異常による

高体温・低体温について学ぶ。 

AEA 問題が

解ける 

第 13回 

内分泌 

1. ホルモンによる生体機能の

調節 

ホルモンの産生機序、作用機序を知り、それによる生

体機能調節の概要を理解する。 

AEA 問題が

解ける 

第 14回 
2. 内分泌腺 

3. 個々のホルモンの働き 

内分泌腺の位置と名称、それぞれの内分泌腺でつく

られるホルモンの種類を覚える。ホルモンの分泌調

節、成長、カルシウム代謝、糖代謝、電解質・水分代

謝、生殖などに関係するホルモンの働きを知る。 

AEA 問題が

解ける 
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第 15回 まとめ 植物性機能についての理解を促す。  
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■エー47 カウンセリング 

エステティック専攻 

科目名 

Subject 

カウンセリング 

Counseling 
教員名 五十嵐 靖博 

開講年次 ２年 開講時期 後期 単位 １単位 

必修／選択 必修 授業形態 演習   

科目の概要 

エステティックサロンを訪れる顧客は、単に美しくなることだけでなく、リラクゼーション

によって心も身体も癒されることを求めている。そのためにはまず顧客の要望をていねい

に傾聴することが必要である。本科目では、本学が目指すホスピタリティの精神を前提とし

て、カウンセリングの基本的な考え方と技法を習得し、こうした顧客のニーズに応えられる

エステティシャンを養成することを目的としている。 

授業の目標 

カウンセリングという行為を通じて、コミュニケーションやホスピタリティを実践的に展

開できることが最終目標である。そのためにカウンセリングの理論と技法を基礎から系統

的に習得し、それらを用いて顧客とより深いコミュニケーションを行うことができ、十全に

ニーズをくみ取る力を身につけることを目標とする。 

時間外学習 

（予習・復習） 

カウンセリングは特別に難しくはない、カウンセリングの理論や技法について「何のために

そうするのか、どんな意味があるのか」を理解してワークを行うことが大切である。そのた

め講義の後に教科書やノートを読み返し、その日の授業で「何を、どんな目的で」学んだの

かをよく復習してほしい。 

教科書・教材 

教科書 
「ビューティプロフェッショナルのためのカウンセリング」（ナカニシヤ

出版） 

教材 適宜、資料を配布する。 

使用設備・備品 ビデオなどの視覚教材を使用する。 

参考文献 日本エステティック協会テキスト 

評価方法 

次の３点を総合的に評価する。 

①授業態度（特に演習への積極的な参加）②授業中の提出物 ③定期試験 

なお、出席時間が基準に満たない場合は評価対象とはならない。 

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 
履修内容は難しくはないが、単に知識を得るだけでなく、理解して実践できることが重要で

ある。そのため特に演習に積極的な姿勢で参加してほしい。 

本科目履修と 資格名 日本エステティック業協会(AEA) 上級エステティシャン 
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関連する資格 
資格取得の流れ 

認定エステティシャンは、１年次中に統一試験を実施します。 

その他の資格については別途資料を配布します。 
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 
オリエンテーション： 

エステティックとカウンセリング 

授業の進め方とエステティック 

カウンセラーの役割を理解する 
 

第２回 心のメカニズムと顧客のニーズ 
心のメカニズムと顧客のニーズを知る

方法を理解する 
 

第３回 「傾聴」と「かかわり行動」 聴き方の基本を理解する  

第４回 応答技法 応答のしかたを理解する  

第５回 カウンセリングの流れ カウンセリングの過程を理解する  

第６回 
カウンセリングの技法：マイクロカ

ウンセリングの考え方 
カウンセリングの様々な技法を知る  

第７回 エステティシャン試験用問題演習 エステティシャン試験を理解する  

第８回 エステティシャン試験用問題演習 エステティシャン試験に合格する  

第９回 「かかわり行動」に関する演習 「かかわり行動」について体験する  

第１０回 「質問技法」の理解と演習 「質問技法」を理解する  

第１１回 「応答技法」に関する演習 「応答技法」を習得する  

第１２回 ロールプレイング 応答を実際に体験し、理解する  

第１３回 交流分析：エゴグラム 自己および他者について理解する  

第１４回 アサーショントレーニング 望ましい自己表現を身につける  
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第１５回 カウンセリングと美齢学 学んだ内容を総合的に理解する  
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■エー48 香粧品学 

エステティック専攻 

科目名 

Subject 

香粧品学 

Chemistry of Cosmetics 
教員名 橋 友理香 

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 

  多種多様な香粧品の中から使用する香粧品を効果的に選択するには、香粧品に含まれ

る成分の役割や特徴を理解しておく必要がある。 

 本科目では、香粧品の機能と使用されている主な原料、取り扱い上の留意点および香

粧品の法律上の扱いや分類などについて学ぶ。 

授業の目標 

本教科では 

➀ 香粧品に使用される代表的な成分の機能や特徴を理解する。 

② 香粧品の基本的な処方について理解し、香粧品に配合されている成分の役割について理

解を深める。 

時間外学習 

（予習・復習） 

教科書と配布資料にしたがって復習する。 

図書やインターネットを利用して知識を深める。 

教科書・教材 

教科書 新エステティック学(理論編)日本エステティック協会発行 

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。 

使用設備・備品 授業により図書室を使用する。 

参考文献 化粧品科学ガイド 第２版 フレグランスジャーナル社 

評価方法 

以下２点を総合的に評価する。 

・ レポート、小テストなどの提出課題 

・ 授業中の発表、グループワークへの参加・貢献など学習意欲 

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 
発表、グループワークへの積極的な参加を求めます。 

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 統一試験、AEA 上級認定エステティシャン 

資格取得の流れ  
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 香粧品概論（１） 
香粧品と薬事法を知る。 

香粧品の分類を知る。      
 

第２回 香粧品概論（２） 
香粧品の品質と品質保証を知る。 

香粧品の取扱上の留意点を知る。 
 

第３回 基礎化学 物質の成り立ちを理解する。   

第４回 基礎無機化学 無機化合物について理解する。  

第５回 基礎有機化学 有機化合物について理解する。  

第６回 化粧品の原料（１） 
水性原料について理解する。 
油性原料について理解する。 

 

第７回 化粧品の原料（２） 
界面活性剤について理解する。 

その他の原料及び薬剤を知る。 
 

第８回 フェイシャル香粧品 
フェイシャル香粧品の役割と分類を知

る。 
 

第９回 ボディ香粧品 ボディ香粧品の役割と分類を知る。    

第１０回 メイクアップ香粧品 
メイクアップ香粧品の役割と分類を知

る。         
 

第１１回 ヘアケア香粧品 ヘアケア香粧品の役割と分類を知る。    

第１２回 
ネイル香粧品 

フレグランス 

ネイル香粧品の役割と分類を知る。 

フレグランスの役割と分類を知る。 
 

第１３回 
化粧品に用いられる薬剤と

その働き（１） 

紫外線カット剤、酸化防止剤、防腐防カ

ビ剤、美白剤の役割と分類を知る。 
 

第１４回 
化粧品に用いられる薬剤と

その働き（２） 

肌荒れ防止剤、ニキビ用薬剤、制汗、防

臭剤などの役割と分類を知る。 
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第１５回 まとめ 香粧品について総合的に理解する。  
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■エー49 エステティック基礎理論Ⅲ 

エステティック専攻 

科目名 

Subject 

エステティック基礎理論Ⅲ 

Basic Theory of Esthetic Ⅲ 
教員名 鈴木 ひろ子 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 エステティックに関わる基礎的な知識を学ぶ。 

授業の目標 

エステティック基礎理論Ⅰ・Ⅱにて学んだ、法規、カウンセリング、消毒法を基に、実際に

サロンにおいてはどういった行動が正しいものか理解し、実践できる。異年齢（若者や高齢

者）、生活習慣の違うお客様に対し、悩みと要望を聞きだし、それに対して的確なアドバイ

スをできるようになる。 

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ること。 

教科書・教材 

教科書 日本エステティック協会テキスト 

教材  

使用設備・備品 全身美容実習室・フェイシャル室・講義室 他 

参考文献  

評価方法 

実技試験、筆記試験、授業を通しての学習意欲 

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 

本授業はエステティックの資格を取得する為に必要な科目であることから、基本的に欠席

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

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

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

退出させる場合もある。 

この科目はエステティック基礎理論Ⅰ及びⅡ、エステティック技術理論、フェシャルエステ

Ⅰ、ボディエステⅠの単位を取得しなければ履修できません。 

本科目履修と 

関連する資格 
資格名 

認定エステティシャン 

 

日本エステティック業協会(AEA) 上級エステティシャン 
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資格取得の流れ 
認定エステティシャンは、１年次中に統一試験を実施します。 

その他の資格については別途資料を配布します。 
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 関連法規 
エステティックに関係する関係法規と

実際に起きたトラブルについて知る。 
 

第２回 関連法規 
エステティックに関係する関係法規と

実際に起きたトラブルについて知る。 
 

第３回 エステティックカウンセリング 

一人ひとりの悩みや要望にあったカウ

ンセリングを時間内で行う方法を具体

的に学ぶ 

 

第４回 エステティックカウンセリング 

一人ひとりの悩みや要望にあったカウ

ンセリングを時間内で行う方法を具体

的に学ぶ 

 

第５回 エステティックカウンセリング 
お客様の悩みや要望についてどのコー

スをどのようにお勧めするか学ぶ 
 

第６回 エステティックカウンセリング 
お客様の悩みや要望についてどのコー

スをどのようにお勧めするか学ぶ 
 

第７回 エステティックカウンセリング 
高齢者を含めた異年齢の方への対応の

仕方やアフターケアアドバイスを学ぶ 
 

第８回 エステティックカウンセリング 
高齢者を含めた異年齢の方への対応の

仕方やアフターケアアドバイスを学ぶ 
 

第９回 衛生管理 

サロンで実践される消毒方法を身に付

ける｡フェイシャル機器の正しい消毒法

を理解する 

 

第１０回 衛生管理 

サロンで実践される消毒方法を身に付

ける｡フェイシャル機器の正しい消毒法

を理解する 

 

第１１回 衛生管理 

サロンで実践される消毒方法を身に付

ける｡ボディ機器の正しい消毒法を理解

する 

 

第１２回 衛生管理 

サロンで実践される消毒方法を身に付

ける｡ボディ機器の正しい消毒法を理解

する 

 

第１３回 衛生管理 
消毒済みの機材の正しい管理方法を理

解する。 
 

第１４回 衛生管理 
消毒済みの機材の正しい管理方法を理

解する。 
 



126 
 

第１５回 衛生管理 

サロンで実践される消毒方法を身に付

ける｡短時間で安価、効果的な消毒方法

を選択できる。 

 

■エー50 フェイシャルエステⅢ 

エステティック専攻 

科目名 

Subject 

フェイシャルエステⅢ 

Facial EstheticsⅢ 
教員名 鈴木 ひろ子 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 

皮膚の基礎知識とフェイシャルエステティックにおける電気機器の効果、禁忌事項、使用方

法を学ぶ。さらに上記を習得したうえでモデルにあったメニュー組み立てのためのカウン

セリング方法を行う。 

授業の目標 

統一試験において必須である皮膚の知識を学ぶことによって統一筆記試験のための基盤を

作る。またカウンセリングを正確に理解することにより高齢者も含めた異年齢、生活習慣が

違う、肌質が違うモデルに適したメニューを選択、決定、実行できるようになる。 

本科目を履修することにより、統一試験における皮膚科学、実技試験における電気機器の使

用や選択とフェイシャルカウンセリングを習得する。 

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ること。 

教科書・教材 

教科書 日本エステティック協会テキスト 

教材 フェイシャル用教材 

使用設備・備品 フェイシャル室 

参考文献  

評価方法 

実技試験、筆記試験、授業を通しての学習意欲 

なお、出席数が不足の場合は評価対象とはしません。 
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履修上の注意 

本授業はエステティックの資格を取得する為に必要な科目であることから、基本的に欠席

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

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

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

退出させる場合もある。 

この科目はエステティック基礎理論Ⅰ及びⅡ、エステティック技術理論、フェイシャルエス

テⅠ、ボディエステⅠの単位を取得しなければ履修できません。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名 

認定エステティシャン 

 

日本エステティック業協会(AEA) 上級エステティシャン 

資格取得の流れ 
認定エステティシャンは、１年次中に統一試験を実施します。 

その他の資格については別途資料を配布します。 
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 

第２回 
カウンセリング 

高齢者を含んだ異年齢、生活習慣

が違う、肌質が違うモデル別カル

テ記入方法を習得する。 
 

第３回 

第４回 
カウンセリング 

高齢者を含んだ異年齢、生活習慣

が違う、肌質が違うモデル別カル

テ記入方法を習得する 
 

第５回 

第６回 
カウンセリング 

高齢者を含んだ異年齢、生活習慣

が違う、肌質が違うモデル別カル

テ記入方法を習得する 
 

第７回 

第８回 
カウンセリング 

カウンセリング方法、カルテ記入

の方法を習得する。 
 

第９回 

第１０回 
カウンセリング 

カウンセリング方法、カルテ記入

の方法を習得する。 
 

第１１回 

第１２回 

通し練習 

クレンジング～カウンセリング～ディ

ープ～機器～マッサージ～パック 

試験と同様の内容の技術を一つ

一つ確認しながら習得する。 
 

第１３回 

第１４回 

通し練習 

クレンジング～カウンセリング～ディ

ープ～機器～マッサージ～パック 

試験と同様の内容の技術を一つ

一つ確認しながら習得する。 
 

第１５回 

第１６回 

通し練習 

クレンジング～カウンセリング～ディ

ープ～機器～マッサージ～パック 

試験と同様の内容の技術を一つ

一つ確認しながら習得する。 
 

第１７回 

第１８回 
実技試験模擬 

カウンセリングから実技まで時

間内に正確かつ的確に習得する。 
 

第１９回 

第２０回 
実技試験模擬 

カウンセリングから実技まで時

間内に正確かつ的確に習得する。 
 

第２１回 

第２２回 
実技試験模擬 

カウンセリングから実技まで時

間内に正確かつ的確に習得する。 
 

第２３回 

第２４回 
実技試験模擬 

カウンセリングから実技まで時

間内に正確かつ的確に習得する。 
 

第２５回 

第２６回 
レベルチェック 

時間内に技術を終え、かつ的確に

質問に答えることが出来るよう

になる。 

 

第２７回 

第２８回 
技術まとめ 

統一試験の内容に沿ってフェイ

シャル実技試験を行い、自分の弱

点を知る。 
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第２９回 

第３０回 
授業のまとめ 

技術のまとめの結果を踏まえ、反

省、改善し、実力を高める。 
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■エー51 フェイシャルエステⅣ 

エステティック専攻 

科目名 

Subject 

フェイシャルエステⅣ 

Facial EstheticsⅣ 
教員名 鈴木 ひろ子 他 

開講年次 ２年 開講時期 前期 単位 ２単位 

必修／選択 必修 授業形態 実習   

科目の概要 

皮膚の基礎知識とフェイシャルエステティックにおける電気機器の効果、禁忌事項、使用方

法を学ぶ。さらに上記を習得したうえでモデルにあったメニュー組み立てのためのカウン

セリング方法を行う。 

授業の目標 

今まで学んだことを基に、季節や年齢ごとの肌トラブルや、その改善のための効果的なフェ

イシャルエステティックトリートメントとそれぞれの悩みや要望になったホームケアアド

バイスを学ぶ。本科目を履修することにより、上級試験における皮膚科学、実技試験におけ

る正しい手技や化粧品使用や選択を習得する。 

 

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ること。 

教科書・教材 

教科書 日本エステティック協会テキスト 

教材 フェイシャル用教材 

使用設備・備品 フェイシャル室 

参考文献  

評価方法 

 

実技試験、筆記試験、授業を通した学習意欲 

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 

本授業はエステティックの資格を取得する為に必要な科目であることから、基本的に欠席

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

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

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

退出させる場合もある。 

この科目はエステティック基礎理論Ⅲ、フェイシャルエステⅡ・Ⅲ、ボディエステⅡ・Ⅲの

単位を取得しなければ履修できません。 

本科目履修と 資格名 日本エステティック業協会(AEA) 上級エステティシャン 
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関連する資格 資格取得の流れ 別途資料を配布します。 
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 

第２回 

オリエンテーション 

フェイシャル 

上級皮膚科学①・② 

協会上級試験、ＡＥＡ認定試験で出題され

る皮膚に関する内容を理解する。 
 

第３回 

第４回 
フェイシャルカウンセリング①・② 

試験に対応したカウンセリング方法、カル

テ記入の方法を習得する。 
 

第５回 

第６回 
フェイシャル化粧品学①・② 

肌別に対応した化粧品を選択することが

出来るようになる。 
 

第７回 

第８回 

フェイシャルカウンセリング～仕

上げ 

今までに習得した手順、6 手技、電気機器

選択を的確に行うことが出来るようにな

る。 

 

第９回 

第１０回 

肌質判断 

上級カウンセリング 

的確な肌質判断を行い、肌対応したメニュ

ーを組み立てられるようになる。 
 

第１１回 

第１２回 

フェイシャルカウンセリング～仕

上げ 

肌質判断から仕上げまで的確に行うこと

が出来るようになる。 
 

第１３回 

第１４回 

フェイシャルカウンセリング～仕

上げ 

肌質判断から仕上げまで的確に行うこと

が出来るようになる。 
 

第１５回 

第１６回 
アフターカウンセリング 

トリートメント後のアドバイスを的確に

時間内に行うことができるようになる。 
 

第１７回 

第１８回 

フェイシャル 

上級皮膚科学③・④ 

協会上級試験、ＡＥＡ認定試験で出題され

る皮膚に関する内容を理解する。 
 

第１９回 

第２０回 

フェイシャルカウンセリング～仕

上げ～アフター 

肌質判断から仕上げ、アフターまで的確に

行うことが出来る。 
 

第２１回 

第２２回 

フェイシャルカウンセリング～仕

上げ～アフター 

肌質判断から仕上げ、アフターまで的確に

行うことが出来る。 
 

第２３回 
フェイシャルカウンセリング～仕

上げ～アフター 

肌質判断から仕上げ、アフターまで的確に

行うことが出来る。 
 

第２４回 

第２５回 
実技模擬試験 

カウンセリングから実技まで時間内に正

確かつ的確に行えるようになる。 
 

第２６回 実技試験模擬 
カウンセリングから実技まで時間内に正

確かつ的確に行えるようになる。 
 

第２７回 

第２８回 
実技まとめ 

時間内に技術を終え、かつ的確に質問に答

えることが出来るようになる。 
 

第２９回 実技まとめ 
時間内に技術を終え、かつ的確に質問に答

えることが出来るようになる。 
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第３０回 授業のまとめ 試験に向けて改善点を理解する。  
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■エー52 フェイシャルエステⅤ 

エステティック専攻 

科目名 

Subject 

フェイシャルエステⅤ 

Facial EstheticsⅤ 
教員名 鈴木 ひろ子 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 
フェイシャルエステⅠ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳで学んだことを基に、試験対応したメイク、ネイルを習得

し、トータルエステティック技術を向上させる。 

授業の目標 

フェイシャルエステⅠ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳで学んだことを、ＡＥＡ試験対策を行うことで知識として

定着させる。また、実技試験に対応したメイク、ネイル技術を習得する。 

本科目を履修することにより、エステティック業協会の上級認定エステティシャン資格試

験科目の１つであるフェイシャルエステティック実技、理論を習得する。 

高齢者や爪のトラブルをもったモデルへの対応などを理解し、施術方法を習得する。 

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ること。 

教科書・教材 

教科書 日本エステティック協会テキスト 

教材 フェイシャル用教材、ネイル教材、メイク教材 

使用設備・備品 フェイシャル室 

参考文献  

評価方法 

実技試験、筆記試験、授業を通した学習意欲 

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 

本授業はエステティックの資格を取得する為に必要な科目であることから、基本的に欠席

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

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

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

退出させる場合もある。 

この科目はエステティック基礎理論Ⅲ、フェイシャルエステⅡ・Ⅲ、ボディエステⅡ・Ⅲの

単位を取得しなければ履修できません。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名 日本エステティック業協会(AEA) 上級エステティシャン 

資格取得の流れ 別途資料を配布します。 



135 
 

  



136 
 

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 

卒業試験対策 
ＡＥＡ認定試験で出題される内容を理解する。  

第２回 AEA 試験対策 ＡＥＡ認定試験で出題される内容を理解する。  

第３回 

第４回 
ネイルケア 試験に対応したネイルケアを習得する。  

第５回 

第６回 
ハンドマッサージ 試験に対応したネイルケアを習得する。  

第７回 

第８回 
メイク基礎 

高齢者や骨格にあったメイク方法を学ぶ。メイクの基礎知識

を基に試験に対応したメイクを習得する。 
 

第９回 

第１０回 
メイクシーン別 試験に対応したメイクを習得する。  

第１１回 

第１２回 
AEA 試験対策 ＡＥＡ認定試験で出題される内容を理解する。  

第１３回 

第１４回 
メイクシーン別 試験に対応したメイクを習得する。  

第１５回 

第１６回 
ネイル 

高齢者対応や爪のトラブルを理解し試験に対応したネイル

を習得する。 
 

第１７回 

～ 

第１９回 

AEA 試験対策 ＡＥＡ認定試験で出題される内容を理解する。  

第２０回 

～ 

第２５回 

ネイル・メイク 試験に対応したネイル・メイクを習得する。  

第２６回 

第２７回 
ネイル 試験に対応したネイル・メイクを習得する。  

第２８回 

～ 

第３８回 

実技模擬試験 
カウンセリングから実技まで時間内に正確かつ的確に行え

るようになる。 
 

第３９回 

～ 

第４４回 

技術のまとめ 
時間内に技術を終え、かつ的確に質問に答えることが出来る

ようになる。 
 



137 
 

第４５回 授業のまとめ 試験に向けて改善点を理解する。  
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■エー53 フェイシャルエステⅥ 

エステティック専攻 

科目名 

Subject 

フェイシャルエステⅥ 

Facial EstheticsⅥ 
教員名 鈴木 ひろ子 他 

開講年次 ２年 開講時期 後期 単位 ２単位 

必修／選択 必修 授業形態 実習   

科目の概要 
フェイシャルエステⅠ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅴで学んだことを基に、試験対応したメイク、ネイルを習

得し、トータルエステティック技術を向上させる。 

授業の目標 

今まで知識、技術として定着させたものを個別に応用することができ、かつ、試験本番時に

時間内で的確な判断をすることが出来るようになる。高齢者や肌質の異なる方への対応を

正しく行うことができる。 

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ること。 

教科書・教材 

教科書 日本エステティック協会テキスト 

教材 フェイシャル用教材、ネイル教材、メイク教材 

使用設備・備品 フェイシャル室 

参考文献  

評価方法 
実技試験、筆記試験、授業を通した学習意欲 

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 

本授業はエステティックの資格を取得する為に必要な科目であることから、基本的に欠席

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

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

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

退出させる場合もある。 

この科目はフェイシャルエステⅣ・Ⅴ、ボディエステⅣの単位を取得しなければ履修できま

せん。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名 日本エステティック業協会(AEA) 上級エステティシャン 

資格取得の流れ 別途資料を配布します。 

 

授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 

第２回 

フェイシャルカウンセリング 

カウンセリングシート 

作成（機器含む） 

試験に対応したカウンセリング方法、カ

ルテ記入の方法を習得する 
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第３回 

第４回 

フェイシャルカウンセリング 

機器（エレクトロ） 

フェイシャルマッサージ 

機器を使った効果と手順を理解し、正確

に行うことができるようになる。 

マッサージの 6 手技を滑らかに行うこと

が出来るようになる。 

 

第５回 

第６回 

フェイシャルカウンセリング 

機器（ディープ） 

フェイシャルマッサージ 

機器を使った効果と手順を理解し、正確

に行うことができるようになる。 

マッサージの 6 手技を滑らかに行うこと

が出来るようになる。 

 

第７回 

第８回 

フェイシャルカウンセリング 

機器（導入） 

フェイシャルマッサージ 

 

第９回 

第１０回 

フェイシャルカウンセリング 

機器（パター） 

フェイシャルマッサージ 

 

第１１回 

第１２回 

フェイシャルカウンセリング 

機器（通し） 

フェイシャルマッサージ 

肌質を理解し、メニューの決定、選択を

正確に行える。マッサージの 6 手技を滑

らかに行うことが出来るようになる。 
 

第１３回 

第１４回 

フェイシャルカウンセリング 

機器（通し） 

フェイシャルマッサージ 

肌質を理解し、メニューの決定、選択を

正確に行える。マッサージの 6 手技を滑

らかに行うことが出来るようになる。 

 

第１５回 口頭試問対策 

口頭試問で出題されるであろう、それぞ

れの効果、禁忌、注意点を正確に言える

ようになる。 

 

第１６回 メイク・ネイル 
試験に対応したネイル・メイクをシーン

別に行うことが出来るようになる。 
 

第１７回 

フェイシャルカウンセリング 

機器（通し） 

フェイシャルマッサージ 

メイク・ネイル 

卒業試験の流れを理解し、 

一つ一つ丁寧に正確に行うことができる

ようになる。 
 

第１８回 

フェイシャルカウンセリング 

機器（通し） 

フェイシャルマッサージ 

メイク・ネイル 

卒業試験の流れを理解し、 

一つ一つ丁寧に正確に行うことができる

ようになる。 
 

第１９回 

フェイシャルカウンセリング 

機器（通し） 

フェイシャルマッサージ 

メイク・ネイル 

卒業試験の流れを理解し、 

一つ一つ丁寧に正確に行うことができる

ようになる。 
 

第２０回 

第２１回 

フェイシャル実技試験模擬 

（試験対応） 

卒業試験の流れでカウンセリングから実

技まで時間内に正確かつ的確に行うこと

ができるようになる。 
 

第２２回 

第２３回 

フェイシャル実技試験模擬 

（試験対応） 

卒業試験の流れでカウンセリングから実

技まで時間内に正確かつ的確に行うこと

ができるようになる。 
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第２４回 

～ 

第２６回 

技術のまとめ 

まとめの流れでカウンセリングから実技

まで時間内に正確かつ的確に行うことが

できるようになる。 
 

第２７回 

～ 

第２９回 

技術のまとめ 

まとめの流れでカウンセリングから実技

まで時間内に正確かつ的確に行うことが

できるようになる。 
 

第３０回 授業のまとめ 試験に向けて改善点を理解する。  

■エー54 ボディエステⅢ 

エステティック専攻 

科目名 

Subject 

ボディエステⅢ 

Body EstheticsⅢ 
教員名 鈴木 ひろ子 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 

ボディエステⅠ,Ⅱの内容を踏まえ、的確なアドバイスができるようなカウンセリング力を

身につける。皮膚の基礎知識とボディエステティックにおける電気機器の効果、禁忌事項、

使用方法を学ぶ。さらに上記を習得したうえでモデルにあったメニュー組み立てのための

カウンセリング方法を行う。 

授業の目標 

資格取得に向け、高度なマッサージ技術とカウンセリング力を習得する。 

統一試験において必須である皮膚の知識を学ぶことによって統一筆記試験のための基盤を

作る。またカウンセリングを正確に理解することにより高齢者も含めた異年齢、生活習慣が

違う、肌質が違うモデルに適したメニューを選択、決定、実行できるようになる。 

本科目を履修することにより、統一試験における皮膚科学、実技試験における電気機器の使

用や選択とボディカウンセリングを習得する。 

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ること。 

教科書・教材 

教科書 日本エステティック協会テキスト 

教材 ボディ用教材 

使用設備・備品 全身美容実習室 

参考文献  

評価方法 

 

実技試験、筆記試験、授業を通した学習意欲により評価する。 
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履修上の注意 

本授業はエステティックの資格を取得する為に必要な科目であることから、基本的に欠席

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

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

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

退出させる場合もある。 

この科目はエステティック基礎理論Ⅰ及びⅡ、エステティック技術理論、フェイシャルエス

テⅠ、ボディエステⅠ、Ⅱの単位を取得しなければ履修できません。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名 
認定エステティシャン 

日本エステティック業協会(AEA) 上級エステティシャン 

資格取得の流れ 
認定エステティシャンは、１年次中に統一試験を実施します。 

その他の資格については別途資料を配布します。 
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 

第２回 

第３回 

オリエンテーション 

ボディマッサージ （前面通し） 

全身ボディマッサージ前面のマッサージ

手技（下肢前面・上肢・腹部・デコルテ）

を正確に行える。 
 

第４回 

第５回 

第６回 

ボディマッサージ （全身通し） 

全身ボディマッサージ前面のマッサージ

手技（下肢前面・上肢・腹部・デコルテ）

を正確に行える。 
 

第７回 

第８回 
ボディマッサージ （全身通し） 

全身ボディマッサージ前面のマッサージ

手技（下肢前面・上肢・腹部・デコルテ）

を正確に行える。 
 

第９回 

第１０回

第１１回 

ボディカウンセリング 

採寸・口頭試問 

正しいボディカウンセリングを行うこと

が出来るようになる。身体の正確な採寸

方法を学び、施術対象者や機器、施術内

容に関する質問に適切に答えられる。 

 

第１２回

第１３回

第１４回 

ボディカウンセリング 

ボディマッサージ （全身通し） 

正しいボディカウンセリングを行うこと

が出来るようになる。身体の正確な採寸

方法を学び、施術対象者や機器、施術内

容に関する質問に適切に答えられる。 

 

第１５回

第１６回

第１７回 

ボディカウンセリング 

ボディマッサージ （全身通し） 

正しいボディカウンセリングを行うこと

が出来るようになる。身体の正確な採寸

方法を学び、施術対象者や機器、施術内

容に関する質問に適切に答えられる。 

 

第１８回

第１９回

第２０回 

ボディカウンセリング 

ボディマッサージ （全身通し） 

正しいボディカウンセリングを行うこと

が出来るようになる。身体の正確な採寸

方法を学び、施術対象者や機器、施術内

容に関する質問に適切に答えられる。 

 

第２１回

第２２回

第２３回 

ボディカウンセリング 

ボディマッサージ （全身通し） 

正しいボディカウンセリングを行うこと

が出来るようになる。身体の正確な採寸

方法を学び、施術対象者や機器、施術内

容に関する質問に適切に答えられる。 
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第２４回

第２５回

第２６回 

ボディ実技試験模擬 

時間内にボディカウンセリングを行い、

施術対象者にあった機器、施術内容を適

切に選択でき、正確に使用することがで

きる。また、施術内容の質問に適切に答

えられる。 

 

第２７回

第２８回

第２９回 

ボディ実技試験模擬 

時間内にボディカウンセリングを行い、

施術対象者にあった機器、施術内容を適

切に選択でき、正確に使用することがで

きる。また施術内容の質問に適切に答え

られる。統一資格実技試験のボディ試験

合格レベルに達することができる。 

 

第３０回

第３１回 

第３２回 

ボディ実技試験模擬 

時間内にボディカウンセリングを行い、

施術対象者にあった機器、施術内容を適

切に選択でき、正確に使用することがで

きる。また施術内容の質問に適切に答え

られる。統一資格実技試験のボディ試験

合格レベルに達することができる 

 

第３３回

第３４回

第３５回 

ボディ実技試験模擬 

時間内にボディカウンセリングを行い、

施術対象者にあった機器、施術内容を適

切に選択でき、正確に使用することがで

きる。また施術内容の質問に適切に答え

られる。統一資格実技試験のボディ試験

合格レベルに達することができる 

 

第３６回

第３７回

第３８回 

ボディ実技試験模擬 

時間内にボディカウンセリングを行い、

施術対象者にあった機器、施術内容を適

切に選択でき、正確に使用することがで

きる。また施術内容の質問に適切に答え

られる。統一資格実技試験のボディ試験

合格レベルに達することができる 

 

第３９回

第４０回

第４１回 

ボディ実技試験模擬 

時間内にボディカウンセリングを行い、

施術対象者にあった機器、施術内容を適

切に選択でき、正確に使用することがで

きる。また施術内容の質問に適切に答え

られる。統一資格実技試験のボディ試験

合格レベルに達することができる 

 

第４２回

第４２回

第４４回 

ボディ技術まとめ 

時間内にボディカウンセリングを行い、

施術対象者にあった機器、施術内容を適

切に選択でき、正確に使用することがで

きる。また施術内容の質問に適切に答え

られる。統一資格実技試験のボディ試験

合格レベルに達することができる 

 

第４５回 授業のまとめ 

試験に向けて改善点を学び、統一資格実

技試験のボディ試験合格レベルに達する

ことができる。 
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■エー55 ボディエステⅣ 

エステティック専攻 

科目名 

Subject 

ボディエステⅣ 

Body EstheticsⅣ 
教員名 鈴木 ひろ子 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 

エステティックⅠ、Ⅱ、Ⅲ、の内容を踏まえ、試験対応した採寸方法やボディ機器技術を習

得し、トータルエステティック技術を向上させる。ＡＥＡ試験に対応できるカウンセリング

を学ぶ。 

授業の目標 

ＡＥＡ試験に向けたカウンセリングシート作成及びボディメイキングの為の正しい機器の

選択ができるようになる。本科目を履修することにより、ＡＥＡの資格実技試験に対応した

ボディエステティック全般を習得する。ボディエステⅠ,Ⅱ,Ⅲで学んだことを、ＡＥＡ試験

対策を行うことで知識として定着させる。 

高齢者モデルへの機器などの選択方法や対応なども理解し、施術方法を習得する。 

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ること。 

教科書・教材 

教科書 日本エステティック協会テキスト 

教材 ボディ用教材 

使用設備・備品 全身美容実習室 

参考文献  

評価方法 

実技試験、筆記試験、授業を通した学習意欲 

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 

本授業はエステティックの資格を取得する為に必要な科目であることから、基本的に欠席

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

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

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

退出させる場合もある。 

この科目はエステティック基礎理論Ⅲ、フェイシャルエステⅡ・Ⅲ、ボディエステⅡ・Ⅲの

単位を取得しなければ履修できません。 

本科目履修と 資格名 日本エステティック業協会(AEA) 上級エステティシャン 



145 
 

関連する資格 資格取得の流れ 別途資料を配布します。 
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 

～ 

第４回 

オリエンテーション 

ボディカウンセリング 

カウンセリングシート 

作成（ボディ機器含む） 

1 年次の復習を行いながらマッサ

ージカウンセリングシートを作

成できるようになる。 
 

第５回 

～ 

第１０回 

ボディカウンセリング 

カウンセリングシート 

作成（ボディ機器含む） 

マッサージとボディ機器を含ん

だボディカウンセリングを行い、

カウンセリングシートを作成で

きるようになる。 

 

第１１回 

～ 

第１５回 

ボディカウンセリング 

ボディ機器（通し） 

ボディマッサージ 

ボディカウンセリングを行い、ボ

ディマッサージ手技と正しいボ

ディ機器の使用方法を習得する 
 

第１６回 

～ 

第２０回 

ボディカウンセリング 

ボディ機器（通し） 

ボディマッサージ 

ボディカウンセリングを行い、ボ

ディマッサージ手技と正しいボ

ディ機器の使用方法を習得する

高齢者への機器の選択方法を学

ぶ 

 

第２１回 

～ 

第２５回 

ボディ実技試験模擬 

（AEA ボディ試験対応） 

AEA 実技試験のボディ試験（ボデ

ィカウンセリング・マッサージ・

ボディ機器）口頭試問の練習を行

う 

 

第２６回 

～ 

第３０回 

ボディ実技試験模擬 

（AEA ボディ試験対応） 

AEA 実技試験のボディ試験（ボデ

ィカウンセリング・マッサージ・

ボディ機器）口頭試問がスムーズ

にこたえられるようになる。 

 

第３１回 

～ 

第３５回 

ボディ実技試験模擬 

（AEA ボディ試験対応） 

AEA 実技試験のボディ試験（ボデ

ィカウンセリング・マッサージ・

ボディ機器）口頭試問が時間内で

行えるようになる。 

 

第３６回 

～ 

第４０回 

ボディ実技試験模擬 

（AEA ボディ試験対応） 

AEA 実技試験のボディ試験（ボデ

ィカウンセリング・マッサージ・

ボディ機器）口頭試問が正確に、

時間内で行えるようになる。。 

 

第４１回 

～ 

第４４回 

ボディ実技試験対策 

（AEA ボディ試験対応） 

AEA 実技試験のボディ試験（ボデ

ィカウンセリング・マッサージ・

ボディ機器）合格レベルになる。 
 

第４５回 授業のまとめ 試験に向けて改善点を理解する。  
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■エー56 ボディエステⅤ 

エステティック専攻 

科目名 

Subject 

ボディエステⅤ 

Body EstheticsⅤ 
教員名 鈴木 ひろ子 他 

開講年次 ２年 開講時期 後期 単位 ２単位 

必修／選択 必修 授業形態 実習   

科目の概要 
エステティックⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳの内容を踏まえ、上級試験に対応できるカウンセリングを学

ぶ。 

授業の目標 

ＡＥＡ試験に向けたカウンセリングシート作成及びボディメイキングの為の正しい機器の

選択ができるようになる。 

本科目を履修することにより、ＡＥＡの資格実技試験に対応したボディエステティック全

般を習得することができる。 

本科目を履修することにより、エステティック業協会の上級認定エステティシャン資格試

験科目の１つであるボディエステティック実技、理論を習得する。 

高齢者や肌質の違うモデルへの対応などを理解し、施術方法を習得する。 

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ること。 

教科書・教材 

教科書 日本エステティック協会テキスト 

教材 ボディ用教材 

使用設備・備品 全身美容実習室 

参考文献  

評価方法 

 

実技試験、筆記試験、授業を通した学習意欲 

 

履修上の注意 

本授業はエステティックの資格を取得する為に必要な科目であることから、基本的に欠席

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

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

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

退出させる場合もある。 

この科目はフェイシャルエステⅣ・Ⅴ、ボディエステⅣの単位を取得しなければ履修できま

せん。 

本科目履修と 資格名 日本エステティック業協会(AEA) 上級エステティシャン 
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関連する資格 資格取得の流れ 別途資料を配布します。 
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 

第２回 

オリエンテーション 

ボディカウンセリング 

ボディ実技・ワックス 

 

高齢者など異年齢、肌質の違うモデ

ルへの正しい対応を学び、卒業試験

（ボディ実技・ワックス）の実技を

習得する。 

 

第３回 

第４回 

ボディカウンセリング 

ボディ実技・ワックス 

 

高齢者など異年齢、肌質の違うモデ

ルへの正しい対応を学び、卒業試験

（ボディ実技・ワックス）の実技を

習得する。 

 

第５回 

第６回 

 

ボディカウンセリング 

ボディ実技・ワックス 

 

高齢者など異年齢、肌質の違うモデ

ルへの正しい対応を学び、卒業試験

（ボディ実技・ワックス）の実技を

習得する。 

 

第７回 

第８回 

ボディカウンセリング 

ボディ実技・ワックス 

 

高齢者など異年齢、肌質の違うモデ

ルへの正しい対応を学び、卒業試験

（ボディ実技・ワックス）の実技を

習得する。 

 

第９回 

～ 

第１１回 

卒業試験模擬 

高齢者など異年齢、肌質の違うモデ

ルへの正しい対応を学び、卒業試験

（ボディ実技・ワックス）の実技が

合格レベルになる。 

 

第１２回第

１３回 
卒業試験模擬 

高齢者など異年齢、肌質の違うモデ

ルへの正しい対応を学び、卒業試験

（ボディ実技・ワックス）の実技が

合格レベルになる。 

 

第１４回 

～ 

第１６回 

卒業試験模擬 

高齢者など異年齢、肌質の違うモデ

ルへの正しい対応を学び、卒業試験

（ボディ実技・ワックス）の実技が

合格レベルになる。 

 

第１７回 

～ 

第１９回 

卒業試験模擬 

高齢者など異年齢、肌質の違うモデ

ルへの正しい対応を学び、卒業試験

（ボディ実技・ワックス）の実技が

合格レベルになる。 

 

第２０回 

～ 

第２２回 

卒業試験模擬 

高齢者など異年齢、肌質の違うモデ

ルへの正しい対応を学び、卒業試験

（ボディ実技・ワックス）の実技が

合格レベルになる。 

 

第２３回 

第２４回 
卒業試験模擬 

高齢者など異年齢、肌質の違うモデ

ルへの正しい対応を学び、卒業試験

（ボディ実技・ワックス）の実技が

合格レベルになる。 

 

第２５回 

～ 

第２７回 

上級実技試験対策 

技術力チェック 

上級実技試験における技術力をチ

ェックしてもらい、未熟な個所を改

善する。 
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第２８回 

～ 

第３０回 

上級実技試験対策 

技術力チェック 

上級実技試験における技術力をチ

ェックしてもらい、未熟な個所を改

善する。 
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■エー57 総合エステティック研究 

エステティック専攻 

科目名 

Subject 

総合エステティック研究 

Total Esthetics Study 
教員名 鈴木 ひろ子 他 

開講年次 ２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 

より高度なフェイシャル、ネイル、メイク、ボディ、ｗａｘ脱毛の実技、理論を身に付ける。

また、高齢者を含む様々な年齢、肌質、体質のモデルにあわせたトリートメントプランを完

成させ、アフターアドバイスも含めて実行する。 

授業の目標 

本科目を履修することにより、プロのエステティシャンとしての知識、技術力、カウンセリ

ング力を養成する。 

CIDESCO 1 次 筆記試験、2次 実技試験の合格を目標とする。 

時間外学習 

（予習・復習） 
実技試験は外部モデルによる試験を行う。そのための予習復習は必須。 

教科書・教材 

教科書 日本エステティック協会テキスト 

教材 ボディ用教材・フェイシャル用教材 

使用設備・備品 全身美容実習室・フェイシャル室 

参考文献  

評価方法 

実技試験、筆記試験、学習意欲 

 

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 

本授業はエステティックの資格を取得する為に必要な科目であることから、基本的に欠席

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

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

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

退出させる場合もある。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名 日本エステティック協会上級認定エステティシャン 

資格取得の流れ 別途資料を配布します。 
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 

研究レポート作成 

効果、禁忌などに注意して的確な

研究レポートを完成させる。 

研究レポート作成を作成するに

あたり、注意すべき点を理解し、

的確なケースヒストリーの作成

する方法を学ぶ。 

試験提出物 

第２回 
筆記試験合格のための 

模擬試験練習 

筆記試験出題範囲ついて学び、適

切な答えを選択できる。 

過去問と協会教科書にて

理論復習 

第３回 

実技試験（ボディ、フェイシャル

実技・ネイル・メイク・wax）対策

練習 

外部モデルに対して実技試験練

習を行うことで規定時間内に正

確に実技を行えるようにする。 

外部モデル 

第４回 

研究レポート作成 

効果、禁忌などに注意して的確な

研究レポートを完成させる。 

研究レポート作成を作成するに

あたり、注意すべき点を理解し、

的確なケースヒストリーの作成

する方法を学ぶ。 

試験提出物 

第５回 
筆記試験合格のための 

模擬試験練習 

筆記試験出題範囲ついて学び、適

切な答えを選択できる。 

過去問と協会教科書にて

理論復習 

第６回 

実技試験（ボディ、フェイシャル

実技・ネイル・メイク・wax）対策

練習 

外部モデルに対して実技試験練

習を行うことで規定時間内に正

確に実技を行えるようにする。 

外部モデル 

第７回 

研究レポート作成 

効果、禁忌などに注意して的確な

研究レポートを完成させる。 

研究レポート作成を作成するに

あたり、注意すべき点を理解し、

的確なケースヒストリーの作成

する方法を学ぶ。 

試験提出物 

第８回 
筆記試験合格のための 

模擬試験練習 

筆記試験出題範囲ついて学び、適

切な答えを選択できる。 

過去問と協会教科書にて

理論復習 

第９回 

実技試験（ボディ、フェイシャル

実技・ネイル・メイク・wax）対策

練習 

外部モデルに対して実技試験練

習を行うことで規定時間内に正

確に実技を行えるようにする。 

外部モデル 
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第１０回 

研究レポート作成 

効果、禁忌などに注意して的確な

研究レポートを完成させる。 

研究レポート作成を作成するに

あたり、注意すべき点を理解し、

的確なケースヒストリーの作成

する方法を学ぶ。 

試験提出物 

第１１回 
筆記試験合格のための 

模擬試験練習 

筆記試験出題範囲ついて学び、適

切な答えを選択できる。 

過去問と協会教科書にて

理論復習 

第１２回 

実技試験（ボディ、フェイシャル

実技・ネイル・メイク・wax）対策

練習 

外部モデルに対して実技試験練

習を行うことで規定時間内に正

確に実技を行えるようにする。 

外部モデル 

第１３回 

研究レポート作成 

効果、禁忌などに注意して的確な

研究レポートを完成させる。 

研究レポート作成を作成するに

あたり、注意すべき点を理解し、

的確なケースヒストリーの作成

する方法を学ぶ。 

試験提出物 

第１４回 
筆記試験合格のための 

模擬試験練習 

筆記試験出題範囲ついて学び、適

切な答えを選択できる。 

過去問と協会教科書にて

理論復習 

第１５回 

実技試験（ボディ、フェイシャル

実技・ネイル・メイク・wax）対策

練習 

外部モデルに対して実技試験練

習を行うことで規定時間内に正

確に実技を行えるようにする。 

外部モデル 

第１６回 

研究レポート作成 

効果、禁忌などに注意して的確な

研究レポートを完成させる。 

研究レポート作成を作成するに

あたり、注意すべき点を理解し、

的確なケースヒストリーの作成

する方法を学ぶ。 

試験提出物 

第１７回 
筆記試験合格のための 

模擬試験練習 

筆記試験出題範囲ついて学び、適

切な答えを選択できる。 

過去問と協会教科書にて

理論復習 

第１８回 

実技試験（ボディ、フェイシャル

実技・ネイル・メイク・wax）対策

練習 

外部モデルに対して実技試験練

習を行うことで規定時間内に正

確に実技を行えるようにする。 

外部モデル 

第１９回 

研究レポート作成 

効果、禁忌などに注意して的確な

研究レポートを完成させる。 

研究レポート作成を作成するに

あたり、注意すべき点を理解し、

的確なケースヒストリーの作成

する方法を学ぶ。 

試験提出物 

第２０回 
筆記試験合格のための 

模擬試験練習 

筆記試験出題範囲ついて学び、適

切な答えを選択できる。 

過去問と協会教科書にて

理論復習 



156 
 

第２１回 

～ 

第５０回 

実技試験（ボディ、フェイシャル

実技・ネイル・メイク・wax）対策

練習 

外部モデルに対して実技試験練

習を行うことで規定時間内に正

確に実技を行えるようにする。 

外部モデル 

第５１回 

～ 

第６０回 

試験対策 

過去の試験問題を基に傾向を理

解する。また各自の症例研究につ

いて理解を深めることができる

ようになる。 

症例研究見直し 
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■エー58 着装技術Ⅱ 

エステティック専攻 

科目名 

Subject 

着装技術Ⅱ 

Techniques of Kimono DressingⅡ 
教員名 佐藤 美奈子 他 

開講年次 １年 開講時期 後期 単位 ２単位 

必修／選択 選択 授業形態 実習   

科目の概要 

着装技術Ⅰで学んだ技術と知識をベースに、プロの技術者＝「山野流着装奥伝講師・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 資格名 美容着付師 資格(申請者)   
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関連する資格 
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。 
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 

・オリエンテーション 

・体型補正 

帯結び:末広太鼓 

・助手の心得 

・喪服・夏の礼装 

 

サロン技術の実践① 

冠婚葬祭の装いを理解し、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 



160 
 

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 
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■エー59 総合ブライダル学 

エステティック専攻 

科目名 

Subject 

総合ブライダル学 

General Study of Bridal Ceremony 
教員名 

佐藤 美奈子 

青木 和子 

開講年次 ２年 開講時期 前期 単位 １単位 

必修／選択 選択 授業形態 講義   

科目の概要 

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

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

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

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

関連性を理解することで、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 
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授業計画 

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 

オリエンテーション 

(日本の結婚式の歴史と婚礼ビジ

ネスを学ぶ)  

日本の婚礼事情 

結婚式の歴史、婚礼に関わる業務

のチームワーク考え内容を知る 
 

第２回 
ウエディングのスタイル① 

日本の婚礼形式とその装い 

神前式の形式とその意味を知り 

その装いを理解する 
 

第３回 
ウエディングのスタイル② 

欧米の婚礼形式とその装い 

キリスト教婚礼の形式を知り、 

その装いを理解する 
 

第４回 
ウエディングのスタイル③ 

アジアのウエディング 

伝統文化と婚礼に見るファッシ

ョンを考え、その事情を知る 
 

第５回 挙式までのプランニング 
ホスピタリティの心を養い接客

を理解する 
 

第６回 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 
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■エー60 メイクアップⅡ 

エステティック専攻 

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 ２年 開講時期 後期 単位 ２単位 

必修／選択 選択 授業形態 実習   

科目の概要 

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。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。 
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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理解する。  

第２回 骨格分析 １ 
自分の顔の骨格を正しく理解す

る。 
 

第３回 骨格分析 ２ 
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 洋装花嫁メイクアップ 
ブライダルの現場で使えるメイ

クアップが表現できる。 
 

第１０回 和装花嫁メイクアップ 
ブライダルの現場で使えるメイ

クアップが表現できる。 
 

第１１回 
ファッションショーメイクアッ

プ 

ファッションショーの現場で使

えるメイクアップが表現でき

る。 

 

第１２回 顔型応用メイクアップ 

他者の顔型による印象を理解

し、理想の印象に変える為の技

術の習得 
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第１３回 色彩とメイクアップの関係 
様々な肌色に合わせたカラーを

選ぶ事ができる。 
 

第１４回 撮影メイクアップ 
撮影の現場で役立つ技術、知識

の習得 
 

第１５回 作品撮影の為の練習 
作品撮影に向け制作のリハーサ

ルをおこなう。 
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■エー61 応用ネイル技術 

エステティック専攻 

科目名 

Subject 

応用ネイル技術 

Applied Nail Techniques 
教員名 

加藤 宏美 

非常勤講師 

開講年次 １年 開講時期 後期 単位 ２単位 

必修／選択 選択 授業形態 実習   

科目の概要 
基礎ネイルで習得した技術をベースとして JNE２級取得を意識する。 

ソークオフジェルの技法を学ぶ。 

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できる。 

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。 

JNE２級相当の技術修得を目標とする。 

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 

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。 

＊基礎ネイル技術単位取得が履修条件です。 

本科目履修と 

関連する資格 

資格名 JNE２級 

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

 授業内容 到達目標 備  考 

第１回 
道具、器具の説明 

テーブルセッティング 

道具、器具、マニキュア化粧品の成分を

理解する。 

課題：ネイルアートの

デッサンを描いてくる 

第２回 チップラップ（レジン使用） レジンを使用した技法を習得する。  

第３回 

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ようにな

る。 

提出：ネイルアートの

デッサン及び作品制作 

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ようにな

る。 
 

第５回 

ネイルケア・カラーリング 

チップラップ・フラットアート 

タイム計測 

時間内に終了し、全体的に合格レベル

に仕上げられるようになる。 
 

第６回 

ネイルケア・カラーリング 

チップラップ・フラットアート 

タイム計測 

時間内に終了し、全体的に合格レベル

に仕上げられるようになる。 
 

第７回 

第８回 
ジェル① ジェル製品の特徴、オフの仕方を知る。  

第９回 

第１０回 
ジェル② ジェル製品の基礎技術を習得する。  

第１１回 

第１２回 
ジェル③ ジェル製品の基礎技術を習得する。  

第１３回 ジェルアート① 
ホイル素材などを使用しアートを施す

ことができるようになる。 
 

第１４回 ジェルアート② 
マーブルを描いてアートを施すことが

できるようになる。 
 

第１５回 

スカルプチュア１ 

筆の扱い方 

フォームの装着 

製品の扱い方を理解する。  

第１６回 

スカルプチュア 

スカルプチュア・オフの方法 

フローター 

モデルハンドを使用して作成できるよ

うになる。 
 

第１７回 

第１８回 
スカルプチュア①（単色） 

ファイリングをスムーズに行い、厚み

や形を均等に整えることができるよう

になる。 
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第１９回 

第２０回 
チップオーバーレイ 

作業手順を理解し、表面を滑らかに整

えることができるようになる。 
 

第２１回 

第２２回 
スカルプチュア② 

スマイルラインが整えられ、表面のツ

ヤ、形、厚みを適正に施せるようにな

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

節できるようになる。 
 

第２５回 

第２６回 
３Ｄ 

立体的なアートを制作できるようにな

る。 
 

第２７回 

第２８回 

まとめ 

実技ソークオフジェルは除く) 

理論 

３Ｄを取り入れたネイルアート作品が

作れるようになる。 

＊TEA の資格取得を踏

まえる 

第２９回 

第３０回 

ソークオフジェル 

ジャータイプの技法 

ジェルの製品を使い分けることができ

るようになる。 
 

 


