
「⑴実務経験のある教員等による授業科目の配置」関係 

実務経験のある教員等による授業科目の一覧表 

実務経験のある教員による授業科目時間数 

課程名 学科名 授業時数合計 
省令で定める 

基準授業時数 

専門課程 

ビューティースタイリスト科 1,350時間 160時間 

トータルビューティー科（ネイル・メイクコース 2019年度生） 1,140時間 160時間 

トータルビューティー科（エステコース 2019年度生） 1,140時間 160時間 

トータルビューティー科（ネイル・メイクコース 2018年度生） 1,170時間 160時間 

トータルビューティー科（エステコース 2018年度生） 1,170時間 160時間 

実務経験のある教員等による授業科目一覧 

≪ビューティースタイリスト科≫ 

授業科目名 時間 授業概要 

美容技術理論Ⅰ～Ⅳ 

 
150 時間 

美容実務経験のあるトップスタイリストが現場サロンの実際的な業

務を踏まえて指導をおこなう。 

美容師の国家試験に合格するために日本理容美容教育センター

出版の美容技術理論の教科書を基に学ぶ。教科書の内容は美

容師として最低限必要な内容を網羅してあるが、就職してからも

仕事に活かせる美容理論となるよう、実際のサロン営業とかかわり

を持たせながら指導する。主に資格に対応することもあり広範囲の

学習内容となるが、実際のサロンでどのような商材でどのような技術

が流行しているも含め美容の仕事で大切な技術の裏付けとなる知

識を豊かにする事をねらいとした教育に努める。 

美容実習Ⅰ～Ⅳ 900 時間 

美容実務経験のあるトップスタイリストが現場サロンの実際的な業

務を踏まえて指導をおこなう。 

美容師養成課程として指導する内容を網羅して学校独自の即戦

力となる実践教育を経験豊富なプロの美容師が指導する。特に

就職後のサロンワークにおいてのアシスタント業務を充分に理解す

る。また技術以外でも仕事のやりがいや楽しさを実感できるように

技術教育を通して経験談も含めて指導に努める。技術習得方法

や技術に対する探求心を養い、自己啓発に於いても技術は練習

量により技術の質も向上することを学ぶ。授業では主にウイッグを中

心に学ぶことが多いが、定期的に相モデル実習も入れながらお客

様に対する丁寧で正確、かつ、スピーディーな仕事を学ぶ実践教

育を意識した教育をおこなう。現場でのお客様に対する心構えを

含めて指導する。 



 

授業科目名 時間 授業概要 

高度美容技術Ⅰ～Ⅳ 300 時間 

多様化するお客様の要望に応えるためにサロンワークで活躍するト

ップスタイリストが指導する。トータルビューティー教育をオムニバス形

式で専門的分野の領域を広げる教育をする。大きな柱は次の通り

である。①日本の伝統的な新日本髪を始め成人式で流行してい

る身近なヘアスタイルまでセットの魅力にふれる。②まつ毛エクステン

ションではメイクアップで表現できないデザイン性の可能性や、正確

に早く丁寧に施術ができるコツを学ぶ。③ネイリストによるサロンワー

クで必要なハンドケアからアクリル塗布の基本を学ぶ。④メイクアップ

アーティストとして活動するために必要な修正メイクやＴＰＯに合わ

せるメイクアップと、これまでの経験を活かした顔分析による施術を

学ぶ。また、特殊メイクは撮影のメイクの一つとして創造性を育む一

環として学ぶ。⑤産学連携による刃物工学やヘッドスパ、ブライダル

エステ等多岐に渡り知識や技能の領域を広げることに努める。 

 

≪トータルビューティー科（ネイル・メイクコース）2019年度入学生≫ 

授業科目名 時間 授業概要 

ショップワーキング 30 時間 

ネイリスト、エステティシャン、ビューティアドバイザーとして実際のサロ

ン・企業で従事した経験を活かし、高度な専門的技術をはじめ、

技術以外での必要な仕事を学ぶ。 

サロン業務で必要な顧客管理、新規客の集客方法など、実際の

サロンで導入している予約システムの運用まで、様々な業務と必要

性を学ぶ。サロンワークでも重要な正しい敬語や美しい発音など、

日常生活から意識し、必要性を認識するように促す。またサロンス

タッフとして各自がチームワークの大切さも涵養できるように指導す

る。 

ショップ実習Ⅰ～Ⅱ 60 時間 

実際のサロン・企業で従事した指導教員が、お客さまに来店いただ

くための広報活動、サービスの提供、技術者としての心構え等、サ

ロン運営に必要な業務を学ぶ。 

その他、顧客動員、利益や仕事の効率、再来店率を上げるため

の接客心理と技術提供等を総体的に学ぶ。また、クレーム対応に

ついては、過去の事例から対応方法について、OJT教育を通して

学びの領域も広げる。 

営業実績については、月に１回ビジネス実践の授業内で情報共

有し、毎日の売上管理が正確に行えるように指導に努める。 



 

授業科目名 時間 授業概要 

着付け実習 30 時間 

実際のサロンにおいて、成人式や結婚式の着付けの技術を積んだ

経験を基に、正確で着崩れしない着付け技術を学ぶ。 

着付けに必要な着物や小物等の名称を理解し技術を学ぶととも

に、日本のもてなしの精神も学ぶ。浴衣や振袖を着る喜びやトータ

ルファッションとして着物の流行や価値等の見分や知識を広げる。 

メイク実習Ⅰ 60 時間 

メイクアップアーティストして活躍した経験を活かし、メイクの基本か

ら総合的なメイクアップ技法を学ぶ。 

メイクアップの基本、また、道具のセッティングから使用方法、衛生

管理、片付け方法を学ぶ。フェイスプロポーションを理解しお客様の

悩みに対応できるタイプ別修正メイクの基本、メイクアップの提案な

どを指導する。 

メイク実習Ⅱ～Ⅳ 330 時間 

メイクアップアーティストして活躍した経験を活かし、メイクの基本か

ら総合的なメイクアップ技法を学ぶ。メイクアップの基本から応用技

術までを学ぶ。特殊メイクやボディペイント等を、トータルビューティー

の視点で提案できる技術を学ぶ。 

ネイル実習Ⅰ 90 時間 

公益財団法人 JNEC日本ネイリスト技能検定試験１級取得者

であり、サロンワークで多くのお客様にネイルサービスを提供してきた

ネイリストが指導する。NPO法人日本ネイリスト協会認定校の教

育システムを活用しながら、ネイルの仕事、楽しさややりがいなど、

技術教育を通して学ぶ。 

ネイル実習Ⅱ～Ⅳ 420 時間 

多様化するお客様の要望に応えるために、接客からサロン管理ま

でを経験した指導者が、経験を活かしたカウセリングから多様な技

術メニューまでを学べるように指導する。またトラブルやクレームに繋

がらないサロン業務の流れを、実例も含めて総合的に学ぶ。技術

以外にもホスピタリティを持った職業人としての意識の涵養に努め

る。また、サロン経営者や商品開発企業と連携して、サロンメニュー

として提案できる技術や、今後必要となる技術・メニュー開発に繋

がる化粧品の知識も併せて指導する。 

エステ実習Ⅰ 120時間 

日本を代表するエステティックの資格を取得し、サロンワークで多くの

お客様に対応してきた経験を活かし、日本エステティック協会の教

育システムを活用しながらエステティシャンの仕事、楽しさやややりが

いを学ぶ。お客様が安心してサロンに来店いただくために必要な道

具の準備から片付けまでエステサロンで働くアシスタントとしての業

務を理解し、技術者の補助業務が出来るように体系的指導する

カウンセリングにより使用する化粧品が異なるので、商品知識と実

際の施術に関して、実例を含めて指導する。 

  



 

≪トータルビューティー科（エステコース）2019年度入学生≫ 

授業科目名 時間 授業概要 

ショップワーキング 30 時間 

ネイリスト、エステティシャン、ビューティアドバイザーとして実際のサロ

ン・企業で従事した経験を活かし、高度な専門的技術をはじめ、

技術以外での必要な仕事を学ぶ。 

サロン業務で必要な顧客管理、新規客の集客方法など、実際の

サロンで導入している予約システムの運用まで、様々な業務と必要

性を学ぶ。サロンワークでも重要な正しい敬語や美しい発音など、

日常生活から意識し、必要性を認識するように促す。またサロンス

タッフとして各自がチームワークの大切さも涵養できるように指導す

る。 

ショップ実習Ⅰ～Ⅱ 60 時間 

実際のサロン・企業で従事した指導教員が、お客さまに来店いただ

くための広報活動、サービスの提供、技術者としての心構え等、サ

ロン運営に必要な業務を指導する。 

その他、顧客動員、利益や仕事の効率、再来店率を上げるため

の接客心理と技術提供等を総体的に学ぶ。また、クレーム対応に

ついては、過去の事例から対応方法について、OJT教育を通して

学びの領域も広げる。 

営業実績については、月に１回ビジネス実践の授業内で情報共

有し、毎日の売上管理が正確に行えるように指導に努める。 

着付け実習 30 時間 

実際のサロンにおいて、成人式や結婚式の着付けの技術を積んだ

経験を基に、正確で着崩れしない着付け技術を学ぶ。 

着付けに必要な着物や小物等の名称を理解し技術を学ぶととも

に、日本のもてなしの精神も学ぶ。浴衣や振袖を着る喜びやトータ

ルファッションとして着物の流行や価値等の見分や知識を広げる。 

メイク実習Ⅰ 60 時間 

メイクアップアーティストして活躍した経験を活かし、メイクの基本か

ら総合的なメイクアップ技法を学ぶ。 

メイクアップの基本、また、道具のセッティングから使用方法、衛生

管理、片付け方法を学ぶ。フェイスプロポーションを理解しお客様の

悩みに対応できるタイプ別修正メイクの基本、メイクアップの提案な

どを指導する。 

ネイル実習Ⅰ 90 時間 

公益財団法人 JNEC日本ネイリスト技能検定試験１級取得者

であり、サロンワークで多くのお客様にネイルサービスを提供してきた

ネイリストが指導する。NPO法人日本ネイリスト協会認定校の教

育システムを活用しながら、ネイルの仕事、楽しさややりがいなど、

技術教育を通して学ぶ。 



 

授業科目名 時間 授業概要 

エステ実習Ⅰ 120時間 

日本を代表するエステティックの資格を取得し、サロンワークで多くの

お客様に対応してきた経験を活かし、日本エステティック協会の教

育システムを活用しながらエステティシャンの仕事、楽しさやややりが

いを学ぶ。お客様が安心してサロンに来店いただくために必要な道

具の準備から片付けまでエステサロンで働くアシスタントとしての業

務を理解し、技術者の補助業務が出来るように体系的指導する

カウンセリングにより使用する化粧品が異なるので、商品知識と実

際の施術に関して、実例を含めて指導する。 

エステ実習Ⅱ～Ⅳ 750 時間 

多様化するお客様の要望に応えるために、世界水準であるエステ

ティック資格、シデスコフォルダー取得のエステティシャンが指導する。

サロンワークで培われた技術と知恵を活かしたカウセリングから多彩

な技術までを学ぶ。またトラブルやクレームに繋がらないサロン業務

の流れを、実例も含めて総合的に学ぶ。技術以外にもホスピタリテ

ィを持った職業人としての意識の涵養に努める。また、サロン経営

者や商品開発企業と連携して、サロンメニューとして提案できる技

術や、今後必要となる技術・メニュー開発に繋がる化粧品の知識

も併せて指導する。 

 

≪トータルビューティー科（ネイル・メイクコース）2018年度入学生≫ 

授業科目名 時間 授業概要 

ショップワーキングⅠ 30 時間 

ネイリスト、エステティシャン、ビューティアドバイザーとして実際のサロ

ン・企業で従事した経験を活かし、高度な専門的技術をはじめ、

技術以外での必要な仕事を学ぶ。 

サロン業務で必要な顧客管理、新規客の集客方法など、実際の

サロンで導入している予約システムの運用まで、様々な業務と必要

性を学ぶ。サロンワークでも重要な正しい敬語や美しい発音など、

日常生活から意識し、必要性を認識するように促す。またサロンス

タッフとして各自がチームワークの大切さも涵養できるように指導す

る。 



 

授業科目名 時間 授業概要 

ショップ実習Ⅰ～Ⅱ 60 時間 

実際のサロン・企業で従事した指導教員が、お客さまに来店いただ

くための広報活動、サービスの提供、技術者としての心構え等、サ

ロン運営に必要な業務を学ぶ。 

その他、顧客動員、利益や仕事の効率、再来店率を上げるため

の接客心理と技術提供等を総体的に学ぶ。また、クレーム対応に

ついては、過去の事例から対応方法について、OJT教育を通して

学びの領域も広げる。 

営業実績については、月に１回ビジネス実践の授業内で情報共

有し、毎日の売上管理が正確に行えるように指導に努める。 

着付け実習 30 時間 

実際のサロンにおいて、成人式や結婚式の着付けの技術を積んだ

経験を基に、正確で着崩れしない着付け技術を学ぶ。 

着付けに必要な着物や小物等の名称を理解し技術を学ぶととも

に、日本のもてなしの精神も学ぶ。浴衣や振袖を着る喜びやトータ

ルファッションとして着物の流行や価値等の見分や知識を広げる。 

メイク実習Ⅰ 60 時間 

メイクアップアーティストして活躍した経験を活かし、メイクの基本か

ら総合的なメイクアップ技法を学ぶ。 

メイクアップの基本、また、道具のセッティングから使用方法、衛生

管理、片付け方法を学ぶ。フェイスプロポーションを理解しお客様の

悩みに対応できるタイプ別修正メイクの基本、メイクアップの提案な

どを指導する。 

メイク実習Ⅱ～Ⅳ 240 時間 

メイクアップアーティストして活躍した経験を活かし、メイクの基本か

ら総合的なメイクアップ技法を学ぶ。メイクアップの基本から応用技

術までを学ぶ。特殊メイクやボディペイント等を、トータルビューティー

の視点で提案できる技術を学ぶ。 

ネイル実習Ⅰ 90 時間 

公益財団法人 JNEC日本ネイリスト技能検定試験１級取得者

であり、サロンワークで多くのお客様にネイルサービスを提供してきた

ネイリストが指導する。NPO法人日本ネイリスト協会認定校の教

育システムを活用しながら、ネイルの仕事、楽しさややりがいなど、

技術教育を通して学ぶ。 

ネイル実習Ⅱ～Ⅳ 570時間 

多様化するお客様の要望に応えるために、接客からサロン管理ま

でを経験した指導者が、経験を活かしたカウセリングから多様な技

術メニューまでを学べるように指導する。またトラブルやクレームに繋

がらないサロン業務の流れを、実例も含めて総合的に学ぶ。技術

以外にもホスピタリティを持った職業人としての意識の涵養に努め

る。また、サロン経営者や商品開発企業と連携して、サロンメニュー

として提案できる技術や、今後必要となる技術・メニュー開発に繋



 

授業科目名 時間 授業概要 

がる化粧品の知識も併せて指導する。 

エステ実習Ⅰ 90時間 

日本を代表するエステティックの資格を取得し、サロンワークで多くの

お客様に対応してきた経験を活かし、日本エステティック協会の教

育システムを活用しながらエステティシャンの仕事、楽しさやややりが

いを学ぶ。お客様が安心してサロンに来店いただくために必要な道

具の準備から片付けまでエステサロンで働くアシスタントとしての業

務を理解し、技術者の補助業務が出来るように体系的指導する

カウンセリングにより使用する化粧品が異なるので、商品知識と実

際の施術に関して、実例を含めて指導する。 

≪トータルビューティー科（エステコース）2018年度入学生≫ 

授業科目名 時間 授業概要 

ショップワーキングⅠ 30 時間 

ネイリスト、エステティシャン、ビューティアドバイザーとして実際のサロ

ン・企業で従事した経験を活かし、高度な専門的技術をはじめ、

技術以外での必要な仕事を学ぶ。 

サロン業務で必要な顧客管理、新規客の集客方法など、実際の

サロンで導入している予約システムの運用まで、様々な業務と必要

性を学ぶ。サロンワークでも重要な正しい敬語や美しい発音など、

日常生活から意識し、必要性を認識するように促す。またサロンス

タッフとして各自がチームワークの大切さも涵養できるように指導す

る。 

ショップ実習Ⅰ～Ⅱ 60 時間 

実際のサロン・企業で従事した指導教員が、お客さまに来店いただ

くための広報活動、サービスの提供、技術者としての心構え等、サ

ロン運営に必要な業務を指導する。 

その他、顧客動員、利益や仕事の効率、再来店率を上げるため

の接客心理と技術提供等を総体的に学ぶ。また、クレーム対応に

ついては、過去の事例から対応方法について、OJT教育を通して

学びの領域も広げる。 

営業実績については、月に１回ビジネス実践の授業内で情報共

有し、毎日の売上管理が正確に行えるように指導に努める。 

着付け実習 30 時間 

実際のサロンにおいて、成人式や結婚式の着付けの技術を積んだ

経験を基に、正確で着崩れしない着付け技術を学ぶ。 

着付けに必要な着物や小物等の名称を理解し技術を学ぶととも

に、日本のもてなしの精神も学ぶ。浴衣や振袖を着る喜びやトータ

ルファッションとして着物の流行や価値等の見分や知識を広げる。 



 

授業科目名 時間 授業概要 

メイク実習Ⅰ 60 時間 

メイクアップアーティストして活躍した経験を活かし、メイクの基本か

ら総合的なメイクアップ技法を学ぶ。 

メイクアップの基本、また、道具のセッティングから使用方法、衛生

管理、片付け方法を学ぶ。フェイスプロポーションを理解しお客様の

悩みに対応できるタイプ別修正メイクの基本、メイクアップの提案な

どを指導する。 

ネイル実習Ⅰ 90 時間 

公益財団法人 JNEC日本ネイリスト技能検定試験１級取得者

であり、サロンワークで多くのお客様にネイルサービスを提供してきた

ネイリストが指導する。NPO法人日本ネイリスト協会認定校の教

育システムを活用しながら、ネイルの仕事、楽しさややりがいなど、

技術教育を通して学ぶ。 

エステ実習Ⅰ 90時間 

日本を代表するエステティックの資格を取得し、サロンワークで多くの

お客様に対応してきた経験を活かし、日本エステティック協会の教

育システムを活用しながらエステティシャンの仕事、楽しさやややりが

いを学ぶ。お客様が安心してサロンに来店いただくために必要な道

具の準備から片付けまでエステサロンで働くアシスタントとしての業

務を理解し、技術者の補助業務が出来るように体系的指導する

カウンセリングにより使用する化粧品が異なるので、商品知識と実

際の施術に関して、実例を含めて指導する。 

エステ実習Ⅱ～Ⅳ 810 時間 

多様化するお客様の要望に応えるために、世界水準であるエステ

ティック資格、シデスコフォルダー取得のエステティシャンが指導する。

サロンワークで培われた技術と知恵を活かしたカウセリングから多彩

な技術までを学ぶ。またトラブルやクレームに繋がらないサロン業務

の流れを、実例も含めて総合的に学ぶ。技術以外にもホスピタリテ

ィを持った職業人としての意識の涵養に努める。また、サロン経営

者や商品開発企業と連携して、サロンメニューとして提案できる技

術や、今後必要となる技術・メニュー開発に繋がる化粧品の知識

も併せて指導する。 

 


