科

目

名

学科／学年

フェイシャル技術実習
授業時間

回数

50分

180回

時期

授業形態

通年

演習

単位数（時間数）

必須・選択

担当教員

6単位（180時間）

必須

トータルビューティ学科
／1年

授

業

の

概

要

エステティックサロン等で行われているフェイシャルトリートメント業務について、日本スパ・ウエルネ
ス協会認定セラピストフェイシャル実技試験の工程に沿って、施術テクニックを実習形式で学ぶ。前期で
は、フェイシャルトリートメントの基本である各種クレンジング方法について学ぶ。後期は、基本6手技
を用いたハンドトリートメントを学び、フェイシャルコースとして施術ができるように実習を行う。
授業終了時の到達目標

皮膚や身体の生理機能、粧材や機器について学び、各トリートメントの目的や効果、禁忌事項を十分理解
し、安全で効果のあるトリートメントテクニックの習得及び、個々の顧客の要望に合わせた有効性の高い
コースプランの提供ができるようになる。日本スパ・ウエルネス協会認定セラピスト実技試験合格を目指
す。
教員紹介
エステティックサロンにて勤務経験のある講師が、実務経験に基づいてフェイシャル関連の授業を行う
回

テ

ー

マ

1～ フェイシャル基礎実技
3
4～ フェイシャル基礎実技
6
7～ フェイシャル基礎実技
9
10～ フェイシャル基礎実技
12
13～ フェイシャル基礎実技
15
16～ フェイシャル基礎実技
18
19～ フェイシャル基礎実技
21
22～ フェイシャル基礎実技
24
25～ フェイシャル基礎実技
27
28～ フェイシャル基礎実技
30
31～ フェイシャル基礎実技
33
34～ フェイシャル基礎実技
36
37～ フェイシャル基礎実技
39
40～ フェイシャル基礎実技
42
43～ フェイシャル基礎実技
45

内

容

クレンジング実技（Dクレ含む）①コットンクレンジングデモ
ストレーション、練習
クレンジング実技（Dクレ含む）②コットンクレンジングデモ
ストレーション、練習
クレンジング実技（Dクレ含む）③スポンジ、ホットタオルふ
き取りデモストレーション、練習
クレンジング実技（Dクレ含む）④スポンジ、ホットタオルふ
き取りデモストレーション、練習
クレンジング実技（Dクレ含む）⑤コットン～タオル拭き取り
練習
クレンジング実技（Dクレ含む）⑥コットン～タオル拭き取り
練習
クレンジング実技（Dクレ含む）⑦クレンジングマッサージデ
モストレーション、練習
クレンジング実技（Dクレ含む）⑧クレンジングマッサージデ
モストレーション、練習
クレンジング実技（Dクレ含む）⑨クレンジングマッサージ
練習
クレンジング実技（Dクレ含む）⑩クレンジングマッサージ
練習
クレンジング実技（Dクレ含む）⑪コットンクレンジング～ク
レンジングマッサージ～ふき取り 練習
クレンジング実技（Dクレ含む）⑫コットンクレンジング～ク
レンジングマッサージ～ふき取り 練習
クレンジング実技（Dクレ含む）⑬コットンクレンジング～ク
レンジングマッサージ～ふき取り 練習
クレンジング実技（Dクレ含む）⑭コットンクレンジング～ク
レンジングマッサージ～ふき取り 練習
クレンジング実技（Dクレ含む）⑮後期期末試験対策

回

46～
48
49～
51

テ

ー

マ

フェイシャル専門機器実習

フェイシャル専門機器実習

52～ フェイシャル専門機器実習
54
55～ フェイシャル専門機器実習
57
58～ フェイシャル専門機器実習
60
61～ フェイシャル専門機器実習
63
64～ フェイシャル専門機器実習
66
67～ フェイシャル専門機器実習
69
70～ フェイシャル専門機器実習
72
73～ フェイシャル専門機器実習
75
76～ フェイシャル専門マッサージ実技
78
79～ フェイシャル専門マッサージ実技
81
82～ フェイシャル専門マッサージ実技
84
85～ フェイシャル専門マッサージ実技
87
88～ フェイシャル専門マッサージ実技
90
91～ フェイシャル専門マッサージ実技
93
94～ フェイシャル専門マッサージ実技
96
97～ フェイシャル専門マッサージ実技
99
100～ フェイシャル専門マッサージ実技
102
103～ フェイシャル専門マッサージ実技
105

内

容

フェイシャル機器実技（イオン・ブラシ・吸引・パター）①
デープクレンジング（ブラシ・吸引） デモンストレーショ
ン、練習
フェイシャル機器実技（イオン・ブラシ・吸引・パター）②
デープクレンジング（ブラシ・吸引） デモンストレーショ
ン、練習
フェイシャル機器実技（イオン・ブラシ・吸引・パター）③
エレクトロクレンジングデモンストレーション、練習
フェイシャル機器実技（イオン・ブラシ・吸引・パター）④
エレクトロクレンジングデモンストレーション、練習
フェイシャル機器実技（イオン・ブラシ・吸引・パター）⑤
酵素洗顔、ゴマージュ デモンストレーション、練習
フェイシャル機器実技（イオン・ブラシ・吸引・パター）⑥
導入機器デモンストレーション、練習
フェイシャル機器実技（イオン・ブラシ・吸引・パター）⑦
導入機器デモンストレーション、練習
フェイシャル機器実技（イオン・ブラシ・吸引・パター）⑧
リンパドレナージュ機器デモストレーション、練習
フェイシャル機器実技（イオン・ブラシ・吸引・パター）⑨
リンパドレナージュ機器デモストレーション、練習
フェイシャル機器実技（イオン・ブラシ・吸引・パター）⑩
後期期末試験対策
フェイシャルマッサージ①フェイシャルマッサージ
ストレーション

デモン

フェイシャルマッサージ②フェイシャルマッサージ
認、練習

手順確

フェイシャルマッサージ③フェイシャルマッサージ
認、練習

手順確

フェイシャルマッサージ④フェイシャルマッサージ
習

通し練

フェイシャルマッサージ⑤フェイシャルマッサージ
習

通し練

パック実技①パック実技（Cパック）
ン・説明

デモンストレーショ

パック実技②パック実技（Cパック）

練習

パック実技③パック実技（クリームパック）
レーション・説明

デモンスト

パック実技④パック実技（クリームパック）

練習

パック実技⑤パック実技（クレイパック）
ション・説明

デモンストレー

回

テ

ー

マ

106～ フェイシャル専門マッサージ実技
108
109～ フェイシャル専門マッサージ実技
111
112～ フェイシャル専門マッサージ実技
114
115～ フェイシャル専門マッサージ実技
117
118～ フェイシャル専門マッサージ実技
120
121～ フェイシャル専門マッサージ実技
123
124～ フェイシャル専門マッサージ実技
126
127～ フェイシャル専門マッサージ実技
129
130～ フェイシャル専門マッサージ実技
132
133～ フェイシャル専門マッサージ実技
135
136～ フェイシャル専門実技（メイク含
138 む）
139～ フェイシャル専門実技（メイク含
141 む）
142～ フェイシャル専門実技（メイク含
144 む）
145～ フェイシャル専門実技（メイク含
147 む）
148～ フェイシャル専門実技（メイク含
150 む）
151～ フェイシャル専門実技（メイク含
153 む）
154～ フェイシャル専門実技（メイク含
156 む）
157～ フェイシャル専門実技（メイク含
159 む）
160～ フェイシャル専門実技（メイク含
162 む）
163～ フェイシャル専門実技（メイク含
165 む）

内

容

ツボ＆ＢＭ①ツボマッサージ

デモンストレーション・説明

ツボ＆ＢＭ②ツボマッサージ

手つき練習

ツボ＆ＢＭ③ツボマッサージ

手つき練習

ツボ＆ＢＭ④ツボマッサージ

通し練習

ツボ＆ＢＭ⑤ツボマッサージ

通し練習

ツボ＆ＢＭ⑥バックマッサージ
明

デモンストレーション・説

ツボ＆ＢＭ⑦バックマッサージ

手つき練習

ツボ＆ＢＭ⑧バックマッサージ

手つき練習

ツボ＆ＢＭ⑨バックマッサージ＆ツボマッサージ

通し練習

ツボ＆ＢＭ⑩バックマッサージ＆ツボマッサージ

通し練習

ﾒｲｸｱｯﾌﾟ実践（基礎・理論）①お通しの仕方、マナー
ﾒｲｸｱｯﾌﾟ実践（基礎・理論）②ベースメイクの仕方
ﾒｲｸｱｯﾌﾟ実践（基礎・理論）③ポイントメイクの仕方
ﾒｲｸｱｯﾌﾟ実践（基礎・理論）④お通し～フルメイク
ﾒｲｸｱｯﾌﾟ実践（基礎・理論）⑤フルメイク・技術タイムチェッ
ク
ﾒｲｸｱｯﾌﾟ実践（基礎・理論）⑥カウンターワーク(基礎）
ﾒｲｸｱｯﾌﾟ実践（基礎・理論）⑦カウンターワーク（状態分析・
お手入れ方法）
ﾒｲｸｱｯﾌﾟ実践（創作）ハロウィンメイク
ﾒｲｸｱｯﾌﾟ実践（応用・理論）①カウンターワーク（実践スタン
ディングマッサージ）
ﾒｲｸｱｯﾌﾟ実践（応用・理論）②カウンターワーク（実践ベース
メイク）

回

テ

ー

マ

内

容

166～ フェイシャル専門実技（メイク含
168 む）
169～ フェイシャル専門実技（メイク含
171 む）
172～ フェイシャル専門実技（メイク含
174 む）
175～ フェイシャル専門実技（メイク含
177 む）

ﾒｲｸｱｯﾌﾟ実践（応用・理論）③カウンターワーク（実践ポイン
トメイク）

178～ フェイシャル専門実技（メイク含
180 む）

ﾒｲｸｱｯﾌﾟ実践（応用・理論）⑦カウンターワーク実践試験
フィードバック

教科書・教材

【フェイシャル技術】日本スパ・ウエル
ネス協会 ソワンエステティック技術Ⅰ
【メイク技術】日本スパ・ウエルネス協
会 ソワンエステティック技術Ⅲ

ﾒｲｸｱｯﾌﾟ実践（応用・理論）④カウンターワーク（セールステ
クニック理論・技術）
ﾒｲｸｱｯﾌﾟ実践（応用・理論）⑤カウンターワーク（セールステ
クニック実践）
ﾒｲｸｱｯﾌﾟ実践（応用・理論）⑥カウンターワーク実践試験

評価基準

実習・実技評価
出席率
授業態度

評価率

70.0%
15.0%
15.0%

その他

科

目

名

学科／学年

トータルビューティ学科
／2年

フェイシャル技術実習

時期

授業形態

通年

演習
担当教員

授業時間

回数

単位数（時間数）

必須・選択

50分

180回

6単位（180時間）

必須

授

業

の

概

要

エステティックサロン等で行われているフェイシャルトリートメント業務について、1年次に習得したト
リートメントテクニックの精度を高めつつ応用テクニックを習得する。前期では、1年次復習と賦活作用
のあるトリートメントについて目的・効果・施術方法禁忌事項を学ぶ。後期ではサロンワークのロール
プレイングを軸に、個々の顧客に最適な施術や粧材の提案、接客について実践する。
授業終了時の到達目標

皮膚や身体の生理機能、粧材や機器についての理解を深め、個々の顧客に応じて最適なコースの提案、
施術の提供、接客ができるようになる。また、日々の研鑽を怠らず精進する心構えと、愛される接客・
マナーを身につけ、一流のプロフェッショナルとして活躍できる人財となる。ビューティセラピスト検
定試験合格。
教員紹介
エステティックサロンにて勤務経験のある講師が、実務経験に基づいてフェイシャル関連の授業を行う
回

テ

ー

マ

内

容

1～ フェイシャル専門機器実技Ⅱ
3
4～ フェイシャル専門機器実技Ⅱ
6
7～ フェイシャル専門機器実技Ⅱ
9
10～ フェイシャル専門機器実技Ⅱ
12
13～ フェイシャル専門機器実技Ⅱ
15
16～ フェイシャル専門機器実技Ⅱ
18
19～ フェイシャル専門機器実技Ⅱ
21
22～ フェイシャル専門機器実技Ⅱ
24
25～ フェイシャル専門機器実技Ⅱ
27
28～ フェイシャル専門機器実技Ⅱ
30
31～ フェイシャル専門マッサージ実技
33 Ⅱ
34～ フェイシャル専門マッサージ実技
36 Ⅱ
37～ フェイシャル専門マッサージ実技
39 Ⅱ

フェイシャル機器実技（エレクトロC・イオン・ブラシ・吸
引・パター）①復習

40～ フェイシャル専門マッサージ実技
42 Ⅱ
43～ フェイシャル専門マッサージ実技
45 Ⅱ

ツボ＆BM④通し練習

フェイシャル機器実技（エレクトロC・イオン・ブラシ・吸
引・パター）②※BT実技試験対策
フェイシャル機器実技（エレクトロC・イオン・ブラシ・吸
引・パター）③※BT実技試験対策
フェイシャル機器実技（エレクトロC・イオン・ブラシ・吸
引・パター）④※BT実技試験対策
フェイシャル機器実技（エレクトロC・イオン・ブラシ・吸
引・パター）⑤※BT実技試験対策
フェイシャル機器実技（エレクトロC・イオン・ブラシ・吸
引・パター）⑥※学内サロン・ミスパリ祭対応練習
フェイシャル機器実技（エレクトロC・イオン・ブラシ・吸
引・パター）⑦※学内サロン・ミスパリ祭対応練習
フェイシャル機器実技（エレクトロC・イオン・ブラシ・吸
引・パター）⑧※学内サロン・ミスパリ祭対応練習
フェイシャル機器実技（エレクトロC・イオン・ブラシ・吸
引・パター）⑨※学内サロン・ミスパリ祭対応練習
フェイシャル機器実技（エレクトロC・イオン・ブラシ・吸
引・パター）⑩※卒業試験対策
ツボ＆BM①通し練習
ツボ＆BM②通し練習
ツボ＆BM③通し練習

ツボ＆BM⑤通し練習

回

テ

ー

マ

内

容

46～ フェイシャル専門マッサージ実技
48 Ⅱ
49～ フェイシャル専門マッサージ実技
51 Ⅱ
52～ フェイシャル専門マッサージ実技
54 Ⅱ
55～ フェイシャル専門マッサージ実技
57 Ⅱ
58～ フェイシャル専門マッサージ実技
60 Ⅱ
61～ フェイシャル専門マッサージ実技
63 Ⅱ
64～ フェイシャル専門マッサージ実技
66 Ⅱ
67～ フェイシャル専門マッサージ実技
69 Ⅱ

ツボ＆BM⑥通し練習

70～ フェイシャル専門マッサージ実技
72 Ⅱ
73～ フェイシャル専門マッサージ実技
75 Ⅱ
76～ フェイシャル専門マッサージ実技
78 Ⅱ
79～ フェイシャル専門マッサージ実技
81 Ⅱ
82～ フェイシャル専門マッサージ実技
84 Ⅱ
85～ フェイシャル専門マッサージ実技
87 Ⅱ
88～ フェイシャル専門マッサージ実技
90 Ⅱ

リンパドレナージュトハンドリートメント（SF）⑭通し練習

フェイシャル専門応用実技Ⅱ
91～
93
94～
96
97～
99
100～
102
103～
105

フェイシャル専門応用実技Ⅱ

ツボ＆BM⑦通し練習
ツボ＆BM⑧通し練習
ツボ＆BM⑨通し練習
ツボ＆BM⑩通し練習
リンパドレナージュトハンドリートメント（SF）⑪通し練習
リンパドレナージュトハンドリートメント（SF）⑫通し練習
リンパドレナージュトハンドリートメント（SF）⑬通し練習

リンパドレナージュトハンドリートメント（SF）⑮通し練習
リンパドレナージュトハンドリートメント（SF）⑯通し練習
リンパドレナージュトハンドリートメント（SF）⑰通し練習
リンパドレナージュトハンドリートメント（SF）⑱通し練習
リンパドレナージュトハンドリートメント（SF）⑲通し練習
リンパドレナージュトハンドリートメント（SF）⑳通し練習
【超音波・ケミカル・パック希望】賦活機器（SS）
デモンストレーション、実践①
【フェイシャルトーニング希望】
トーニング デモンストレーション・説明①
【超音波・ケミカル・パック希望】賦活機器（SS）
デモンストレーション、実践②
【フェイシャルトーニング希望】トーニング 通し練習②

フェイシャル専門応用実技Ⅱ

【超音波・ケミカル・パック希望】賦活機器（SS）
デモンストレーション、実践③
【フェイシャルトーニング希望】トーニング 通し練習③

フェイシャル専門応用実技Ⅱ

【超音波・ケミカル・パック希望】賦活機器（SS）
デモンストレーション、実践④
【フェイシャルトーニング希望】トーニング 通し練習④

フェイシャル専門応用実技Ⅱ

【超音波・ケミカル・パック希望】賦活機器（SS）
デモンストレーション、実践⑤
【フェイシャルトーニング希望】トーニング 通し練習⑤

回

106～
108
109～
111
112～
114
115～
117
118～
120

テ

ー

マ

【超音波・ケミカル・パック希望】各種マスク類
説明、デモンストレーション、実践⑥
【フェイシャルトーニング希望】トーニング 通し練習⑥

フェイシャル専門応用実技Ⅱ

【超音波・ケミカル・パック希望】各種マスク類
説明、デモンストレーション、実践⑦
【フェイシャルトーニング希望】トーニング 通し練習⑦

フェイシャル専門応用実技Ⅱ

【超音波・ケミカル・パック希望】各種マスク類
説明、デモンストレーション、実践⑧
【フェイシャルトーニング希望】トーニング 通し練習⑧

フェイシャル専門応用実技Ⅱ

【超音波・ケミカル・パック希望】各種マスク類
説明、デモンストレーション、実践⑨
【フェイシャルトーニング希望】トーニング 通し練習⑨

フェイシャル専門応用実技Ⅱ

【超音波・ケミカル・パック希望】各種マスク類
説明、デモンストレーション、実践⑩
【フェイシャルトーニング希望】トーニング 通し練習⑩

フェイシャル専門応用実技Ⅱ

【超音波・ケミカル・パック希望】ケミカルピーリング
デモンストレーション、実践⑪
【フェイシャルトーニング希望】トーニング
※Fコースとして練習⑪
【超音波・ケミカル・パック希望】ケミカルピーリング
デモンストレーション、実践⑫
【フェイシャルトーニング希望】トーニング
※Fコースとして練習⑫
【超音波・ケミカル・パック希望】ケミカルピーリング
デモンストレーション、実践⑬
【フェイシャルトーニング希望】トーニング
※Fコースとして練習⑬
【超音波・ケミカル・パック希望】
モデルの肌質に合わせたトリートメント選択の練習⑭
【フェイシャルトーニング希望】
トーニング 授業内チェック・フィードバック⑭
【超音波・ケミカル・パック希望】
モデルの肌質に合わせたトリートメント選択の練習⑮
【フェイシャルトーニング希望】
トーニング 授業内チェック・フィードバック⑮
【フェイシャルコース】①モデルの肌分析
コンサルテーションシートの作成
【スキンケア】①BA試験対策（試験について）

フェイシャル専門応用実技Ⅱ
124～
126
フェイシャル専門応用実技Ⅱ
127～
129
フェイシャル専門応用実技Ⅱ
130～
132
フェイシャル専門応用実技Ⅱ
133～
135

139～
141
142～
144
145～
147
148～
150
151～
153
154～
156
157～
159
160～
162
163～
165

容

フェイシャル専門応用実技Ⅱ

121～
123

136～
138

内

フェイシャル専門実技Ⅱ

フェイシャル専門実技Ⅱ

【フェイシャルコース】②モデルの肌分析
コンサルテーションシートの作成
【スキンケア】②BA試験対策（試験について）

フェイシャル専門実技Ⅱ

【フェイシャルコース】③モデルの肌分析
コンサルテーションシートの作成
【スキンケア】③BA試験対策（カウンセリングシート）

フェイシャル専門実技Ⅱ

【フェイシャルコース】④モデルの肌分析
コンサルテーションシートの作成
【スキンケア】④BA試験対策（カウンセリングシート）

フェイシャル専門実技Ⅱ

【フェイシャルコース】⑤モデルの肌分析
コンサルテーションシートの作成
【スキンケア】⑤BA試験対策

フェイシャル専門実技Ⅱ

【フェイシャルコース】⑥コンサルテーションに合わせた
トリートメントの実践、ホームケアアドバイスの提案
【スキンケア】⑥BA試験対策

フェイシャル専門実技Ⅱ

【フェイシャルコース】⑦コンサルテーションに合わせた
トリートメントの実践、ホームケアアドバイスの提案
【スキンケア】⑦BA試験対策

フェイシャル専門実技Ⅱ

【フェイシャルコース】⑧コンサルテーションに合わせた
トリートメントの実践、ホームケアアドバイスの提案
【スキンケア】⑧BA試験対策（筆記試験模擬）

フェイシャル専門実技Ⅱ

【フェイシャルコース】⑨コンサルテーションに合わせた
トリートメントの実践、ホームケアアドバイスの提案
【スキンケア】⑨BA試験対策（技術試験模擬）

フェイシャル専門実技Ⅱ

【フェイシャルコース】⑩コンサルテーションに合わせた
トリートメントの実践、ホームケアアドバイスの提案
【スキンケア】⑩BA試験対策（技術試験模擬）

回

テ

ー

マ

166～ フェイシャル専門実技Ⅱ
168
169～ フェイシャル専門実技Ⅱ
171
172～ フェイシャル専門実技Ⅱ
174
175～ フェイシャル専門実技Ⅱ
177
178～ フェイシャル専門実技Ⅱ
180
教科書・教材

【フェイシャル技術】日本スパ・ウエル
ネス協会 ソワンエステティック技術Ⅰ
【メイク技術】日本スパ・ウエルネス協
会 ソワンエステティック技術Ⅲ

内

容

【フェイシャルコース】⑪サロンワーク ロールプレイング
【スキンケア】⑪カウンターワーク（応用）
【フェイシャルコース】⑫サロンワーク ロールプレイング
【スキンケア】⑫カウンターワーク（応用）
【フェイシャルコース】⑬サロンワーク ロールプレイング
【スキンケア】⑬カウンターワーク（応用）
【フェイシャルコース】⑭サロンワーク ロールプレイング
【スキンケア】⑭カウンターワーク実技試験
【フェイシャルコース】⑮サロンワーク ロールプレイング
【スキンケア】⑮カウンターワーク実技試験
評価基準

実習・実技評価
出席率
授業態度

評価率

70.0%
15.0%
15.0%

その他

