
















































令和 4 年度　授業計画（シラバス）京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

専門基礎分野

藤原　陽子

後期

１５回（8週）

成績評価の方法 定期試験１回　７０％　平常点（課題提出・小テストの点等）２０％　出席率　１０％　　

担当教官から
（履修に当たっての留意

点）

アロマテラピーの知識は、美容へのアプローチとして、必要不可欠です。
アロマテラピー検定に対応するための知識だけでなく、なるべくセルフケアや
接客に役立つ知識もお話ししたいと考えています。
積極的に取り組んでください。

準備学習 テキストの予習、復習を行うこと。定期的に小テストを行う。

教科書・教材等
アロマテラピー検定公式テキスト
アロマテラピー検定２級精油＋1級精油Aキット

授業の形式
教育機器の活用

講義　実習

授業のキーワード 香り　健康管理　美容　アドバイス　セルフケア

授業の概要
及び到達目標

アロマテラピーは、植物の香りを利用した、心身の美容や健康に働きかける
メソッドで、エステ、メイク、ネイルの仕事に携わる上で、必要な知識である。
本講義では、下記に示す内容を到達目標に講義を進める。
①アロマテラピーの使い方を理解し、説明できる。
②アロマテラピーが心身に働きかけるメカニズムを理解し、
　アドバイスできるようになる。
③アロマテラピーの知識を身に着け、自分で活用できるようになる。

講義計画・内容

１．アロマテラピーの基本
２．きちんと知りたい精油のこと　精油のプロフィール①
３．きちんと知りたい精油のこと　精油のプロフィール②
４．アロマテラピーの安全性　     基材について　利用方法①
５．きちんと知りたい精油のこと　精油のプロフィール③
６．アロマテラピーの安全性     　基材について　利用方法②
７．アロマテラピーを実践する　　植物園実習
８．アロマテラピーを実践する　　植物園実習
９．アロマテラピーを実践する　　アロマテラピーのメカニズム
１０．アロマテラピーを実践する　アロマテラピーとビューティ＆ヘルスケア
１１．アロマテラピーを実践する　アロマテラピーに関係する法律
１２．アロマテラピーを実践する　アロマテラピーの歴史をひもとく
１３．総演習
１４．定期試験
１５．アロマテラピー検定

対 象 学 生 第一学年 履 修 学 期 

必修・選択の別 必修 授業回数

学　   　　科 トータルビューティー科 授業科目区分（基専）

授業科目名 アロマテラピー 担   当   教   官   名



令和 　 4 年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

専門分野

宮里里苗

後期

30回（15週）

成績評価の方法 定期試験70％　平常点(課題提出率、授業態度等）20％ 出席率10％

担当教官から
（履修に当たっての留意

点）

本講義では、テクニックの強化を中心に行います。相モデルは毎回変更します。
講師からの合格が出るまでひたすら同じ課題に向き合うなど忍耐力が求められ
る場面も出てきます。メイクアップの技術力は才能ではなく取り組んだ質と量に比
例します。一流のメイクアップ技術者を目指して一緒にがんばりましょう！

準備学習 テクニックの強化を中心に行います。授業以外での自主練習が必須。

教科書・教材等 JMA公式テキスト3.2級・JMA公式テキスト1級メイク道具一式

授業の形式
教育機器の活用

講義及びメイク実習

授業のキーワード イメージメイク　作品制作　メイクテクニック

授業の概要
及び到達目標

メイクアップの技術力を強化し幅広いメイクアップの表現を行うことができる。
またメイクアップにおけるデザインの基礎を学び表現力を養うことができる。
①アイブロウ、リップライン、アイラインなどの技術を短時間で確実に行う力が養
われる。
②JMA2級合格レベルのメイクアップができるようになる
③デザインの基礎を学び、イメージに合わせて表現することができる。

講義計画・内容

1.ガイダンス/デザインの基礎①色彩
2.デザインの基礎②形態
3.デザインの基礎③質感
4.アイブロウ特訓①
5.アイブロウ特訓②
6.アイブロウ特訓③
7.リップライン特訓①
8.リップライン特訓②
9.リップライン特訓③
10.ベースメイク特訓①/アイメイク特訓①
11.ベースメイク特訓②/アイメイク特訓②
12.ベースメイク特訓③/アイメイク特訓③
13.コントァリング/スモーキーアイ
14.ダブルライン・ダブルシャドー
15.期末試験　実技

対 象 学 生 第1学年 履 修 学 期 

必修・選択の別 必修 授業回数

学　   　　科 トータルビューティー科 授業科目区分（基専）

授業科目名 イメージクリエイションⅠ 担   当   教   官   名



令和 4 　 年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

専門分野

伊藤真央

後期

30回（15週）

成績評価の方法 定期試験70％・平常点20％・出席点10％

担当教官から
（履修に当たっての留意

点）

前期の理論の内容が基礎となり、後期はより広く深くエステティックについて勉強
します。
エステティック業界全体として基礎のしっかりしたエステティシャンが求められてい
ます。
正しい知識を身に付けることはお客様と真摯に向き合うことの第一歩です。
お客様の肌・身体・心に寄り添えるエステティシャンをめざして
技術と知識は繋がっているということを実感しながら、両方のレベルを上げていっ
てもらいたいと思います。

準備学習
前期で行った「エステティックとは」「ホメオスタシスとストレス」「皮膚のしくみと働き①②」が
ベースとなるので、復習しておく。
皮膚の構造もそれぞれの名称は正しく覚えておく。

教科書・教材等 日本エステティック協会　新エステティック学　理論編Ⅰ・理論編Ⅲ

授業の形式
教育機器の活用

講義・エステティック機器使用

授業のキーワード エステティックの歴史・ホメオスタシス・皮膚

授業の概要
及び到達目標

①エステティックの本質と現状を知ることで、エステティシャンとしての社会的な役
割と基本的な心構えを理解する。
②ホメオスタシスはすべての生命活動の基本原理であること、自律神経・内分泌
系・免疫系を中心とするシステムによって行われていること、ストレス反応・自然
治癒力・エステティックの効果もすべてホメオスタシスと深く関わることを理解す
る。
③皮膚は身体を守るバリアとして外部からの影響を防ぎ、身体内部のホメオスタ
シスに大きな役割を果たしていることを理解する。
④皮膚の働きとしくみを理解し、美しく健康に保つためのスキンケアの知識を身
に付ける。

講義計画・内容

１回目：エステティック概論（エステティックの概念・エステティックの本質と領域・ソ
ワンエステティック）
２回目：エステティック概論（美と健康・エステティシャンとしての心構え・日本のエ
ステティック・世界のエステティック）
３回目：生命活動とホメオスタシス（生命と適応進化の歴史・ホメオスタシスとは）
４回目：生命活動とホメオスタシス（ホメオスタシスを制御するしくみ）
５回目：生命活動とホメオスタシス（ホメオスタシスを乱すストレス・小テスト）
６回目：皮膚科学（皮膚の基礎知識・皮膚の構造）
７回目：皮膚科学（美容上大切な皮膚の6つの働き）・皮膚の構造小テスト
８回目：皮膚科学（美容上大切な皮膚の6つの働き）
９回目：皮膚科学（肌の美しさを損ねる要因）
10回目：皮膚科学（肌の美しさを損ねる要因）・皮膚の悩みの原因探し
11回目：皮膚科学（さまざまな肌状態）・小テスト
12回目：皮膚科学（さまざまな肌状態）
13回目：総復習・カウンセリング
14回目：期末試験
15回目：試験振り返り・カウンセリング

対 象 学 生 第一学年 履 修 学 期 

必修・選択の別 必修 授業回数

学　   　　科 トータルビューティー科 授業科目区分（基専）

授業科目名 エステティック理論Ⅰ 担   当   教   官   名



令和 4 　 年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

専門分野

柏原　沙織

後期

60回（15週）

成績評価の方法 定期試験素点７０％・平常点２０％・出席率１０％

担当教官から
（履修に当たっての留意

点）

ジェルネイルの専門的な知識・技術について学びます。身だしなみ・マナー・用具
の衛生管理等を習得した後、ＪＮＡジェルネイル技能検定試験合格を目指しま
す。また、サロンワークで使用する技術や多様な人気のデザインも学びますので
意欲的に実習に取り組んで下さい。

準備学習
演習・プリント等の課題を必ず提出すること。

苦手箇所、ジェル検定試験前には、自主練習を行うこと。

教科書・教材等 JNAテクニカルシステム～ジェルネイル～

授業の形式
教育機器の活用

講義演習

１０：ジェルイクステンション

１１：ジェルネイルの安全な施術とトラブル防止・ＪＮＡジェル検定中級練習

１２：ＪＮＡジェル検定　中級手順

１３：ジェルアート（アートチップ）

１４：定期試験

１５：定期試験振り返り

講義計画・内容

  １：ジェルネイル材料の基礎理論・教材説明・ｼﾞｪﾙｶﾗｰﾘﾝｸﾞ

  ２：ジェルネイル材料に含まれている主要成分・ジェルアート・ジェルオフ

  ３：ジェルネイル光と重合の基礎知識・ＪＮＡジェル検定　初級

  ４：ＪＮＡジェル検定　初級

  ５：ＪＮＡジェル検定　初級

  ６：ＪＮＡジェル検定　初級

  ７：ＪＮＡジェル検定　初級

  ８：  ７：ＪＮＡジェル検定　初級筆記試験(校内）・ジェルアート（フレンチ）

  ９：ジェルアート（グラデーション）

授業のキーワード ジェルネイルの基礎知識と技術の取得・ＪＮＡジェル技能検定試験　（初級・中級）・ジェルアート

授業の概要
及び到達目標

ジェルネイルを施術するために必要な知識・技術を習得することは必須です。本
実習では下記に示す内容を到達目標に進める。

①ジェルネイルの専門的知識・技術と多様なデザインを習得できる。

②ＪＮＡジェル技能検定試験　初級　が合格できる。

実務経験：平成18～　          ネイリストとしてサロン業務を行う
　　　　　　  平成24年～　　　 　ＮＰＯ法人 日本ネイリスト協会 認定講師

対 象 学 生 第1学年 履 修 学 期 

必修・選択の別 必修 授業回数

学　   　　科 トータルビューティー科 授業科目区分（基専）

授業科目名 ジェルネイルⅠ 担   当   教   官   名



令和 4  年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

専門分野

清水　昌江

後期

60回（18週）

1．アクリル①

2．アクリル②

3．チップ　アクリル③

4．ラップ　チップラップ①

5．チップラップ②　理論

6．チップラップ③

7．ケアカラー①

8．ケアカラー②

9.　復習

10．JNEC2級対策①

11．JNEC２級対策②

12．JNEC2級対策③

13．JNEC2級対策④

14．JNEC2級対策⑤　模擬試験

15．JNEC2級対策⑥

16．JNEC2級対策⑦

17．アクリル④

18．アクリル⑤

成績評価の方法 素点（テスト点）70％、平常点20％、出席率10％

担当教官から
（履修に当たっての留意

点）

美容分野において、ネイル技術は必要な知識技術の一つです。本講義では、ＪＮ
ＥＣ2級試験合格を目指すとともに、実践に役立つ様な知識と技術を学びます。
チップラップは、ネイルイクステンション技術の基礎に当たります。ケア・イクステ
ンションともに毎回の復習が必須な内容になってます。
毎回の復習が必須の内容になっています。また、進級準備としてアクリル技術の
基礎も学びます。

準備学習
使用するネイル用品を使い方や役割を理解しておく。定期的に小テストを行う。技術につ
ながる内容は、受講にあたって順に習得が必要なため復習を怠らない。資格習得に必要
な技術においては特に繰り返し練習をする。

教科書・教材等 ＪＮＡテクニカルシステムBasic・Advance

授業の形式
教育機器の活用

講義演習、ＡＶ機器、ネイル技術用品及び材料

授業のキーワード アクリルネイル　ＪＮＥＣ1級　アクリルネイルアート

授業の概要
及び到達目標

ネイル基礎理論の習得は、ネイリストとして必要な知識である。またイクステンションの知識と技術
はネイルサービスを行うにあたり必須の分野であり、下記到達目標に向けて講義を進める。
①爪の解剖生理学から、爪と関わる人体組織機能を理解する
②ネイル用品の役割を理解し、説明できる
③イクステンションに必要な商品について理解し、説明できる
④JNEC2級の合格を目指す
⑤アクリルネイル用品についての基礎知識を学び、基礎技術を習得する

1997年、サロンワークにつく。1999年から、メーカーに所属し、インストラクターとし
て商品の開発販売にも携わる。知識技術講習では、初心者からプロネイリストま
でを対象としている。

授業の概要
及び到達目標

対 象 学 生 第1学年 履 修 学 期 

必修・選択の別 必修 授業回数

学　   　　科 ﾄｰﾀﾙﾋﾞｭｰﾃｨｰ科 授業科目区分（基専）

授業科目名 ネイル検定対策・ネイル演習 担   当   教   官   名



令和 4  年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

専門分野

こみ山えい子

後期

60回（15週）

成績評価の方法 試験素点７０％・平常点２０％・出席率1０％

担当教官から
（履修に当たっての留意点）

シュウウエムラメイクアップの手技を中心に、フルメイクについての理論と技術を学
ぶ授業です。第2学年のメイク検定１級取得に向けての重要なポイントが含まれて
いますので聞き逃しのないように向き合い日々練習を重ねて下さい。そしてクラス
全員で合格に向けて頑張りましょう。疑問点等が出てきた場合は積極的に声をか
けて下さいね。

準備学習 週に1日の授業の為、手技・手順の復習を毎週徹底するようにして下さい。

教科書・教材等 シュウウエムラメイクアップ技術検定テキスト、メイク道具一式

授業の形式
教育機器の活用

演習

授業のキーワード ベースメイク、フルメイク、顔のバランス分析、イメージメイクの構成

授業の概要
及び到達目標

①シュウウエムラメイクアップ技術検定試験
②基本のフルメイクテクニックの習得
③日本メイクアップ技術検定1級対策
【実務経験】
美容メーカーにて美容アドバイザーとして6年間接客販売を行う。退社後、ブライダ
ル事業部にて6年間ヘアメイク育成、マネージメント業務を行う。現在フリーランスと
して９年目。　ブライダルヘアメイク、メイクレッスン、パーソナルカラー診断セッショ
ン、パーソナルカラリスト養成スクールのメイク講師、社団法人ＪＭＡ認定講師とし
て美容専門学校のメイク講師、プロのメイクアップアドバイザー育成業務を行う。

講義計画・内容

①シュウウエムラメイクアップ検定試験について、テーブルセッティング、目的内容
記入
②スキンケアについて実習
③前回までの手技確認、メイクオフベースメイクについて実習
④前回までの手技確認、リップ、アイシャドウについて実習
⑤前回までの手技確認、アイライン、マスカラ、アイブロウリップについて実習
⑥前回までの手技確認、フルメイク
⑦フルメイクバランス実習
⑧フルメイクバランス実習
⑨シュウウエムラメイクアップ技術検定試験日模擬試験2回転
⑩シュウウエムラメイクアップ技術検定試験日
⑪メイクアップ技術検定1級対策、イメージ操作につて、顔の印象分析
⑫メイクアップ技術検定1級対策、イメージメイクの構成、色・形・質感について
⑬メイクアップ技術検定1級対策、イメージメイクテクニック
⑭メイクアップ技術検定1級対策、イメージメイクテクニック
⑮メイクアップ技術検定1級対策、メイクアップの強弱と印象

対 象 学 生 第１学年 履 修 学 期 

必修・選択の別 必須 授業回数

学　   　　科 トータルビューティー科 授業科目区分（基専）

授業科目名 テクニカルメイクⅠ・Ⅱ 担   当   教   官   名



令和 　 4 年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

専門基礎分野

日本カラーコーディネーター協会大井洋子

後期

15回（15週）

成績評価の方法 定期テスト70%・平常点３０％（出席率・提出物）

担当教官から
（履修に当たっての留意

点）

接客業には客観的に見ることは重要です。
パーソナルカラーは客観的に見る力により似合う色を見つける楽しさを知ること
ができます。
見つける、発見をするための基礎知識を身につけて鑑定試験合格を目指します

準備学習 テキストに目を通しておく・スタイル別配色アイデアブックにてイメージを膨らましておく

教科書・教材等
色彩活用パーソナルカラー検定3級テキスト・問題集・配色アイデアブック・
配色カード１９９・PCCSトーンマップ台紙

授業の形式
教育機器の活用

講義・実習（グループワーク・デモンストレーション）パーソナルカラー診断ドレープ

授業のキーワード ヘアメイク・ネイルのパーソナルカラー活用法　パーソナルカラー3級合格

授業の概要
及び到達目標

・パーソナルカラーの基本となる理論（もって生まれた色素と似合う色の関係）
　を学ぶ
・自分ブランディング（自分の色素タイプを客観的に見る）
・お客様が持っている色素に基づいてパーソナルカラー（似合う色診断）が
　できる
・色彩活用パーソナルカラー検定3級合格

講義計画・内容

①パーソナルカラーとは何か（似合う色とは、見つけ方）
②似合う色の基準Ⅰ　・肌、瞳、髪から色素を導きだす
③似合う色の基準Ⅱ　・ドレーピング体験にて色の変化を認識していく
④パーソナルカラーの基本　・三属性・色相環・トーン
⑤似合う色の基準Ⅲ　・ドレーピングにてパーソナルカラー4つのグループに
　　振り分ける(ＹベースBベース・明暗・鮮やか穏やか）
⑥色によるイメージのとらえ方Ⅰ　トーンの仕組みとイメージ
⑦色によるイメージのとらえ方Ⅱ　パーソナルカラー４つのグループのイメージ
⑧色の名前（慣用色名・系統色名）
⑨似合う色のコラージュ作成Ⅰ
⑩似合う色のコラージュ作成Ⅱ
⑪慣用色名のグループ分け
⑫色の対比・反射吸収など光と色の関係
⑬似合う色グループへの素材・柄・アクセサリーの色・素材の振り分け
⑭定期テスト
⑮検定対策

・おきゃくさまがもっている 第1学年 履 修 学 期 

必修・選択の別 必修 授業回数

学　   　　科 トータルビューティー科 授業科目区分（基専）

授業科目名 パーソナルカラー 担   当   教   官   名



令和 4 　 年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

基礎分野

近藤　千明

通年

30回（30週）

 16　2級対策
 17　2級対策  記述対策①
 18　2級対策  記述対策②
 19　2級対策  記述対策③
 20　2級対策  模擬試験①
 21  2級対策  模擬試験②
 22　2級対策　弱点強化
 23　準1級面接試験対策・実技練習①
 24  準1級面接試験対策・実技練習②
 25　準1級面接試験対策・実技練習③
 26  準1級面接試験対策・実技練習④
 27　後期試験
 28　就職対策講座（面接練習）①
 29  就職対策講座（面接練習）②
 30  就職対策講座（面接練習）③

成績評価の方法
定期試験（前期・後期各1回）70％, 出席点10％
平常点（発表・授業姿勢、課題提出、小テスト・期末テスト点数、検定試験合格など）20％

担当教官から
（履修に当たっての留意

点）

・サービスと接遇に関するお客様対応の心得を学びます。
・サービス接遇検定には、合格に向けた徹底的な分析で合格ラインに届いている
かを確認しながら補強をし、授業は楽しめるよう工夫をして進めていきます。
・検定対策や就職対策に役立つよう、立居振舞・言葉遣いを使えるようになるま
でトレーニングしましょう。
・就職活動や仕事に就いてから必要な内容も習得します。

準備学習 次回授業を行う範囲を一通り読んでおくこと

教科書・教材等 サービス業教科書 すらすら合格 サービス接遇検定 準1級・2級・3級 テキスト&問題集（翔泳社）

授業の形式
教育機器の活用

講義　視聴覚機器使用

授業のキーワード サービス接遇実務検定（3級・2級・準1級）の取得　接客スキル向上と就職活動に向けての選考対策

授業の概要
及び到達目標

サービス接遇実務においての基礎的な理解と、サービスを行うために必要な知
識、技能を習得し、サービス接遇検定試験　3級、2級、準1級合格を目指す。
①ホスピタリティーマインドの理解と習得
②接遇場面における専門用語の理解
③接遇場面における対人技能と実技の習得
テキストで理解し難い内容は視覚的に理解し、実技試験で求められる言葉遣い
や接遇用語は、読解だけではなく、グループ討議などを通してトレーニングする。
社会人基礎力の向上とコミュニケーションで重要となる対人コミュニケーション能
力を磨き、自分自身に自信を持ち行動できる能力形成を図る。

講義計画・内容

   1  3級対策 Ⅰサービススタッフの資質
   2  3級対策 Ⅱ専門知識
   3  3級対策 Ⅲ一般知識
   4  3級対策 Ⅳ対人技能
   5  3級対策 Ⅴ実務技能
   6  3級対策  記述対策
   7  3級対策  模擬試験
   8  3級試験　総仕上げ
   9　2級・準1級対策
  10　2級対策  Ⅱ専門知識
  11  2級対策  Ⅲ一般知識
  12  2級・準1級対策
  13  2級・準1級対策
  14  前期試験
  15  前期試験解説

対 象 学 生 第一学年 履 修 学 期 

必修・選択の別 必修 授業回数

学　   　　科 トータルビューティー科 授業科目区分（基専）

授業科目名 ビジネスマナーⅠⅡ 担   当   教   官   名



令和 　 ４年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

専門基礎分野

𠮷本　琴世

後期

45回(15週）

成績評価の方法 試験(後期1回)　70%　/ 平常点 20% / 出席点 10%

担当教官から
（履修に当たっての留意

点）

基礎的な理論、技術を正確に理解し、お客さまに対して満足していただける結果
を提供出来るよう技術を習得するように取り組んでください
技術の提供にあたり、接客マナーやおもてなしの気持ちを忘れないようにしましょ
う

準備学習
身体の生理機能、各トリートメントの禁忌事項・注意事項を理解した上で、正しく安全で効
果的なトリートメントへつなげること

教科書・教材等 新エステティック学　技術編1

授業の形式
教育機器の活用

実習

授業のキーワード フェイシャルトリートメント(機器・マッサージ)、おもてなしの心

授業の概要
及び到達目標

皮膚の生理機能を踏まえ、各トリートメントの目的・効果を十分理解して、マッ
サージ、機器でのトリートメントを正しく安全に行えるように習得する。

※実務経験　エステティックサロンにてトータル美容実務3年、エステティックス
クールにて講師7年

講義計画・内容

1.　 フェイシャル技術理論/クレンジング～基本手技復習①
2.　クレンジング～基本手技(デコルテ込み)②/特別セミナー（4コマ）
3.　 クレンジング～基本手技(デコルテ込み)③
4.　 スクラブ、ゴマージュ、酵素　理論→実習
5.　 吸引、スチーマー、　理論→実習
6.　 ブラシクレンジング　理論→実習
7.　 総復習(4・5・6)　、リフトアップヘッドマッサージ
8.　 フェイシャルマッサージ①
9.　 フェイシャルマッサージ②
10. フェイシャルマッサージ③　（2コマ）
11. 1・2年合同授業(各日2コマ)
12. 通し練習
13. 通し練習
14. テスト
15. 総復習 、好きなトリートメント

対 象 学 生 第1学年 履 修 学 期 

必修・選択の別 必修 授業回数

学　   　　科 トータルビューティー科 授業科目区分（基専）

授業科目名 フェイシャルエステ 担   当   教   官   名



令和 4 年度　授業計画（シラバス）京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

専門分野

小形　志佳

後期

45コマ（14週）

成績評価の方法 試験　70％　/　平常点　20％　/　出席点　10％

担当教官から
（履修に当たっての留意

点）

基礎的な理論、技術を正確に理解し、お客様に対して満足頂ける結果を提供で
きるよう、技術を習得するように取り組んでください。

準備学習
身体の生理機能、各トリートメントの禁忌事項・注意事項を理解した上で、正しく
安全で効果的なトリートメントへ繋げること。

教科書・教材等 新エステティック学　技術編Ⅰ

授業の形式
教育機器の活用

実習、G5、低周波、ラジオ波、キャビテーション

授業のキーワード ボディトリートメント（機器・マッサージ）

授業の概要
及び到達目標

身体の生理機能を踏まえ、各トリートメントの目的・効果を十分理解して、マッ
サージ、機器によるトリートメントを正しく安全に行えるように習得する。

講義計画・内容

１．オリエンテーション/フットケア
２．ボディマッサージ（下肢前面）
３．運動生理学①/ボディマッサージ（腹部）
４．運動生理学②/ボディマッサージ（前面チェック、下肢後面）
５．運動生理学③/ボディマッサージ（臀部、腰背部）
６．救急法①/ボディマッサージ（後面チェック）
７．救急法②/パーソナルダイエット/G5
８．救急法③/低周波
９.タラソテラピー（4コマ）
10.タラソテラピー復習
11.マッサージ復習
12.合同授業（4コマ）
13.WAX脱毛
14.WAX試験/のぞみ整骨院様特別授業(4コマ）

対 象 学 生 第1学年 履 修 学 期 

必修・選択の別 必修 授業回数

学　   　　科 トータルビューティー科 授業科目区分（基専）

授業科目名 ボディエステⅠ 担   当   教   官   名



令和 4 　 年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

専門分野

村上　燎里

　後期

１６回（８週）

成績評価の方法 素点70％　平常点20％　出席率10％

担当教官から
（履修に当たっての留意

点）

BAとはどのような職業なのか考え、そのために必要な要素を身につけることを目
標に一緒に頑張りましょう！
また、各ブランドの特徴や歴史も全然違います。各ブランドを理解して知識を増や
しましょう。

準備学習 志望ブランドの歴史やベストセラー商品を把握しておくこと

教科書・教材等 筆記用具　メイク道具一式　SPIの学習ができるもの　A4サイズのポケットファイル

授業の形式
教育機器の活用

演習

授業のキーワード BAとは　BAの心得　ブランド研究

授業の概要
及び到達目標

BAとはどのような職業か考え、そのために必要な要素を身につけることを目標に
授業を行う。
①BAとしての心得や接客マナーを身につけることができる。
②各ブランドの特徴や歴史を学び、ブランドイメージに合ったメイクができる。
〜実務実績〜
日本ロレアル株式会社に新卒入社。入社２年目には、全国売上ランキング２位を
受賞。結婚、出産を機に退職後、美容専門学校のBA育成講師として勤め、現在
は滋賀県を中心に、スキンケアレッスン、メイクレッスン、ハリウッドブロウリフトが
受講できるBeauty  school〜Charm〜の代表を務めている。

講義計画・内容

①オリエンテーション　BAとは　BAの心得
②ブランド研究　ブランドイメージメイク
③ブランド研究　ブランドイメージメイク
④ブランド研究　ブランドイメージメイク
⑤ブランド研究　ブランドイメージメイク
⑥ブランド研究　ブランドイメージメイク
⑦ブランド研究　ブランドイメージメイク
⑧ブランド研究　ブランドイメージメイク

対 象 学 生 第１学年 履 修 学 期 

必修・選択の別 必修 授業回数

学　   　　科 トータルビューティー科 授業科目区分（基専）

授業科目名 販売演習 担   当   教   官   名



令和 4  年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

専門分野

小形　志佳

後期

30コマ(11週）

成績評価の方法 定期試験70％　平常点20％　出席率10％　

担当教官から
（履修に当たっての留意

点）

WE　ARE　当日に悔いが残らないよう、2年間学んできたことを最大限発揮してく
ださい。最後までチームワークを心がけて取り組んでください。

準備学習 自分の２年間の集大成をどの様に表現するか考えておくこと。

教科書・教材等

授業の形式
教育機器の活用

実習　エステティック機器

授業のキーワード WE ARE 卒業制作　上級実技試験　ライト脱毛

授業の概要
及び到達目標

WE　ARE（卒業制作発表会）に向けて、今まで習得したエステティシャンとしての
知識・技術で企業課題に取り組む。コース一丸となってチームワークを身につけ
る。

講義計画・内容

1.上級筆記試験対策
2.卒業制作/センター筆記試験対策
3.卒業制作
4.卒業制作
5.卒業制作
6.上級実技試験
7.卒業制作
8.ライト脱毛
9.卒業試験
10.WeAreリハーサル
11.WeAre本番

対 象 学 生 第2学年 履 修 学 期 

必修・選択の別 必修 授業回数

学　   　　科 トータルビューティー科 授業科目区分（基専）

授業科目名 卒業制作 担   当   教   官   名



令和 4 　 年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

専門分野

柏原　沙織

後期

30回（15週）

成績評価の方法 定期試験素点７０％・平常点２０％・出席率１０％

担当教官から
（履修に当たっての留意

点）

ジェルネイルの専門的な知識・技術について学びます。身だしなみ・マナー・用具
の衛生管理等を習得した後、ＪＮＡジェルネイル技能検定試験合格を目指しま
す。また、サロンワークで使用する技術や多様な人気のデザインも学びますので
意欲的に実習に取り組んで下さい。

準備学習
演習・プリント等の課題を必ず提出すること。

苦手箇所、ジェル検定試験前には、自主練習を行うこと。

教科書・教材等 JNAテクニカルシステム～ジェルネイル～

授業の形式
教育機器の活用

講義演習

１０：ＪＮＡジェル検定 上級試験 対策④

１１：ＪＮＡジェル検定 上級試験 試験

１２：ジェルアート③

１３：定期試験

１４：定期試験振り返り

１５：まとめ

講義計画・内容

  １：ジェル上級・手順

  ２：ジェル理論

  ３：ジェル上級・復習

  ４：ジェル上級・復習

  ５：ジェルアート①

  ６：ジェルアート②

  ７：ＪＮＡジェル検定 上級試験 対策①

  ８：ＪＮＡジェル検定 上級試験 対策②

  ９：ＪＮＡジェル検定 上級試験 対策③

授業のキーワード ジェルネイル・ＪＮＡジェルネイル技能検定試験（中級・上級）・ジェルアート

授業の概要
及び到達目標

ジェルネイルを施術するために必要な知識・技術を習得することは必須です。本
実習では下記に示す内容を到達目標に進める。

①ジェルネイルの専門的知識・技術と多様なデザインを習得できる。

③ＪＮＡジェル技能検定試験　上級合格を目指す。

対 象 学 生 第2学年 履 修 学 期 

必修・選択の別 必修 授業回数

学　   　　科 トータルビューティー科 授業科目区分（基専）

授業科目名 ジェルネイルⅢ 担   当   教   官   名



  令和 4 年度　授業計画（シラバス）京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

専門基礎分野

酒巻　裕美　・　吉本　琴世

後期

45回（15週）

成績評価の方法 試験　70％　/　平常点　20％　/　出席点　10％

担当教官から
（履修に当たっての留意点）

お客様の環境等をしっかり確認した上でﾄﾗﾌﾞﾙの原因の追求を行い、健康的な
身体づくりを目標に取り組んでください。

準備学習
身体機能、化粧品、機器に対する知識を理解した上で肌にあったﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄの見極めを
行えるようにする事。

教科書・教材等 新ｴｽﾃﾃｨｯｸ学　技術編Ⅰ

授業の形式
教育機器の活用

実習

授業のキーワード ボディトリートメント/卒業試験対策

授業の概要
及び到達目標

・身体の生理機能、化粧品の役割に基づいて肌の状態にあったﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄを
 見極めと目的に沿った結果出し、的確なアフターケアアドバイスの提供を習得
する。

※実務経験　ｴｽﾃﾃｨｯｸｻﾛﾝにてﾄｰﾀﾙ美容実務6年
　　　　　　　　　ｴｽﾃﾃｨｯｸｽｸｰﾙにて講師15年

講義計画・内容

1.　卒業試験説明・オリジナル手技チェック
2.　実技理論総復習
3.　機器全身手順
4.　コンサルテーション・アフターカウンセリング実習
5.　マッサージ全身手順確認
6.　機器・マッサージ総復習
7.　通し練習
8.　通し練習
9.　通し練習
10.　模擬試験
11.　総復習/前日準備
12.　応用施術1(アロマ)
13.　応用施術2(痩身)
14.　応用施術3(体質改善)
15.　総復習

対 象 学 生 第2学年 履 修 学 期 

必修・選択の別 必修 授業回数

学　   　　科 トータルビューティー科 授業科目区分（基専）

授業科目名 トータルエステ 担   当   教   官   名



  令和 4 年度　授業計画（シラバス）京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

専門基礎分野

酒巻　裕美　・　伊藤　真央

後期

６０回（15週）

成績評価の方法 試験　70％　/　平常点　20％　/　出席点　10％

担当教官から
（履修に当たっての留意点）

お客様の環境等をしっかり確認した上でﾄﾗﾌﾞﾙの原因の追求を行い、健康的な
美肌づくりを目標に取り組んでください。

準備学習
皮膚機能、化粧品、機器に対する知識を理解した上で肌にあったﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄの見極めを
行えるようにする事。

教科書・教材等 新ｴｽﾃﾃｨｯｸ学　技術編Ⅰ

授業の形式
教育機器の活用

実習

授業のキーワード フェイシャルトリートメント/メイクアップ/卒業試験対策

授業の概要
及び到達目標

・皮膚や生理機能、化粧品の役割に基づいて肌の状態にあったﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄを
 見極めと目的に沿った結果出し、的確なアフターケアアドバイスの提供を習得
する。
・メイクアップ化粧品の特長を理解し、心理的影響をもたらす技術を習得する。

※実務経験　ｴｽﾃﾃｨｯｸｻﾛﾝにてﾄｰﾀﾙ美容実務6年
　　　　　　　　　ｴｽﾃﾃｨｯｸｽｸｰﾙにて講師15年

講義計画・内容

1.　実技理論・機器手順総復習
2.　オリジナル手技チェック　 3
3.　学内コンテスト
4.　コンサルテーション作成
5.　メイク実習
6.　ﾌｪｲｼｬﾙ・ﾒｲｸ通し練習
7.　ﾌｪｲｼｬﾙ・ﾒｲｸ通し練習
8.　ﾌｪｲｼｬﾙ・ﾒｲｸ通し練習
9.　模擬試験
10.　総復習
11.　卒業資格・上級資格実技試験
12. 　1，2年合同授業(1/31)
13.　We are リハ
14.　We　are　リハ
15.　We　are　リハ

対 象 学 生 第2学年 履 修 学 期 

必修・選択の別 必修 授業回数

学　   　　科 トータルビューティー科 授業科目区分（基専）

授業科目名 フェイシャルエステ 担   当   教   官   名



令和 4  年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

専門分野

清水　昌江

後期

45回（15週）

1. ＪＮＥＣ1級試験対策①

2. サロンワーク①

3. ＪＮＥＣ1級試験対策②

4. サロンワーク②

5. ＪＮＥＣ1級試験対策③

6．ＪＮＥＣ1級試験対策④

7　模擬試験

8．ＪＮＥＣ1級試験対策⑤

9．トレンドネイル①

10．トレンドネイル②

11.　トレンドネイル③

12.　トレンドネイル④

13.　期末試験対策

14．期末試験（実技）　サロンワーク③

15.　期末試験フィードバック　サロンワーク④

成績評価の方法 素点（テスト点）70％、平常点20％、出席率10％

担当教官から
（履修に当たっての留意

点）

アクリルネイルは、ネイルイクステンション技術の基礎に当たります。ＪＮＥＣ1級
試験対策以外に、美容分野で役立つ様々な知識も紹介します。アクリルネイル技
術の医学分野での功績や、舞台芸術や映画特撮分野でのネイルイクステンショ
ンの世界にも触れていきたいと考えています。
毎回の復習が必須の内容になっています。

準備学習
使用するネイル用品を使い方や役割を理解しておく。定期的に小テストを行う。技術につ
ながる内容は、受講にあたって順に習得が必要なため復習を怠らない。資格習得に必要
な技術においては特に繰り返し練習をする。

教科書・教材等 ＪＮＡテクニカルシステムBasic・Advance

授業の形式
教育機器の活用

講義演習、ＡＶ機器、ネイル技術用品及び材料

授業のキーワード アクリルネイル　ＪＮＥＣ1級　アクリルネイルアート

授業の概要
及び到達目標

イクステンション技術の習得は、ネイル業界において必要な内容であり、下記到
達目標に向けて講義を進める。
①爪の解剖生理学から、爪と関わる人体組織機能を理解する
②イクステンションネイル用品の役割を理解し、説明できる
③JNEC1級合格を目指す
1997年、サロンワークにつく。1999年から、メーカーに所属し、インストラクターとし
て商品の開発販売にも携わる。知識技術講習では、初心者からプロネイリストま
でを対象としている。

授業の概要
及び到達目標

対 象 学 生 第２学年 履 修 学 期 

必修・選択の別 必修 授業回数

学　   　　科 ﾄｰﾀﾙﾋﾞｭｰﾃｨｰ科 授業科目区分（基専）

授業科目名  ネイル検定対策Ⅲ 担   当   教   官   名



令和 4 　 年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

専門分野

村上　燎里

後期

３０回（１５週）

成績評価の方法 素点70％　平常点20％　出席率10％

担当教官から
（履修に当たっての留意

点）

前期の知識を活かしながら、後期は実践に力を入れます。お客様のお出迎え〜
お見送りまで一連の流れができるように一緒に頑張りましょう！

準備学習 前期の復習をしておくこと

教科書・教材等 筆記用具　メイク道具一式　SPI

授業の形式
教育機器の活用

演習

授業のキーワード カウンセリングテクニック　スキンケア　メイク　ロープレ

授業の概要
及び到達目標

４月から即戦力となるよう、知識、技術、カウンセリング力を高めることを目標に授
業を行う。
①スキンケア知識を習得し、お悩みに合ったアドバイスができる
②お客様のご要望に合うメイクのご提案ができる
③トーク力を高めることができる
〜実務経験〜
日本ロレアル株式会社に新卒入社。入社２年目には、全国売上ランキング２位を
受賞。結婚、出産を機に退職後、美容専門学校のBA育成講師として勤め、現在
は滋賀県を中心に、スキンケアレッスン、メイクレッスン、ハリウッドブロウリフトが
受講できるBeauty  school〜Charm〜の代表を務めている。

講義計画・内容

①オリエンテーション
②BAの基礎知識
③お客様タイプに応じた対応
④メイクアイテムのニーズの把握
⑤紫外線　シミ
⑥ロープレ
⑦乾燥　敏感肌
⑧ロープレ
⑨ニキビ　毛穴
⑩ロープレ
⑪くすみ　エイジング
⑫ロープレ
⑬ロープレ
⑭テスト対策
⑮テスト

対 象 学 生 第２学年 履 修 学 期 

必修・選択の別 必修 授業回数

学　   　　科 トータルビューティー科 授業科目区分（基専）

授業科目名 化粧品心理学 担   当   教   官   名



目的

方法

時期

教科書

回 日付 項目 方法

1 9/6  Lessons 1 & 2 ９０分講義　

2 9/13 Lessons 5 & 6 ９０分講義　

3 9/27 Lessons 11  & 12 ９０分講義　

4 10/4 Lessons 7, 13, and 14. ９０分講義　

5 10/11 Lessons 19  & 20 ９０分講義　

6 10/18 Lessons 23  & 21 ９０分講義　

7 10/25 復習＋Test ９0分講義　

数やお金の数え方・価格や頻度について
の質問や受け答えが出来る。

復習＋Test

評価法 試験 70％、出席点 10％、平常点 20％

Speak Now 1 (Oxford University Press)

授業内容
到達目標

授業内容・到達目標

授業計画の説明、初対面のあいさつ～お
別れまでの会話が出来る。自己紹介、友
人の紹介が出来る。

好き・嫌い等の好みについての会話が出
来る。

人を褒める＆褒められた際の会話表現。
（衣服など）着ているものに関して述べる
ことが出来る。

時間について表現する。日々の習慣につ
いて話す＆質問できる。

道案内をする・場所を尋ねることが出来
る。

TB英会話

講師   　　　ILC 講師（英会話）

様々な場面で出てくるトピックに関して、自信を持って話せるようになる。

講義・演習

2nd year student / Tuesday 3rd



令和 4 　 年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

専門分野

宮里里苗

後期

30回(15週）

成績評価の方法 定期試験素点70% 平常点(課題提出率、授業態度等）20% 出席率10％

担当教官から
（履修に当たっての留意

点）

本講義では、今まで学習したことや、これから新たに学ぶことをアウトプットすることが求め
られます。聞く人に訴えかけるプレゼンテーションができる事や、メイクだけにとどまらず衣
装や背景に至るまでコーディネートできる幅広い知識と技術を身につけ、見る人に訴えか
ける作品を作り上げることを目指します。メイク業界といっても職種はさまざまですが顔だ
けでなく様々な角度から美を提供することができる一流の美容家・アーティストを目指して
一緒にがんばりましょう！

準備学習
使用する化粧品や道具に関しては特殊な扱いの物があるため使用方法を理解し復習して
おく。イメージの元になる資料集めを行っておく。またこの資料は定期的に発表する機会を
設ける。作品制作に必要な小物の準備を行う。

教科書・教材等 JMA公式テキスト1級・メイク道具一式

授業の形式
教育機器の活用

講義及びメイク実習　スライド機材利用　一眼レフカメラ機材利用　撮影スタジオ機材一式利用

授業のキーワード イメージメイク　作品制作　撮影　We are 卒業制作

授業の概要
及び到達目標

2年間の集大成として京都医健の卒業制作発表の場「We are」に作品を発表する。グルー
プごとにテーマを決めて研究に取り組む。またその内容をプレゼンテーションとしてまと
め、業界のﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙな方々からﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸをいただき更にﾌﾞﾗｯｼｭｱｯﾌﾟさせ、「We are」の
本番で披露する。
①研究に取り組むことにより、ﾘｻｰﾁ力やﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ力、プレゼンテーション力を養うことが
できる。
②ﾌﾟﾛのｱﾄﾞﾊﾞｲｽを受けることで現場の目線やﾌﾟﾛとしての目線を知ることができる。
③産学連携を体験、経験できる。
④コース一丸となって「We are」を作り上げることにより、チームワークを身につけることが
できる。

講義計画・内容

1.ガイダンス　卒業制作進捗の確認
2.卒業制作準備　業者打合せ
3.卒業制作準備　業者打合せ
4.卒業制作準備　業者打合せ
5.卒業制作準備　中間発表①　動画準備
6.プレゼンテーション中間発表②　業界の方々からフィードバック
7.プレゼンテーション　ブラッシュアップ
8.プレゼンテーション　通し練習①　動画・BGM準備
9.プレゼンテーション　通し練習②　技術者、ﾓﾃﾞﾙ動作確認
10.プレゼンテーション　通し練習③　場当たり
11.プレゼンテーション中間発表③　業界の方々からフィードバック
12.プレゼンテーション　通し練習⑤　ﾌﾞﾗｯｼｭｱｯﾌﾟ
13.プレゼンテーション　通し練習⑥　照明決定
14.リハーサル　場当たり
15.リハーサル　場当たり

対 象 学 生 第２学年 履 修 学 期 

必修・選択の別 必修 授業回数

学　   　　科 トータルビューティー科 授業科目区分（基専）

授業科目名 卒業制作 担   当   教   官   名



令和 4 　 年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

専門基礎分野

和田　可奈子

後期

４５回（１５週）

成績評価の方法 定期試験70％　平常点（授業態度、課題提出等）20％　出席率10％

担当教官から
（履修に当たっての留意

点）

2年生後期は、在学中に学んだ技術の総まとめとし、We are（卒業制作展）に取り
組みます。技術面だけではなく、就職してから必要なチームワーク力・独自性・表
現力・プレゼンテーション力を育みます。これから美容業のプロになるという姿を
イメージして、意欲的に授業に取り組んでください。

準備学習
共同制作の打ち合わせや、取得済みの技法を使用した作品制作等は授業外でも進めて
おくこと。また、学習した内容は見直しよく復習しておくこと。

教科書・教材等 JNAテクニカルシステム　アドバンス

授業の形式
教育機器の活用

講義・実習

授業のキーワード 卒業制作

授業の概要
及び到達目標

在学中に学んだ事を発揮する場として、we areに取り組む。様々な技法・チーム
ワーク力・独自性を表現し、作品制作とプレゼンテーションが出来る。

講義計画・内容

1．We are対策
2．We are対策
3．We are対策
4．We are対策
5．We are対策
6．We are対策
7．We are対策
8．We are対策
9．We are対策
10．We are対策
11．We areコースリハーサル
12．We are全体リハーサル
13．We are全体リハーサル
14．We are全体リハーサル
15．We are本番

対 象 学 生 第２学年 履 修 学 期 

必修・選択の別 必須 授業回数

学　   　　科 トータルビューティー科 授業科目区分（基専）

授業科目名 ネイル演習Ⅲ 担   当   教   官   名



  令和4 年度　京都医健専門学校　授業計画（シラバス）

基礎分野

木村望美

後期

15コマ（15週）

成績評価の方法 定期試験素点70％・平常点20％・出席率10％

担当教官から
（履修に当たっての留意

点）

社会に出ると、運動する機会が減ってしまいます。運動することにより、自分の身
体を丈夫にし、その元気やパワーを誰かに与えていけるようになって欲しいと
思っております。また、ただただ運動するだけではなく、そこで運動の楽しさや必
要さを感じていただければと思っております。この時間が皆さんにとって、学生生
活の彩りになれば嬉しいと思い、担当させていただきます。

準備学習 特になし

教科書・教材等 特になし

授業の形式
教育機器の活用

演習・講義

授業のキーワード ボディバランス・ストレッチ・エアロビックダンス・栄養面についての講義

授業の概要
及び到達目標

近年、コロナ禍ということもあり若者の５人に４人が運動不足だといわれている。
特に若い女性の運動不足は深刻で、運動を身に付けるように警鐘されている。
本講義では下記に示す内容を到達目標に講義を進める。
①運動することにより、心も身体も健やかになる。
②身体を動かしてストレス発散させる。
③ダイエットや栄養面について、正しい知識を得る。
④この講義で少しでも身体を動かすことに楽しみを覚える。

講義計画・内容

１回目：自己紹介＆姿勢チェック（立位・仰臥位）
２回目：調整系レッスン
３回目：家でも簡単にできるトレーニング
４回目：企画レッスン～グループ編～（調べもの学習）
５回目：企画レッスン～グループ編～（前回調べたものを提供）
６回目：ペアストレッチ・マッサージ
７回目：栄養面についての講義（ダイエットとは）
８回目：エアロビックダンス体験（音楽に合わせて踊ろう！）
９回目：テスト対策
１０回目：テスト
１１回目：テスト
１２回目：テスト返し・ラストレッスン
１３回目～１５回目　保健体育（岩見先生）

対 象 学 生 第2学年 履 修 学 期 

必修・選択の別 必修 授業回数

学　   　　科 トータルビューティー科 授業科目区分（基専）

授業科目名 保健体育 担   当   教   官   名


