実務経験のある教員による授業科目に関する一覧 (2019年度)
専攻名

ナンバリング

科目名

美容デザイン専攻 BD－CS1-001 着装技術Ⅰ
美容デザイン専攻 BD－CS1-002 マナー&ホスピタリティ
美容デザイン専攻 BD－CS1-011 インターンシップ
美容デザイン専攻 BD－CS1-014 着装技術Ⅱ
美容デザイン専攻 BD－CS1-015 日本文化（華道）
美容デザイン専攻 BD－CS1-023 海外インターンシップ
美容デザイン専攻 BD－CS2-025 総合ブライダル学
美容デザイン専攻 BD－D1-005

応用ネイル技術

美容デザイン専攻 BD－KT1-003 基礎ネイル技術

共通科目

単位数

13単位

美容デザイン専攻 BD－CS2-024 接客・接遇法

1単位

美容デザイン専攻 BD－CS2-026 経営

1単位

美容デザイン専攻 BD－CS2-030 ファッション文化史
美容デザイン専攻 BD－CS2-031 美容芸術文化史

1単位
1単位

美容デザイン専攻 BD－CS2-033 異文化理解

1単位

客室乗務員・ホテルスタッフ指導、並びに就労支援を行った経験を基に具体的な
事例を挙げ授業展開する。
企業経営に従事した経験を生かして、美容院経営を含めたサービス業のあり方
を具体例をあげて授業展開する。
美容師としての経験や知識も踏まえて講義する。
美容師としての経験や知識も踏まえて講義する。
海外での生活と共に、客室乗務員としての経験を活かし実例をあげながら授業
展開する。
現場で必要とされる正しい知識と技術、接客を指導する
美容室で使用されている、より実践的な技術指導を行う
化粧品に精通した経験を基に、その使用方法を伝える。
美容師としての経験や知識も踏まえて講義する。

テクニカルヘアⅠ
カット＆カラーⅡ
メイクアップⅡ
美容技術理論Ⅲ

1単位
2単位
2単位
1単位

美容デザイン専攻 BD－D2-008

テクニカルヘアⅡ

美容に関する基礎的理論と知識を学び、実習を通して基本技術を効率的に習得
する。
2単位 ワインディング技術（パーマネント技術におけるロッド巻き）を中心に、シャンプー
技術も加え様々な美容の基礎技術を学びながら、美容に対する興味を深めるべ
く礎を築いていく。

美容デザイン専攻 BD－D2-009

メイクアップⅢ

美容デザイン専攻 BD－D2-010

フォトシューティング

美容デザイン専攻 BD－D2-011
美容デザイン専攻 BD－D2-012

美容芸術演習
服飾デザイン

美容デザイン専攻 BD－D2-013

アクセサリーデザイン

美容デザイン専攻 BD－D2-014

美齢学演習

美容デザイン専攻
美容デザイン専攻
美容デザイン専攻
美容デザイン専攻

BD－D1-002
BD－D1-004
BD－D1-006
BD－D1-007

経験を元にどのような授業を行うのか

2単位 現場で必要とされる正しい知識と技術、接客を指導する
信頼関係の構築には、マナーとホスピタリティが不可欠である。客室乗務員・ホ
1単位 テルスタッフ指導、並びに就労支援を行った経験を基に具体的な事例を挙げ授
業展開する。
1単位 現場における実務実習
2単位 現場で必要とされる正しい知識と技術、接客を指導する
言葉がいかに大切で伝えるという重要性を理解させる。
1単位
安達流で学び続けていることを生徒たちにそのまま伝承する。
1単位 現場における実務実習
1単位 美容師としての経験や知識も踏まえて講義する。
サロンワークを意識したカウンセリングを学ぶ。コスト意識と時間意識を踏まえた
2単位 施術を考える。爪の病気に至っては、美容技術者として施術が可能な範囲を見
極める目を養う。
美容業の1つである爪のお手入れについて、ネイル道具の扱い方から、甘皮の
2単位 処理、カラーリングまでの基本的な技術を学び、相モデル形式でカウンセリング
を意識した授業を実施する。

美容デザイン専攻 BD－KT1-001 美容技術Ⅰ

美容デザイン専攻 BD－KT1-002 カット＆カラーⅠ
美容デザイン専攻 BD－KT1-004 メイクアップⅠ
美容デザイン専攻 BD－KT1-005 美容技術理論Ⅰ

美容デザイン専攻 BD－KT1-006 毛髪の健康科学

美容デザイン専攻 BD－KT1-007 美容技術Ⅱ

美容デザイン専攻 BD－KT1-008 基礎介護演習
美容デザイン専攻 BD－KT1-009 美容技術理論Ⅱ

美容デザイン専攻 BD－KT2-011 美容技術Ⅲ

1単位 化粧品に精通した経験を基に、その使用方法を伝える。
フォトグラファーとしての経験を生かし、写真撮影やポートフォリオ作成のノウハ
1単位
ウを授業で展開する。
1単位 美容師としての経験や知識も踏まえて講義する。
1単位 業界の現場の話や展望を授業に盛り込む
彫金技術、デザイン技術指導を行っている経験を基に実践を通し、技術習得を
1単位
目標とした授業展開をする
1単位 美容の対象となる人の加齢や障がいの理解
美容に関する基礎的理論と知識を学び、実習を通して基本技術を効率的に習得
する。
3単位 ワインディング技術（パーマネント技術におけるロッド巻き）を中心に、シャンプー
技術も加え様々な美容の基礎技術を学びながら、美容に対する興味を深めるべ
く礎を築いていく。
2単位 美容室で使用されている、より実践的な技術指導を行う
2単位 化粧品に精通した経験を基に、その使用方法を伝える。
お客様に美容技術を行う上で必要な美容用品の名称や使用方法などを正しく理
1単位 解することや正しい作業姿勢と作業方法で行うことの重要性を経験をふまえて
説明する。
毛髪に関する知識を深めサロンワークで即使える実践的な知識と最近の薬剤の
1単位 傾向も熟知し、お客様への的確なアドバイスと接客ができるように授業を展開し
ていく。
美容に関する基礎的理論と知識を学び、実習を通して基本技術を効率的に習得
する。
3単位 ワインディング技術（パーマネント技術におけるロッド巻き）を中心に、シャンプー
技術も加え様々な美容の基礎技術を学びながら、美容に対する興味を深めるべ
く礎を築いていく。
4単位 加齢や障害の理解
お客様に美容技術を行う上で必要な美容用品の名称や使用方法などを正しく理
1単位 解することや正しい作業姿勢と作業方法で行うことの重要性を経験をふまえて
説明する。
美容に関する基礎的理論と知識を学び、実習を通して基本技術を効率的に習得
する。
3単位 ワインディング技術（パーマネント技術におけるロッド巻き）を中心に、シャンプー
技術も加え様々な美容の基礎技術を学びながら、美容に対する興味を深めるべ
く礎を築いていく。

実務経験のある教員による授業科目に関する一覧 (2019年度)
専攻名

ナンバリング

科目名

美容デザイン専攻 BD－KT2-012 クリエイティブヘア
美容デザイン専攻 BD－KT2-013 スキンケア技術
美容デザイン専攻 BD－KT2-014 美容技術理論Ⅳ

美容デザイン専攻 BD－KT2-016 美容衛生管理演習Ⅰ
美容デザイン専攻 BD－KT2-017 保健Ⅰ
美容デザイン専攻 BD－KT2-018 美容技術Ⅳ

美容デザイン専攻 BD－KT2-019 美容技術Ⅴ

単位数

美容師は人に接する仕事であるため、技術のみならず用具類の衛生上の取り
1単位 扱いに関する知識や実践も重要である。したがって美容師として必要な基礎的
技術を習得しながら、衛生面に対する配慮の必要性も認識できるようにする。

美容デザイン専攻 BD－KT2-020 シャンプーイング

1単位

美容デザイン専攻 BD－KT2-021 美容技術理論Ⅴ

1単位

美容デザイン専攻 BD－KT2-022 美容衛生管理演習Ⅱ

1単位

美容デザイン専攻 BD－KT2-023 保健Ⅱ

1単位

エステティック専攻
エステティック専攻
エステティック専攻
エステティック専攻

BE－CS1-004
BE－CS1-007
BE－CS1-012
BE－CS1-014

専門科目合計単位数

53単位

インターンシップ
着装技術Ⅰ
海外インターンシップ
着装技術Ⅱ

1単位
2単位
1単位
2単位

エステティック専攻 BE－CS1-015 マナー&ホスピタリティ

1単位

エステティック専攻 BE－CS2-018 総合ブライダル学

1単位

エステティック専攻 BE－CS2-021 日本文化（華道）

1単位

エステティック専攻 BE－KT1-001 基礎ネイル技術

2単位

エステティック専攻 BE－KT1-002 応用ネイル技術

2単位

共通科目

1単位

エステティック専攻 BE－CS2-019 現代社会の理解

1単位

エステティック専攻 BE－CS2-022 接客・接遇法

1単位

エステティック専攻 BE－E1-001

生理解剖学Ⅰ

1単位

エステティック専攻 BE－E1-002
エステティック専攻 BE－E1-003

生体学
生命活動概論

1単位
1単位

エステティック専攻 BE－E1-004

皮膚科学Ⅰ

1単位

BE－E1-007
BE－E1-008
BE－E1-009
BE－E1-010
BE－E1-011
BE－E1-012

美容に関する基礎的理論と知識を学び、実習を通して基本技術を効率的に習得
する。
ワインディング技術（パーマネント技術におけるロッド巻き）を中心に、シャンプー
技術も加え様々な美容の基礎技術を学びながら、美容に対する興味を深めるべ
く礎を築いていく。
お客様に美容技術を行う上で必要な美容用品の名称や使用方法などを正しく理
解することや正しい作業姿勢と作業方法で行うことの重要性を経験をふまえて
説明する。
美容室の運営にかかわる衛生の知識と道具の使用方法を指導する
獣医学・新薬開発研究業務で得た知識と経験を基に、具体的に分かりやすく授
業を展開する。
現場における実務実習
現場で必要とされる正しい知識と技術、接客を指導する
現場における実務実習
現場で必要とされる正しい知識と技術、接客を指導する
信頼関係の構築には、マナーとホスピタリティが不可欠である。客室乗務員・ホ
テルスタッフ指導、並びに就労支援を行った経験を基に具体的な事例を挙げ授
業展開する。
美容師としての経験や知識も踏まえて講義する。
言葉がいかに大切で伝えるという重要性を理解させる
安達流で学び続けていることを生徒たちにそのまま伝承する。
美容業の1つである爪のお手入れについて、ネイル道具の扱い方から、甘皮の
処理、カラーリングまでの基本的な技術を学び、相モデル形式でカウンセリング
を意識した授業を実施する。
サロンワークを意識したカウンセリングを学ぶ。コスト意識と時間意識を踏まえた
施術を考える。爪の病気に至っては、美容技術者として施術が可能な範囲を見
極める目を養う。

13単位

エステティック専攻 BE－CS1-009 サロン経営学

エステティック専攻
エステティック専攻
エステティック専攻
エステティック専攻
エステティック専攻
エステティック専攻

経験を元にどのような授業を行うのか

2単位 美容室で使用されている、より実践的な技術指導を行う
店頭での接客と販売員への美容指導経験を基に、実際に必要とされる技術と知
1単位
識、ホスピタリティを指導する。
お客様に美容技術を行う上で必要な美容用品の名称や使用方法などを正しく理
1単位 解することや正しい作業姿勢と作業方法で行うことの重要性を経験をふまえて
説明する。
美容業務に関係の深い皮膚疾患、伝染病等に対する知識と対処法を理解し美
1単位 容室内での予防法と国家試験に対応する消毒技術を習得できる授業展開をす
る。
獣医学・新薬開発研究業務で得た知識と経験を基に、具体的に分かりやすく授
1単位
業を展開する。
美容師は人に接する仕事であるため、技術のみならず用具類の衛生上の取り
3単位 扱いに関する知識や実践も重要である。したがって美容師として必要な基礎的
技術を習得しながら、衛生面に対する配慮の必要性も認識できるようにする。

フェイシャルエステⅠ
2単位
ボディエステⅠ
2単位
脱毛
1単位
エステティック基礎理論Ⅰ1単位
エステティック基礎理論Ⅱ1単位
エステティック技術理論 1単位

エステティック専攻 BE－E1-012

皮膚科学Ⅱ

1単位

エステティック専攻 BE－E1-013

生理解剖学Ⅱ

1単位

エステティック専攻 BE－E1-016
エステティック専攻 BE－E1-017

フェイシャルエステⅡ
フェイシャルエステⅢ

2単位
2単位

サロンマーケティング、サロンマネジメント、サロン経営に関わるコンプライアンス
指導及び損益計算書の読み方など
現代社会を理解し豊かに生きられるよう指導する
客室乗務員、ホテル従業員の経験を活かし、お客様の心理を解きながらお客様
に満足して頂ける接遇とはどの様なものかを双方向で考えていく。
獣医学・新薬開発研究業務で得た知識と経験を基に、具体的に分かりやすく授
業を展開する。
人の身体活動に係る身体のしくみの理解
ホメオスタシスやストレスコーピングの理解
獣医学・新薬開発研究業務で得た知識と経験を基に、具体的に分かりやすく授
業を展開する。
現場で必要とされる正しい知識と技術、接客を指導する
現場で必要とされる正しい知識と技術、接客を指導する
現場で必要とされる正しい知識と技術、接客を指導する
現場で必要とされる正しい知識と技術、接客を指導する
現場で必要とされる正しい知識と技術、接客を指導する
現場で必要とされる正しい知識と技術、接客を指導する
獣医学・新薬開発研究業務で得た知識と経験を基に、具体的に分かりやすく授
業を展開する。
獣医学・新薬開発研究業務で得た知識と経験を基に、具体的に分かりやすく授
業を展開する。
現場で必要とされる正しい知識と技術、接客を指導する
現場で必要とされる正しい知識と技術、接客を指導する

実務経験のある教員による授業科目に関する一覧 (2019年度)
専攻名

ナンバリング

エステティック専攻 BE－E1-018
エステティック専攻 BE－E1-019
エステティック専攻 BE－E1-020
エステティック専攻 BE－E2-022
エステティック専攻
エステティック専攻
エステティック専攻
エステティック専攻

BE－E2-023
BE－E2-024
BE－E2-025
BE－E2-026

科目名

単位数

経験を元にどのような授業を行うのか

ボディエステⅡ
2単位 現場で必要とされる正しい知識と技術、接客を指導する
ボディエステⅢ
3単位 現場で必要とされる正しい知識と技術、接客を指導する
エステティック基礎理論Ⅲ1単位 現場で必要とされる正しい知識と技術、接客を指導する
薬局、並びに健康食品企業での学術業務を行った経験を基にエビデンスある情
栄養学Ⅱ
1単位
報を挙げ授業展開する。
フェイシャルエステⅣ
2単位 現場で必要とされる正しい知識と技術、接客を指導する
フェイシャルエステⅤ
3単位 現場で必要とされる正しい知識と技術、接客を指導する
ボディエステⅣ
3単位 現場で必要とされる正しい知識と技術、接客を指導する
美齢学基礎演習
1単位 エステの対象となる人の加齢や障がいの理解
化粧品を構成する成分について、実際の原料サンプルを触りながらの学習、
オーガニックコスメの現状を業界からの立場から中立的に学ばせること、業界内
2単位
人脈によるメーカー協力の元実際のオーガニックコスメ商品を試しながら学習で
きることなど

エステティック専攻 BE－E2-028

インナービューティ学

エステティック専攻 BE－E2-029
エステティック専攻 BE－E2-030
エステティック専攻 BE－E2-031

フェイシャルエステⅥ
2単位 現場で必要とされる正しい知識と技術、接客を指導する
ボディエステⅤ
2単位 現場で必要とされる正しい知識と技術、接客を指導する
グローバルエステティック研究
4単位 現場で必要とされる正しい知識と技術、接客を指導する
ＡＥＡＪ・アロマテラピーインストラクター資格試験の合格者200名以上を輩出し、
アロマテラピー
1単位 アロマテラピーの指導者として教育してきた実績を基に、アロマテラピーの基礎
知識から実践までを授業展開する。
メイクアップ基礎
2単位 化粧品に精通した経験を基に、その使用方法を伝える。
サロン実習
1単位 現場で必要とされる正しい知識と技術、接客を指導する
ヘアメイクアップ
2単位 化粧品に精通した経験を基に、その使用方法を伝える。

エステティック専攻 BE－KT2-003
エステティック専攻 BE－KT2-005
エステティック専攻 BE－KT2-006
エステティック専攻 BE－KT2-007

専門科目合計単位数

53単位

国際美容コミュニケーション専攻

BI－CS1-001

マナー&ホスピタリティ

国際美容コミュニケーション専攻

国際美容コミュニケーション専攻

BI－CS1-003
BI－CS1-005
BI－CS1-009

インターンシップ
着装技術Ⅰ
着装技術Ⅱ

国際美容コミュニケーション専攻

BI－CS2-018

日本文化（華道）

国際美容コミュニケーション専攻

BI－I1-005

海外インターンシップ

国際美容コミュニケーション専攻

BI－KT1-003

基礎ネイル技術

国際美容コミュニケーション専攻

BI－KT2-005

応用ネイル技術

国際美容コミュニケーション専攻

BI－KT2-008

総合ブライダル学

信頼関係の構築には、マナーとホスピタリティが不可欠である。客室乗務員・ホ
1単位 テルスタッフ指導、並びに就労支援を行った経験を基に具体的な事例を挙げ授
業展開する。
1単位 現場における実務実習
2単位 現場で必要とされる正しい知識と技術、接客を指導する
2単位 現場で必要とされる正しい知識と技術、接客を指導する
言葉がいかに大切で伝えるという重要性を理解させる
1単位
安達流で学び続けていることを生徒たちにそのまま伝承する。
1単位 現場における実務実習
美容業の1つである爪のお手入れについて、ネイル道具の扱い方から、甘皮の
2単位 処理、カラーリングまでの基本的な技術を学び、相モデル形式でカウンセリング
を意識した授業を実施する。
サロンワークを意識したカウンセリングを学ぶ。コスト意識と時間意識を踏まえた
2単位 施術を考える。爪の病気に至っては、美容技術者として施術が可能な範囲を見
極める目を養う。
1単位 美容師としての経験や知識も踏まえて講義する。

共通科目

13単位

国際美容コミュニケーション専攻

国際美容コミュニケーション専攻

BI－CS1-007

接客・接遇法

1単位

国際美容コミュニケーション専攻

BI－CS1-013

チャイルドケア演習

1単位

国際美容コミュニケーション専攻

BI－CS2-011

論理的思考法Ⅰ

1単位

国際美容コミュニケーション専攻

BI－CS2-015

マーケティング

1単位

国際美容コミュニケーション専攻

BI－CS2-021

論理的思考法Ⅱ

1単位

国際美容コミュニケーション専攻

BI－CS2-022

現代社会の理解

1単位

国際美容コミュニケーション専攻

BI－CS2-024

プロデュース論

1単位

国際美容コミュニケーション専攻

BI－CS2-025

ファッショントレンド演習 1単位

国際美容コミュニケーション専攻

BI－I1-003

異文化理解

1単位

国際美容コミュニケーション専攻

BI－I2-006

国際研究

2単位

国際美容コミュニケーション専攻

国際美容コミュニケーション専攻

BI－KT1-001
BI－KT1-002
BI－KT2-004
BI－KT2-006

メイクアップⅠ
メイクアップⅡ
メイクアップⅢ
ヘアデザイン

2単位
2単位
1単位
1単位

国際美容コミュニケーション専攻

BI－KT2-007

フォトシューティング

1単位

国際美容コミュニケーション専攻

BI－KT2-009

フェイシャルエステ

2単位

国際美容コミュニケーション専攻

BI－KT2-010

アロマテラピー

1単位

国際美容コミュニケーション専攻

BI－KT2-011

美容芸術文化史

1単位

国際美容コミュニケーション専攻
国際美容コミュニケーション専攻

客室乗務員、ホテル従業員の経験を活かし、お客様の心理を解きながらお客様
に満足して頂ける接遇とはどの様なものかを双方向で考えていく。
客室乗務員・ホテル従業員、また自らも子育てしてきたから経験から、お子様連
れのお客様のニーズを授業を通して伝え、実践できる人材の育成を行う。
ビジネス人として、報告書・企画書作成およびプレゼンテーション・提案の経験を
活かして、社会人として必要な論理的思考を授業展開する
高級化粧品の導入、販売に携わった経験を生かして、化粧品販売に必要な仕事
を事例に基づいて授業展開をする。
ビジネス人として、報告書・企画書作成およびプレゼンテーション・提案の経験を
活かして、社会人として必要な論理的思考を授業展開する
現代社会を理解し豊かに生きられるよう指導する
グローバル企業における経験を活かして、ダイバーシティな世の中でどのように
自分を表現・プロデュースするか授業展開する。
業界の現場の話や展望を授業に盛り込む
客室乗務員・ホテルスタッフ・ツアーコンダクター指導、並びに通訳案内士として
訪日外国人にガイドを行った経験を基に具体的な事例を挙げ授業展開する。
地域、国、文化、宗教等の違いを理解し、国際時事について理解を深め、正解の
ない問題への解決方法を導く思考力を高める
化粧品に精通した経験を基に、その使用方法を伝える。
化粧品に精通した経験を基に、その使用方法を伝える。
化粧品に精通した経験を基に、その使用方法を伝える。
美容師としての経験や知識も踏まえて講義する。
フォトグラファーとしての経験を生かし、写真撮影やポートフォリオ作成のノウハ
ウを授業で展開する。
現場で必要とされる正しい知識と技術、接客を指導する
ＡＥＡＪ・アロマテラピーインストラクター資格試験の合格者200名以上を輩出し、
アロマテラピーの指導者として教育してきた実績を基に、アロマテラピーの基礎
知識から実践までを授業展開する。
美容師としての経験や知識も踏まえて講義する。

実務経験のある教員による授業科目に関する一覧 (2019年度)
専攻名
国際美容コミュニケーション専攻

ナンバリング
BI－KT2-013

科目名

単位数

1単位 美容師としての経験や知識も踏まえて講義する。

専門科目合計単位数

23単位

専攻科 芸術専攻 SG－AE1-002 立体造形演習Ⅰ

2単位

専攻科 芸術専攻 SG－AE1-003 ＣＧ演習Ⅰ

2単位

専攻科 芸術専攻 SG－AE1-004 デザイン演習Ⅰ

2単位

専攻科 芸術専攻 SG－AE1-005 批評概論

2単位

専攻科 芸術専攻 SG－AE1-007 日本・東洋美術史

2単位

専攻科 芸術専攻 SG－AE1-008 西洋美術史

2単位

専攻科 芸術専攻 SG－AE1-010 立体造形演習Ⅱ

4単位

専攻科 芸術専攻 SG－AE1-011 ＣＧ演習Ⅱ

4単位

専攻科 芸術専攻 SG－AE1-012 デザイン演習Ⅱ

4単位

専攻科 芸術専攻 SG－AE2-014 スタイルドローイング
専攻科 芸術専攻 SG－AE2-015 ファッション情報研究

2単位
2単位

専攻科 芸術専攻 SG－BA1-001 写真表現演習

2単位

専攻科 芸術専攻 SG－BA2-003 美容デザイン演習

4単位

専攻科
専攻科
専攻科
専攻科
専攻科
専攻科
専攻科

芸術専攻
芸術専攻
芸術専攻
芸術専攻
芸術専攻
芸術専攻
芸術専攻

SG－BA2-004
SG－BT1-001
SG－BT1-002
SG－BT1-003
SG－BT1-004
SG－BT1-006
SG－BT1-007

美容芸術研究
インターンシップＡ
サロン実習Ⅰ
ヘアテクニックⅠ
インターンシップＢ
サロン実習Ⅱ
ヘアテクニックⅡ

2単位
2単位
2単位
3単位
2単位
2単位
3単位

専攻科 芸術専攻 SG－BT1-008 ネイルアート研究

4単位

SG－BT2-009
SG－BT2-010
SG－BT2-011
SG－BT2-012
SG－BT2-013
SG－BT2-014
SG－BT2-015

サロン実習Ⅲ
ヘアデザインⅠ
メイクアップ研究
商品開発研究
サロン実習Ⅳ
ヘアデザインⅡ
美容福祉演習

2単位
3単位
4単位
2単位
2単位
3単位
2単位

専門科目合計単位数

72単位

専攻科
専攻科
専攻科
専攻科
専攻科
専攻科
専攻科

芸術専攻
芸術専攻
芸術専攻
芸術専攻
芸術専攻
芸術専攻
芸術専攻

経験を元にどのような授業を行うのか

基礎ファッション学

造形素材の特質や加工法並びに計画性、表現方法の立体を造形できるよう、基
本を指導する。
グラフィックデザイン、キャラクターデザインに必要なスキル指導
デザイン実務経験を元にデザイン基礎の考え方と技法の演習指導、より実践的
なデザインプロセスを具体的に学べる授業運営をする。
大学の研究機関における古典文献資料の整理と翻訳を行った経験を基に具体
的な事例を挙げ授業展開する。
社会人としての常識(時事問題や産業構造)などを説明する程度。美術と経済の
関係性を授業で展開する。
大学及び市町村での生涯学習教育、海外研修指導、通訳を行った経験を基に
具体的な事例を挙げ授業展開する。
造形の多種多様な素材の作品制作事への応用方法や美的表現，構想法のより
専門的な指導を行う。
グラフィックデザイン、キャラクターデザインに必要なスキル指導
デザイン表現の多様性、そしてテーマに沿った基本思想をもとにデザインワーク
を学び、幅広いデザイン領域を理解できるよう授業展開する。
美容師としての経験や知識も踏まえて講義する。
ファッション業界における最新のトレンド情報の生かし方と企画演習を指導する。
フォトグラファーとしての経験を生かし、写真撮影やポートフォリオ作成のノウハ
ウを授業で展開する。
自己の思想とコンセプトのもとにネーミング、ロゴアート、メイクアップアート、ポス
ターアート表現によるデザインワークを学び、新しい美を社会提案できるよう授業
展開する。
美容師としての経験や知識も踏まえて講義する。
現場における実務実習
現場で必要とされる正しい知識と技術、接客を指導する
現場で必要とされる正しい知識と技術、接客を指導する
現場における実務実習
現場で必要とされる正しい知識と技術、接客を指導する
美容技術・サロンワーク・店長業務指導
美容技術者として、幅広い年齢層の方を対象にカウンセリングすることができ、
且つTPOに合わせたデザインの提案を行うことが出来る。
現場で必要とされる正しい知識と技術、接客を指導する
現場で必要とされる正しい知識と技術、接客を指導する
化粧品に精通した経験を基に、その使用方法を伝える。
現場で必要とされる正しい知識と技術を指導する
現場で必要とされる正しい知識と技術、接客を指導する
現場で必要とされる正しい知識と技術、接客を指導する
美容福祉師としての就業経験を基に、具体的な事例を挙げて授業展開をする。

