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1. 本事業の概要 

1.1. 事業の趣旨と目的 

 美容専門学校の教育は、大きく国家試験対策と美容技術習得の 2 つがある。そのうち美容技術につい

ては、従来からの紙のテキストと、教員やプロの美容師による手本施術を”見て学ぶ”ことにより行わ

れている。しかし、平面図のテキストでは頭部を立体的に捉えることは難しく、 ”見て学ぶ”学習では、

学生は傍観者の視点で教員等の手技を見るのみである。また、技術習得には反復訓練が必要だが、その

たびに教員が手本施術を繰り返すのも効率が悪い。他方、美容師の離職率は、他の業種に比べ非常に高

いと指摘されており、その要因の１つとして、新卒入職後一人前の美容師として顧客のカットを任され

るまでに、平均 2 年から 3 年を要することが挙げられる。入職後の技術習得は、残業や長時間労働に

よってまかなわれており、過重な労働負荷が早期離職に影響している可能性が報告されている。本事業

では、ＶＲ・ＡＲの先端技術を活用した教材と実習カリキュラムを開発し、従来の教授方法から、より

教育効率の高い方法に転換をはかることにより、専門学校卒業時の技術習得度を上げ、美容教育に革新

を起こすとともに、結果として美容師の離職率の低減に寄与することを目的とする。 

 

1.2. 当該実証研究が必要な背景① 

1.2.1. 従来の専門学校美容師技術教育の問題点 

 全国の専門学校に供給されている美容師国家試験用の教科書は、この数十年ほぼ変化していない状況

にある。人の頭部、毛髪の形状を図解や写真により ”平面的に” 表したものであるため、知識として

習得することはできるが、技術力を付けるには適した形態とは言えない。また、実習についても教室内

で多くの学生が同時に受講する中で、教員による手本施術を、学生がそれぞれ ”傍観者の視点で見て学

ぶ” 教授方法のため、学生の立ち位置によって技術習得度に大きな差が出てくることや、見る角度が限

られるため ”一度では習得しきれない” という課題がある。 

 近年、YouTube 等には多くの動画教材が登場するようになってきたため、繰り返し見るという点では

課題をクリアできるが、動画教材も学校における実習と同様に”傍観者の視点で”見る動画である為、

学習者が詳しく見たい手元や角度などは分からないという問題がある。 

 現状はこのような教授方法のため、専門学校の授業内で習得できる技術は、非常に限られたものに

なっている。 

 

1.2.2. 新卒入職者の技術レベルの問題 

 前述の通り、従来の専門学校における美容師技術教育では、技術習得は十分なものではなかった。そ

のことが、間接的に美容師の離職率の高さにも影響していると考えられる。 
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 専門学校美容師育成課程の学生が、新卒入職後に

一人前の美容師（スタイリスト）として顧客のカット

を任されるまでに、2 年～3 年もの”下積み”を要し

ている（図１）。新卒入職後に美容室で携わる仕事は、

各種器具の後片付け、サロンの清掃等の雑用と

シャンプー施術が大半である。このように長期の下

積み経験が必要となる理由は、専門学校の所定のカ

リキュラムを経て国家資格を取得しただけでは、顧

客のヘアカットを任せるには、技術レベルが不十分で

あるからだ。そのため、新卒入職者は、多くの場合、勤

務時間外の技術修練や 100～200 名の「モデルカット」

（料金をとらない練習用カット）経験をクリアしなけれ

ば、一人前の美容師（スタイリスト）にまでたどり着けない。 

 

1.2.3. 美容師業界の問題 

 このように、美容師業界では、新卒入職後、「ア

シスタント」から一人前の「スタイリスト」にな

るまでの期間が長く、その間、低賃金で働くこと

になることに加え、勤務時間外の技術修練により

長時間労働化しやすい傾向がある。さらに、技術

修練に必要なウィッグ等の購入費用が自己負担と

なる場合も少なくないと言われている。このよう

な実情を背景に、美容師業界は他業種に比べて離

職率が高いことが指摘されている（図２） 。 

 

参考文献：松本啓子（日本大学大学院総合社会情報研究科）『美容師の社会的スキルレベルと離職の関連

性 』 

 

1.2.4. 入職後の技術向上方法の問題点 

 しかも、入職後の技術修練では、”先輩スタイリストの技を見て学ぶ”＝模倣による学習のスタイルが

主流である。これは専門学校の従来の実習方法とまったく同じで、先輩の技を”傍観者の視点で”見て

いるため、自分が施術者の立場にたったときに具体的な手の位置や目線、距離感等がどうなるかは、想

像で補うしかない。その結果、新卒入職後の技術向上には多くの時間を要することになっている。今回

開発するＶＲ教材が、美容師業界の技術向上教材としても導入されれば、業界全体の課題解決にも繋が

る可能性がある。 

 

美容師/美容室の求人・転職専門サイト 

【ﾋﾞｭｰﾃｨｰｷｬﾘｱ】による 2015年の調査 

図１：スタイリストデビューまでにかかる年数 

図２：産業別の離職率 

出典：平成２９年厚生労働省：産業別入職率・離職率 
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1.3. 当該実証研究が必要な背景② 

1.3.1. ＶＲ・ＡＲ技術活用による革新 

 前述の従来の教材（図３、図４）・実習の 3 つの課題 ”平面的” ”傍観者の視点で見て学ぶ” ”一

度のみ” は、ＶＲ・ＡＲ技術を活用することにより解決することが可能と考えられる。ＶＲ映像を活用

することにより、学生は ”実際のスタイリスト視点で” “立体的に” プロの技を見ることが出来るよ

うになる。学生が確認したい任意の視点で、自由に動き回ってプロの技を見られるため、最高レベルの

技術を疑似体験することができる。さらに自分が学習したい箇所を “何度でも繰り返し” 体験できる

ため、精度の高い効果的な学習が実現できる。また、ＡＲ技術によりデジタル教材を組み合わせること

で、学生が自身のスマートフォンで予習・復習が可能となり理解度を高めることができる。 

 サンプルとして作成したＶＲ映像（図５）の体験においても、体験者の学習意欲を得ることができた

ことから、ＶＲ・ＡＲの技術を活用した美容師技術教育教材は有効であると推測される。 
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1.3.2. ＶＲの有効性 

 先行している医療分野でのＶＲにおいては、すでに教育効果の有効性が証されている。事前に撮影さ

れたＭＲＩのデータを３Ｄ化を行い映像化し、手術前にＶＲトレーニングを行う。また、術中に用いて

患者の手術の負担軽減や、執刀医と他の医師との情報の視覚的

共有を行うことで手術成功率を向上させることに効果をあげ

ている。ただし、医療用のＶＲはＭＲＩのデータを使用してい

ることから動的な映像をＶＲ空間上に再生することは現状で

はできていない。 

 本事業では３Ｄホログラム撮影技術、４Ｋ実写映像として

作成されたＶＲ映像及び実写ＶＲ映像を組み合わせることに

より動的な教材開発を行う。 

 

1.4. 事業の運営・実施体制 

1.4.1. 委員会・作業部会からなる組織体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６：医療現場におけるＶＲ活用 
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◆事業全体の活動方針・方向性 

◆実施内容等の重要事案に関する検討・ 

 意思決定 
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◆成果物に対する評価（評価会開催） 

実施委員会の指示のもと 

◆アンケート実施 

◆各種成果物（実習カリキュラム、シラバ 

 ス、VR映像教材、ARデジタル教材、テ 

 キスト教材、カット・シャンプー技術評 

 価基準）の開発 

◆実証講座の開催・運営等の具体的内容の 

 企画立案 

◆外部業者への発注内容検討、発注仕様 

 書・作業指示書作成 

◆作業進捗・品質管理 
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1.4.2. 委員会・作業部会の人員構成 

◆実施委員会の構成員（委員） 

氏名 所属・職名 役割等 都道府県名 

１ 河原 成紀 学校法人河原学園 理事長 統括・管理 愛媛県 

２ 白石 隆保 河原ビューティモード専門学校 副校長 開発・実証 愛媛県 

３ 芦澤 昌彦 学校法人河原学園 教務部長 調査・開発・実証 愛媛県 

４ 遠部 光一 倉敷ビューティーカレッジ専門学校 教頭  開発・実証 岡山県 

５ 山内 常己 アーデントビューティカレジ 教務 開発・実証 大阪府 

６ 土井 文治 明日香美容文化専門大学校 教務 開発・実証 大分県 

７ 露口 武志 河原ビューティモード専門学校 教頭 開発・実証 愛媛県 

８ 武田 勝成 河原ビューティモード専門学校 教務課長 開発・実証 愛媛県 

９ 奥山 眞史 河原ビューティモード専門学校 事務長 開発・実証 愛媛県 

10 吉川 徹 
株式会社ニューヨーク・ニューヨーク 

取締役教育本部長 
開発・実証 京都府 

11 石沢 貞治 株式会社アルテサロンホールディングス 開発・実証 神奈川県 

12 吉川匡志郎 株式会社ジョージ  開発・実証 愛媛県 

13 山添 武 ＣＧＣＧスタジオ株式会社 取締役 開発・実証 沖縄県 

14 永田 太 株式会社 ModelingCafe 開発・実証 東京都 

15 廣田 聡 株式会社ファンタジスタ 代表取締役 開発・実証 東京都 

16 篠原たかこ 公益財団法人 画像情報教育振興協会 開発・実証 東京都 

17 植上一希 
福岡大学教育学部人文学部 

教育・臨床心理学科准教授 
評価 福岡県 

18 井坂昭司 
学校法人小山学園 

東京テクニカルカレッジ情報処理科科長 
評価 東京都 

19 茅根英之 
公益財団法人 日本漢字能力検定協会 

普及部 西日本検定活用促進チーム 課長  
評価 京都府 
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◆作業部会の構成員（委員） 

氏名 所属・職名 役割等 都道府県名 

１ 芦澤 昌彦 学校法人河原学園 教務部 開発・実証 愛媛県 

２ 露口 武志 河原ビューティモード専門学校 教頭 開発・実証 愛媛県 

３ 山添 武 ＣＧＣＧスタジオ株式会社 取締役 開発・実証 東京都 

４ 永田 太 株式会社 ModelingCafe 開発・実証 東京都 

５ 廣田 聡 株式会社ファンタジスタ 代表取締役 開発・実証 東京都 

 

1.4.3. 各機関の役割・協力事項 

◆教育機関 

・美容技術教育に関する課題の共有 

・アンケート調査項目作成 

・実習カリキュラム開発、実習科目シラバス開発、テキスト・教材開発 

 

◆企業（美容サロン） 

・本事業の実施にあたって、新卒美容師を受け入れる機関としての助言 

・実習カリキュラム開発、実習科目シラバス開発、テキスト教材開発にあたっての助言・成果物評価 

・カット・シャンプー技術評価基準開発への助言 

・美容サロンへの協力依頼 

・本事業の成果物や実証講座が、美容技術の向上に結びつくか評価 

 

◆企業（ＶＲ・ＡＲ関連） 

・ＶＲ及びＡＲ関連の先端機材に関する情報提供 

・ＶＲ映像教材、AR デジタル教材制作にあたっての助言・成果物評価 
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1.4.4. 実施委員会の開催 

◆第 1 回実施委員会 

日 時 2020 年 10 月 29 日（木）17：00～18：30 

場 所 河原ビューティモード専門学校 602 教室 

出席者 白石 隆保（河原ビューティモード専門学校 副校長）、芦澤 昌彦（学校法人

河原学園法人本部 教務部長）、遠部 光一（倉敷ビューティーカレッジ）山内 

常己（アーデントビューティーカレッジ）、土井 文治（明日香美容文化専門

大学校）、吉川 徹（株式会社ニューヨーク・ニューヨーク）、石沢 貞治（株

式会社東京美髪芸術学院）、吉川 匡志郎（株式会社ジョージ）、山添 武（Ｃ

ＧＣＧスタジオ株式会社）、永田 太（株式会社 ModelingCafe）、篠原 たか

こ（公益財団法人 画像情報教育振興協会）、植上 一希（福岡大学教育学部人

文学部 教育・臨床心理学科）、井坂 昭司（学校法人小山学園東京テクニカル

カレッジ）、茅根 英之（公益財団法人 日本漢字能力検定協会）、露口 武志

（河原ビューティモード専門学校 教頭）、武田 勝成（河原ビューティモード

専門学校 教務課長）、永野 裕司（株式会社バンダイナムコピクチャーズ） 

議題 

１．委員長 挨拶 

２．委員 自己紹介 

３．事業計画の概要説明 

４．VR,AR 技術の有効性について/意見交換 

５．今後のスケジュール 

６．事務連絡 

配布資料 

資料１ 「専修学校における先端技術利活用実証研究」事業計画書 

資料２ 美容学校向けアンケート（案） 

資料３ サロン向けアンケート（案） 

 

◆第 2 回実施委員会 

日 時 2021 年 1 月 20 日（水）17:00～18:30 

場 所 河原ビューティモード専門学校 602 教室 及び zoom 使用で遠隔開催 

出席者 白石 隆保（河原ビューティモード専門学校 副校長）、芦澤 昌彦（学校法人

河原学園法人本部 教務部長）、山内 常己（アーデントビューティーカレッ

ジ）、吉川 徹（株式会社ニューヨーク・ニューヨーク）、石沢 貞治（株式会

社東京美髪芸術学院）、山添 武（ＣＧＣＧスタジオ株式会社）、篠原 たかこ

（公益財団法人 画像情報教育振興協会）、植上 一希（福岡大学教育学部人文

学部 教育・臨床心理学科）、井坂 昭司（学校法人小山学園東京テクニカルカ

レッジ）、茅根 英之（公益財団法人 日本漢字能力検定協会）、露口 武志（河

原ビューティモード専門学校 教頭）、武田 勝成（河原ビューティモード専

門学校 教務課長）、永野 裕司（株式会社バンダイナムコピクチャーズ）、奥
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山 眞史（河原ビューティモード専門学校 事務長） 

議題 

１．委員長 挨拶 

２．委員 紹介 

３．VR 動画進捗状況報告 

４．アンケート中間報告 

５．判定指標案の概要説明 

６．意見交換 

７．事務連絡 

配布資料 

資料１ サロン向けアンケート・美容学校向けアンケート 1 月報告 

資料２ カッティング判定指標（案） 

資料３ カッティング判定指標作成根拠 

資料４ シャンプーイング判定指標（案） 

資料５ シャンプーイング判定指標作成根拠 

資料６ 判定指標とコマシラバスのイメージ 

資料７ 美容学校用アンケート 1209 

資料８ サロン用アンケート 1219 

資料９ VR 教材用動画撮影報告書 

 

◆第 3 回実施委員会 

日 時 2021 年 2 月 12 日（金）17：00～18：30 

場 所 河原ビューティモード専門学校 6F 602 教室 

オンライン会議（Zoom ミーティング） 

出席者 白石 隆保（河原ビューティモード専門学校）、芦澤 昌彦（学校法人河原学園

法人本部 教務部長）、山内 常己（アーデントビューティーカレッジ）、吉川 

徹（株式会社ニューヨーク・ニューヨーク）、石沢 貞治（株式会社東京美髪

芸術学院）、吉川 匡志郎（株式会社ジョージ）、植上 一希（福岡大学）、井坂 

昭司（学校法人小山学園東京テクニカルカレッジ）、茅根 英之（公益財団法

人 日本漢字能力検定協会）、露口 武志（河原ビューティモード専門学校 教

頭）、武田 勝成（河原ビューティモード専門学校 教務課長）、永野 裕司（株

式会社バンダイナムコピクチャーズ）、奥山 眞史（河原ビューティモード専

門学校 事務長） 

議題 

１．委員長挨拶 

２．VR 動画教材プロトタイプ報告 

３．アンケート結果報告 

４．判定指標案報告 

５．意見交換 

６．事務連絡 

配布資料 資料１ 美容 VRプロトタイプ仕様書 
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資料２ サロン向けアンケート・美容学校向けアンケート 報告 

資料３ カッティング・シャンプーイング判定指標案 
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1.4.5. 作業部会の開催 

◆第 1 回作業部会 

日 時 2020 年 11 月 27 日（金）17：00～18：30 

場 所 河原ビューティモード専門学校 6 階図書室 

出席者 白石 隆保（河原ビューティモード専門学校 副校長）、芦澤 昌彦（学校法人

河原学園法人本部・教務部長）、山添 武（ＣＧＣＧスタジオ株式会社）廣田 

聡（株式会社ファンタジスタ）永野 裕司（株式会社バンダイナムコピク

チャーズ）露口 武志（河原ビューティモード専門学校 教頭）武田 勝成（河

原ビューティモード専門学校 教務課長） 

議 題 １．委員長 挨拶 

２．委員 紹介 

３．現在の問題点と今回開発する VR・AR 教材について 

４．美容分野の教育で活用できる VR・AR 技術について/意見交換 

５．VR 及び AR 関連の先端機材に関する情報提供 

６．事務連絡 

配布資料 資料１「専修学校における先端技術利活用実証究」事業計画書 

資料２「専修学校における先端技術利活用実証研究」本年度における開発内

容概要 

 

◆第 2 回作業部会 

日 時 2021 年 1 月 27 日（水）17：00～18：30 

場 所 河原ビューティモード専門学校 1F 会議室 

オンライン会議（Zoom ミーティング） 

出席者 白石 隆保（河原ビューティモード専門学校 副校長）、芦澤 昌彦（学校法人

河原学園法人本部・教務部長）、永田 太（株式会社 ModelingCafe）廣田 聡

（株式会社ファンタジスタ）山内 常己（アーデントビューティカレッジ）永

野 裕司（株式会社バンダイナムコピクチャーズ）露口 武志（河原ビューティ

モード専門学校 教頭）武田勝成（河原ビューティモード専門学校 教務課長） 

議 題 １．委員長 挨拶 

２．委員 紹介 

３．VR・AR 教材のプロトタイプに向けた撮影素材確認 

４．撮影素材をもとにした意見交換 

５．判定指標作成の意図説明と意見聴取 

６．事務連絡 

配布資料 資料 1 判定指標案カッティング 

資料 2 ヘアカッティング作成根拠 

資料 3 開発する判定指標とコマシラバスのイメージ 
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2. 事業活動の内容 

2.1. 実証研究する先端技術及び導入方策の概要 

2.1.1. 実証するＶＲ・ＡＲ技術の要素 

①ＸＲゴーグル（図７） 

 ＶＲを用いた教育において受講者の視界を完全に奪うＶＲゴーグルは、

教育の現場において導入場面が限られていた。新技術であるＸＲゴーグル

が市場に登場したことによって教育活用の可能性が広がっている。ＸＲ

ゴーグルとは、ゴーグル外部に取り付けられた複数のカメラで現実世界を

撮影し、その映像をゴーグル内の液晶に投影することで、ゴーグルを取り

付けたままで現実世界の景色がそのまま投影されるというもの。これによ

り現実世界の中にＶＲ映像を表示させる事（ＭＲ:Mixed Reality）が可能

となり、ゴーグルを装着したままノートに記録を取ったり、介助なしにＶＲ体験する事ができる。また、

これまで通信法により導入できなかったワイヤレス化が、５Ｇ通信技術の導入により可能になりゴーグ

ルと端末を結ぶケーブルがなくなったため、動きを伴う実技においても導入する事が容易になった。本

事業では、一般的なＶＲゴーグルではなく、このワイヤレスＸＲゴーグルを用いることで、専門学校の

実習環境での実利用を想定したＶＲ映像教材を開発する。 

 

②３Ｄホログラム（ＶＲ映像）撮影技術（図８） 

 これまでＶＲ用の映像制作には、３Ｄキャラクターの作成、アニ

メーション撮影など多くの工程とコストを必要としていたが、３Ｄホログ

ラム撮影技術の登場により、人間の動きをそのままデジタルデータ化する

事が出来るようになった。３Ｄホログラム撮影技術とは、撮影スタジオ内

３６０度に配置されたカメラから「点群データ」を撮影、各１点１点に対

して、その座標と色情報を持つことで立体像を作成する新技術である。そ

の立体像を１秒間に３０コマ撮影する事が可能になった為、３Ｄの立体像を動画として保存できるよう

になった。この技術を用いる事で人体や動物の動きを正確に記録できる。本事業では、この３Ｄホログ

ラム撮影も活用して高い技量をもったスタイリストの動きを安定した品質で何度でも体験できるＶＲ

映像教材を開発する。 

 

③ＡＲ技術（図９） 

 ＶＲ映像として撮影された３ＤＣＧの一部を携帯端末越しに見る事で

現実世界の中に仮想現実を表示させることが可能。ＶＲゴーグルを使用し

ないで映像を見ることができるため、手軽に映像教材を用いた学習が可能

となる。 

 

図７：最新技術のＸＲ

ゴーグル 

図８：３Ｄホログラム 

撮影の様子 

図９：ＡＲ表示のサンプル 
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2.1.2. ＶＲ・ＡＲ技術の教育活用  

＜ＶＲ映像のメリットを最大限に活用＞ 

 

①実際のスタイリスト視点で学ぶ 

 ＶＲ技術を用いる事により、スタイリスト本人の視点で、距離や位置、

目線や目の運びなど、プロ特有のノウハウをＶＲにより疑似体験すること

で、技術習得までの時間を短縮できると考えられる。手元の確認や角度の

確認などもスタイリスト本人の視点で自由にＶＲ空間を移動しながら

行ったり、映像を止めて自由に空間を回す（図１０）ことで、高い教育効

果が期待できる。 

 また、学生が体験するだけではなく、教員が見ている視点をモニ

ターに投影しながら教員がＶＲ映像教材について解説することに

より、より効果的な実習授業を行う事が可能となる（図１１）。 

 

②立体的な映像教材（差分体験）（図１２） 

 ＶＲ映像空間上に表示されている手本となる、高い技量をもっ

たスタイリストの動きの上に学生自身の動きを重ねて表示させ

る技術を導入し、両者の動きの「差」を体験することで技術習得

を補助する。 

 半透明で表示される学生自身の動きと、高い技量をもったスタ

イリストの動きを「重ねる」ことで、本人の視点のまま、手の角

度、髪までの距離、両者の位置関係をどのように修正するべきか、

そのまま”見る”ことができる。これは、従来の”傍観者の視点

で見て学ぶ”教授方法では、現実に起きえない体験である。自分の動きと高い技量をもったスタイリス

トの動きの「差」をそのまま”見る”ことができる、この教授方法の教育効果は、”見て学ぶ”とも、そ

れを補う言語的理解とも異なる新しい習得方法の可能性を示唆していると考えられる。同時に、実習授

業中に、教員が個々の学生に付き添って指導する手間が縮減され、教員の負担軽減にもつながることも

期待できる。 

 

 

図１０：時間を止めて空間

を回す 

図１１：教員によるＶＲ解説 

イメージ 

図１２：ＶＲ空間と自身を比較し

差分を体験 
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③何度でも繰り返し学習（反復体験） 

 学生が、ＶＲ映像教材の任意の場所を繰り返し再生できる技術を導入することにより、難易度の高い

技術を反復して体験することが可能になる。高い技量をもったスタイリストの技術を、アーカイブされ

たＶＲ映像教材におさめ、授業の空き時間や放課後、自宅などにおいて反復して体験することで、より

短期間で技術習得が可能になる。ＡＲ技術によりデジタル教材を組み合わせることで、スマート

フォンでの予習・復習も容易に行うことができ、更に理解を深める効果が期待される。。 

 

2.1.3. 完成後の活用イメージ 

 本事業の「職種横断型データサイエンス」カリキュラムは、専門学校の多様な学科のカリキュラムに

ビルトインできるように構築する。次の図は、「職種横断型データサイエンス」カリキュラムに含まれる

複数の単元をセットにして「データサイエンスⅠ」という科目を構成し、美容師を育成する学科の 1 年

次の時間割に組み込んだ様子を示すサンプルである。 

 

 

 

 このように、2 年制学科の場合、1 学期ごとに週 3～4 コマの割合でビルトインすることが可能であ

る。また、学科の要求に応じて単元を取捨選択し、ビルトインするコマ数を学科の都合に合わせてア

レンジすることも可能である。 

 

2.1.4. ＶＲ・ＡＲ技術活用によって期待される学習効率の向上 

 これまでカット授業は３０コマを使ってベースカットのみを

行ってきた。その際、１クラス３０名の場合、５名程度ずつ６

回に分けて教員の実演を見学する必要があった。ＶＲ映像教材

を使う事で、１度で実演を共有できるため、時間効率は３～５

倍程あがり、同じ時間内で ９０～１５０コマ分の学習項目の学

習が可能になると予測される。 

 

■美容師育成学科1年次前期の時間割サンプル

月 火 水 木 金

1 関係法規 マナー 総合技術 文化論 総合技術

2 衛生管理 運営管理 総合技術 美容理論 総合技術

3 保健 選択授業(メイク) 総合技術
シャンプー・マッサー
ジ

データサイエンスⅠ

4 データサイエンスⅠ データサイエンスⅠ
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2.2. 美容師の技術習得に関する現状と教育課題調査 

2.2.1. 調査目的 

 専門学校の美容師育成教育における現状の教授方法、技術習得の状況、教育上の課題、および、美容

サロンの現場における新卒入職者の技術レベル、社内研修による技術習得の現状と課題を把握し、実習

カリキュラムの構成と VR・AR 教材の開発、カット・シャンプー技術評価基準の作成を検討する際の基

本データとする。課題やニーズを的確に把握することにより、教育プログラムの品質向上を図る。 

 

2.2.2. 調査対象 

①美容師育成コースを有する専門学校（指定養成施設）…１０４校 

②個人経営ではない全国の法人系サロン…２８６社 

 

2.2.3. 調査手法 

郵送および Web 回答 

 

2.2.4. 調査項目 

①美容師育成コースを有する専門学校：現状の教授方法・技術教育内容と習得状況・技術教育に関する

課題 他 

②美容サロン：新卒入職者の技術レベル・アシスタントとスタイリストの技術差・スタイリストとして

の技術レベル・スタイリスト相当までの到達期間・成果物の実証検証となる数値データ（スタイリスト

の実技訓練時間、習得までに必要な期間等） 
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2.3. VR映像教材の開発 

2.3.1. VR映像教材開発コンセプト 

本事業におけるＶＲ映像教材のコンセプトは、既存の学習方法であるプロのスタイリストのカット

技術を平面教材や客観視点で学ぶのではなく、ＶＲ映像教材を用いてプロのスタイリストの目線で学ぶ

事により早期の技術習得を目標としている。その結果、全員が主観視点での学習が可能になる事から、

実習授業において授業を受ける位置によって生じる学習効果の差を無くし、より公平な学習効果を得る

事を目指している。また MR（Mixd Reality）技術を活用したＶＲ映像教材で学習する事により、安全

にＶＲ体験が可能になる事から生徒個人でも学習する事が可能になる為、実習授業を行う教員の負担を

軽減しながら生徒の反復学習が可能となる。 

 

2.3.2. 技術仕様概要説明 

本事業では、VR 映像を完全に仮想空間にするのではなく、現実世界と仮想空間を合わせた、MR（Mixd 

reality）を活用する。この手法により開発された VR 映像教材においては、スタイリストとウィッグ以

外の部分を透明表示する事が可能になる。その為、透明処理が可能な 360 度グリーンバック撮影の手法

を選択した。透明処理された VR 用映像教材を用いて学習する際、体験者自身の手を見る事が可能にな

る。VR 映像教材に登場するプロのスタイリストの手の動きにあわせ、体験者自身の手を重ね合わせる

事が可能になる。プロのスタイリストの動きに体験者自身の動きを合わせながら（トレース）学習する

事できるようになることから、早期の技術習得と学習効果の向上を目指している。 

また、VR ヘッドセットを装着したまま完全な仮想空間での VR 体験は通常、体験者の安全性を考慮

し第三者の介助が必要となるが、本教材においては、実際に自身が居る空間を認識する事ができる為、

介助を必要としない安全な VR 体験が可能となる。透明処理される部分（現実世界で映像）においては、 

CG（コンピュータグラフィックス）で作成された空間や実際のサロン内の映像中での体験、より集中し

て細部を観察できるようなグレー背景に変更する事なども可能となる。 

 

2.3.3. カット・カリキュラム案の開発 

実際のサロンにおける入職者教育にも使用可能なカリキュラム案として、プロのスタイリストの協力

を得て開発を行った。顧客のカットにデビューできるまでに習得が必要なカット技術を 12 のブロック

に分割してカリキュラム案の基本とした。VR 映像教材を併用する事により、カット技術習得までに必

要なウィッグの数も軽減する事が可能になるようカット・カリキュラム案の設計を行った。 
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2.3.4. 絵コンテ開発の目的と必要性 

 実際のカット技術の映像を撮影するにあたり、カット・カリキュラム案に基づき、映像撮影に適した

絵コンテの開発を行った。専門性の高いスタイリストの施術工程を分解して絵コンテの形にする事で、

美容業界外の映像撮影スタッフにも施術内容を理解する事が可能となる。その結果、VR 映像教材の映

像撮影が円滑となり、品質の高い VR 映像教材用の素材撮影が可能となった。 

 

（１） スタイリストとの打ち合わせ 

 

本事業の主旨と目的を説明し、技術習得に必要な

技術の割り出しを行った。 

（２） スタイリストのラフイメージ作成 

 

スタイリストの中にある技術習得のイメージを 

展開図等を含め具体化した。 

（３）絵コンテ化 

 

スタイリストのラフイメージを元に絵コンテ化、 

VR 映像教材の流れや要件の確認を行った。 

（４）撮影カットリストの作成 

 

絵コンテを分解して撮影する為の必要素材を抽

出映像教材に必要な素材の撮影を行った。 

 

（５）香盤表の作成 

 

撮影順序、撮影に使用する機材の指定、撮影時間

のスケジュール化を行い撮影が円滑に進むよう

に準備を行った。 

（６）撮影 次項、2.3.5（撮影の模様）にて説明 
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2.3.5. 撮影の模様 

図１ ◆主観視点カメラ 

 全球 8K 解像度の 360 度カメラを使用した。カ

メラレンズ部分を施術するスタイリストの目線

に設置して撮影を行った。実際の距離感は、VR 

映像教材への実装時に調整を行う予定。画面の

揺れを軽減する為に通常よりゆっくりカットし

て撮影したことで理解しやすい映像になってい

る。 

 

図２ ◆客観視点カメラ 

 腰につけたブームの先端に４K のカメラを設置

して客観視点の撮影も同時に行った。 

ブームを介して撮影した映像は、画面の揺れが

発生するが、その揺れは、撮影データをスタビ

ライズして画面の揺れを軽減している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※撮影参考 

 

※撮影参考 
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図３ ◆グリーンバック撮影 

 対象物以外が映り込まない様に３６０度に近い

範囲をグリーンバックで覆い撮影を行った。 

グリーンの部分は透明処理が可能になるが、通

常の映像を使用するより処理の工程が必要とな

る。 

透明処理された３６０度映像は、後から透明部

分に対して任意に映像を合成する事が可能な

る。 

３６０度の映像は、必要な前方１８０度の半球

範囲を使用する。 

図４ ◆静物撮影 

 各工程の段階説明に使用する素材撮影。 

前面・側面・後方・必要なものは上部からの固

定カメラでの撮影を行った。 

 

 

 

 

 

図５ ◆回転台での撮影 

 自動回転する回転台に乗せて仕上がりの完成動

画の撮影を行った。１周約６０秒の動画となる

が、使用するのは２度ずつ画像１８０枚を使用

する予定。VR コントローラーにて確認したい角

度を任意に回転させられる使用にする素材の撮

影。 

 

※撮影参考 
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2.4. カット・シャンプー技術評価準案の作成 

2.4.1. カット・シャンプー技術評価基準作成の目的 

  本事業の背景のひとつに、美容師国家試験用の教科書が長期にわたって変化していないということ

がある。この教科書の技術解説は平面的で、図解、写真および文章で構成されている。教科書を読む学

生の大半が、美容技術の知識や経験を持たない。教科書の内容が、知識、経験のない学生に理解しやす

いものであるか、理解し難いのかを検証し、理解し難いのであれば、記述を補い理解を深めるツールが

必要となる。 

 また、模範技術の展示を学生が見ることによって理解させるという手法が、まだまだ主流であると推

測されることから、技術評価の基準が教員と学生の間で共有されているかどうかというのはアンケート

結果が出るまでは不明であった。 

 以上の 2 つの課題を解決し、新卒入職時点の技術レベルの問題点の解消を図るために、カット・

シャンプーの教科書と学生の理解の乖離を埋める技術評価基準を作成するものである。 

 

2.4.2. カット・シャンプー技術評価基準作成の手順 

 技術評価基準作成にあたっては、公益社団法人 日本理容美容教育センター発行の「美容技術理論」

「美容実習」を基礎とした。文中のカッティング、シャンプーイングの部分を、美容師免許を保有せず、

美容技術の知識、経験を持たない本校の職員が熟読した。教科書の記述が理解できない箇所を特定し、

どのような追加説明が必要なのかを記録した。この記録に基づいて、カット・シャンプーの技術の各動

作について、追加説明を到達目標（＝評価基準）として記述した。到達目標（＝評価基準）毎に 5 点満

点の評点を設け、教員が採点する形式としている。 

 

2.4.3. カット・シャンプー技術評価基準作成の一例 

カット技術評価基準 

 

P.88

1 5：常時できている　4：ほとんどできている　3：おおむねできている　2：時にできている　1：できていない

2 5：円滑にできている　4：ほとんど円滑にできている　3：おおむねできている　2：時にできている　1：できていない

3 5：非常に適切である　4：適切である　3：問題のないレベル　2：やや問題がある　1：修正の要あり

4 5：適切な位置で握っている　４：ほぼ適切な位置　3：おおむね適切な位置　2：やや問題がある　1：修正の要あり

5 5：角度は良好である　4：ほぼ適切な角度　3：おおむね適切な角度　2：やや修正の要あり　1：問題あり

6 5：適切な向きである　4：ほぼ適切な向き　3：おおむね適切な向き　2：やや問題がある　1：問題あり

7 5：適切な向きである　4：ほぼ適切な向き　3：おおむね適切な向き　2：やや問題がある　1：問題あり

8 5：適切な深さ　4：ほぼ適切な深さ　3：おおむね適切な深さ　2：やや問題がある　1：問題あり

9 5：角度は良好である　4：ほぼ適切な角度　3：おおむね適切な角度　2：やや修正の要あり　1：問題あり

10 5：３要素とも良好　4：３要素ともおおむね良好　3：３要素とも普通の水準　2：3要素ともやや問題がある　1：３要素とも問題あり

11 5：完璧に静止している　4：ほとんど静止している　3：おおむね静止している　2：動いている　1：よく動く

12 5：３要素とも良好　4：３要素ともおおむね良好　3：３要素とも普通の水準　2：3要素ともやや問題がある　1：３要素とも問題あり

美容技術理論

シザーズのネジ（要）の部分を左手で持つ。

ネジから鋏先に左手を移行する。

右手薬指の深さ

シザーズを握る指の位置

科目名

開閉動作時の足の位置、肘関節、目線

ヘアカッティング

手首を返した時の手掌の向き

手首を返した時の鋏先の向き

母指孔に入れた母指の位置

手首を返し、開閉動作する際の右手の角度

動刃を動かす際の母指の位置、深さ、動き

静刃が静止しているか

シザーズを握った手首の角度

４章

2　シザーズとレザーの扱い方

①　シザーズ

ⓐシザーズの持ち方と開閉
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2.5. VR映像教材プロトタイプの開発 

2.5.1. VR映像教材プロトタイプ映像の一部 

 

 図６：VR 映像教材のイメージ 

主画面としてはプロのスタイリスト目線の映像が表示される。画面右手の小窓には手元の距離感等が

分かるように横側から客観的な視点の映像が同期して表示される。図６のプロトタイプ映像イメージは、

グリーンバック撮影した映像のグリーン部分を透明化しており、集中モードとしてグレー表示している。 

今回、シザーとコームは、鏡面デザインされたものはグリーンバックの緑色を投影してしまうため、

ピンク色のものを使用している。 

 

 

2.5.2. VR映像教材プロトタイプ設計書 

 撮影した映像を VR映像教材としてプログラム実装する為にプログラマーに伝達する為の設計書。 

本絵コンテは実際の VR 映像教材の内容となるが、VR 映像としてプログラマーが理解して実装する

為には、絵コンテを元にプログラム設計書を作成する必要がある。 
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3. 本年度の成果物 

3.1. アンケートの実施 

3.1.1. アンケート概要 

本アンケートは、スタイリストデビューまでの諸問題について現状を確認するとともに、本事業の目

的である先端技術を活用した教材と実習カリキュラムの開発に必要な情報を集めることを目的として、

美容系専門学校およびサロンを対象に以下の実施概要で実施した。 

 発送件数は 390 件（学校 104 件、サロン 286 件）、回収件数は 95 件（学校 34 件、サロン 61 件）、回

収率は 24.4％（学校 32.7％、サロン 21.3％）であった。 

 

■実施概要 

 学校用アンケート サロン用アンケート 

発送日 2020 年 12 月 12 日（土） 2020 年 12 月 21 日（月） 

回収締め切り 2021 年 1 月 8 日（金） 2021 年 1 月 12 日（火） 

 

■発送回収概要 

 発送 回収 

 発送件数 郵便 Web 計 回収率 

学校用アンケート 104 件 15 件 19 件 34 件 32.7％ 

サロン用アンケート 286 件 31 件 30 件 61 件 21.3％ 
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3.1.2. 学校用アンケート概要 

以下は、学校用アンケートである。 

 

令和２年度 文部科学省委託事業 

【カット・シャンプー技術習得の現況調査アンケート】 
アンケートにご協力いただけますようお願いいたします。アンケートの回答には、本用紙をご利用い

ただくか、以下の URLより Webからご回答ください。 

※Webでの本アンケートの回答は、以下の URLにアクセスしてください※ 

https://forms.gle/npZj5iMLsV3SUU1h6 
本回答用紙にてご回答いただいた場合は、全６ページを返信用封筒にてご返信ください。Web にてご

回答いただいた場合は回答用紙の返信は不要です。 

ご多忙の中、恐れ入りますが、回答・返信は令和 3年 1月 8日（金）までにお願いいたします。 

 

河原学園 河原ビューティモード専門学校 

 

０．回答者基礎情報 

貴校名 （必須） 

部署名  役職名  

ご氏名 （必須） 

※ご回答いただきました情報は、本文部科学省事業のアンケート集計にのみ利用し、カリキュラムと教材の開発に活用さ

せていただきます。なお、個別のデータが貴校名および回答者名とリンクして公表されることは一切ございません。 

 

１．カット・シャンプー技術について 

１－１．技術指導について 

貴校の２年間のカリキュラムにおける、カットおよびシャンプーの技術指導の時間配分を技術項目ご

とに教えてください。回答はコマ数ではなく６０分を１時間としてお答えください。また、貴校独自の

指導内容がある場合には空欄に指導技術項目と指導時間をご記入ください。 

・カット技術  ・シャンプー技術 

ワンレングスカット 時間 共通の作業 時間 

グラデーションカット 時間 サイドシャンプー 時間 

レイヤーカット 時間 バックシャンプー 時間 

セイムレングスカット 時間  時間 

レザーカット 時間  時間 

国家試験リハーサル 時間  時間 

 時間  時間 

 時間  時間 

 時間  時間 
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２．評価について 

２－１．到達目標の文書明記と共有について 

カットまたはシャンプーの実習授業における、到達目標をどのように文書に明記しているか教えて

ください。また、学内でどのように共有しているのか教えてください。 

・文書への明記方法（☑は１つ） ・共有の範囲（☑は１つ） 

□到達目標は設定していない □到達目標は設定していない 

□文書に明記していない □文書に明記していない 

□シラバス（科目単位の授業計画）に明記 □教員間および学生間で共有 

□コマシラバス（授業単位の授業計画）に明記 □教員間だけで共有 

□その他

（                ） 

□授業担当者だけが保持 

 □その他

（                ） 

 

２－２．到達目標の設定期間について 

カットおよびシャンプーの実習授業における、到達目標の設定期間を教えてください。 

・カット技術（☑は１つ） ・シャンプー技術（☑は１つ） 

□到達目標は設定していない □シャンプー実習を実施していない 

□到達目標に期間を設定していない □到達目標は設定していない 

□授業（１コマ）単位 □到達目標に期間を設定していない 

□１日単位 □授業（１コマ）単位 

□１週間単位 □１日単位 

□１ヶ月単位 □１週間単位 

□その他（             単位） □１ヶ月単位 

 □その他（             単位） 

 

２－３．達成度の評価頻度について 

カットおよびシャンプーの実習授業における、学生ひとりひとりの到達目標に対する達成度を評価

する頻度を教えてください。 

・カット技術（☑は１つ） ・シャンプー技術（☑は１つ） 

□達成度は評価していない □シャンプー実習を実施していない 

□授業（１コマ）単位 □達成度は評価していない 

□１日単位 □授業（１コマ）単位 

□１週間単位 □１日単位 

□１ヶ月単位 □１週間単位 

□その他（             単位） □１ヶ月単位 

 □その他（             単位） 
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２－４．達成度の記録と共有体制について 

 カットまたはシャンプーの実習授業における、学生ごとの達成度の記録の有無および学内での共有

体制について教えてください。 

・達成との記録と共有体制について（☑は１つ） 

□達成度を評価していない 

□学生ごとの達成度を記録していない 

□学生ごとの達成度を記録し、教員間で共有している 

□学生ごとの達成度を記録し、教員間と学生本人と共有している 

□学生ごとの達成度を記録し、授業担当者と学生本人だけで共有している 

□その他

（                                       ） 

 

２－５．評価基準の有無と文書明記について 

 カットおよびシャンプーの実習授業における、評価基準の有無と文書明記について教えてくださ

い。 

・カット技術（☑は１つ） ・シャンプー技術（☑は１つ） 

□評価基準があり、文書に明記している □シャンプー実習を実施していない 

□評価基準はあるが、文書に明記していない □評価基準があり、文書に明記している 

□評価基準は存在せず（授業担当者の裁量） □評価基準はあるが、文書に明記していない 

 □評価基準は存在せず（授業担当者の裁量） 

 

２－６．評価基準の共有体制について 

カットおよびシャンプーの実習授業における、評価基準の共有体制について教えてください。 

・カット技術（☑は１つ） ・シャンプー技術（☑は１つ） 

□評価基準は存在していない □シャンプー実習を実施していない 

□評価基準は教員間および学生間で共有 □評価基準は存在していない 

□評価基準は教員間だけで共有 □評価基準は教員間および学生間で共有 

□評価基準は授業担当者のみが保持 □評価基準は教員間だけで共有 

□その他

（                ） 

□評価基準は授業担当者のみが保持 

 □その他

（                ） 
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３．実習授業の進め方について 

３－１．実習授業の学生数と教員数ついて 

1回のカットまたはシャンプーの実習授業の学生数を教えてください。

また、その 1回の授業に担当する教員の人数を教えてください。 
学生数 名程度 

教員数 名程度 

 

３－２．実習授業内での実技展示の実施回数について 

1回のカットまたはシャンプーの実習授業で何種類の実技展示（模範実

技）を実施するか教えてください。また、その 1種類の実技展示（模範実

技）を何回実施するか教えてください。 

種類数 種類程度 

実施回数 回程度 

 

３－３．実技展示の環境について 

カットまたはシャンプーの実習授業において、教員の実技展示（模範実技）を学生が目視する環境に

ついて教えてください。 

・実技展示環境について（☑は複数可） 

□全学生が同時に教員の実技展示を囲み目視する 

□学生がグループに分かれ、グループごとに入れ替わり、教員の実技展示を囲み目視する 

□教員の実技展示をスクリーンやモニターに投影し、全学生が同時に目視する 

□教員の実技展示を送信し、学生が手元のパソコンやタブレットの画面で視聴する 

□その他（                                      ） 

 

３－４．実技展示の取り組みについて 

 カットまたはシャンプーの実習授業において、教員の実技展示（模範実技）進行を円滑にする貴校の

取り組みについて教えてください。 

・実技展示の円滑化の取り組みについて（☑は複数可） 

□実習授業に複数の教員を配置している 

□実習授業に複数のティーチングアシスタントを配置している 

□実習授業に参加する学生を少人数制にしている 

□習熟度や理解度に合わせたグループ運用を実施している 

□その他（                                       ） 

 

３－５．実技展示の課題や困りごとについて 

 カットまたはシャンプーの実習授業において、実技展示（模範実技）の進行上の課題や困りごとがあ

りましたら、具体的に教えてください。 

・実技展示の課題や困りごとについて（☑は複数可） 

□指導対象の学生数が多く、実技展示を繰り返さなければならない 

□学生の立ち位置によって、理解度が異なってしまう 

□学生の個別質問への対応に苦慮している 

□相モデル（学生同士）で実習を行う際に同じ指導を 2回繰り返さなければならない 

□その他（                                       ） 
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４．カリキュラムについて 

４－１．カリキュラムの最終目標水準について 

貴校の２年間のカリキュラムにおいて、カット技術の最終目標の水準について教えてください。 

・カリキュラムの最終目標水準について（☑は複数可） 

□カリキュラムの最終目標水準は国家試験の合格水準と同じ 

□カリキュラムの最終目標水準は国家試験の合格水準よりも高いレベルにある 

□国家試験課題のレイヤーカットのみではなく、他のベーシックカットも指導している 

□毛量の調整や質感の調整ができるように指導している 

□人間モデルを使ったカット実習を実施している 

□決められた時間内に、お客様のご希望通りのヘアスタイルを再現できるところまで指導している 

□その他（                                       ） 

 

４－２．国家試験対応のカリキュラムについて 

現在、美容師養成施設（全日制）は２年課程となっていますが、国家試験合格だけを目標とする場合、

カリキュラム上どれぐらいの教育期間が必要と考えますか？以下から期間を１つ丸で囲んでください。 

・国家試験対応のカリキュラムについて（☑は１つ） 

□３ヶ月 □６ヶ月 □９ヶ月 □１年 □１年６ヶ月 □２年 

 

５．教材について 

５－１．独自教材について 

カットまたはシャンプーの実習授業で使用する教科書以外の独自教材の作成と使用について教えて

ください。 

・独自教材について（☑は複数可） 

□カラーの画像や図解を掲載した教材（紙、PDF）を作成し、実習授業で閲覧させている 

□カラーの画像や図解を掲載した大判のパネルを作成し、実習授業で掲示閲覧させている 

□教員の実技展示（模範実技）を撮影した動画を作成し、実習授業で視聴させている 

□独自に作成している教材はない 

□その他（                                       ） 

 

５－２．導入してみたい教材などについて 

 カットまたはシャンプーの実習授業で導入してみたい教材や機器などがありましたら教えてくださ

い。 

・導入してみたい教材などについて（☑は複数可） 

□大画面モニター □動画撮影用機材 □実技動画 

□ そ の 他

（                                        ） 
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６．情報端末の導入について 

６－１．情報端末の導入状況について 

 実習授業での情報端末（ノート PC、タブレット）の導入状況について教えてください。 

・情報端末の導入状況について（☑は１つ） 

□学生１名に１台 □学生数名に１台 □教室に１台 □導入していない 

 

６－２．情報端末導入の目的について 

 実習授業において、情報端末を導入している目的を教えてください。 

・情報端末導入の目的について（☑は複数可） 

□導入していない □遠隔授業に備えるため □授業効率を上げるため 

□ そ の 他

（                                        ） 

 

６－３．通信環境について 

 実習室内の通信環境について教えてください。 

・通信環境について（☑は複数可） 

□実習室の情報端末には有線でインターネット接続が可能 

□実習室の情報端末には Wi-Fi（無線）でインターネット接続が可能 

□学生の端末（スマホやノート PC）に Wi-Fi（無線）でインターネット接続が可能 

□実習室にインターネットに接続できる通信環境は用意していない 

 

６－４．学生のスマートフォン所有率について 

学生のスマートフォン所有率について教えてください。 

・学生のスマートフォン所有率について（☑は１つ） 

□100％ □90％以上 100％未満 □80％以上 90％未満 □70％以上 80％未満 

□60％以上 70％未満 □50％以上 60％未満 □50％未満 □未確認未計測 

 

６－５．遠隔（リモート）授業について 

 実習授業における、遠隔（リモート）授業について教えてください。 

・遠隔（リモート）授業について（☑は複数可） 

□遠隔で実習授業を実施している □遠隔で実習授業を実施したことがある 

□遠隔で実習授業の実施を計画している □遠隔での実習授業を実施しない 

 

７．就職指導について 

 学生への就職指導における、サロンの選び方やサロン名の提示について教えてください。 

・サロンの選び方（☑は１つ） □指導している □指導していない 

・サロン名（☑は１つ） □提示している □提示していない 

 

以上、アンケートへのご協力、ありがとうございました。お手数ではありますが、本回答用紙を返信

用封筒にて返送いただけますようお願いいたします。    河原学園 河原ビューティモード専門学

校 
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3.1.3. サロン用アンケート概要 

以下は、サロン用アンケートである。 

 

令和 2 年度 文部科学省 委託事業 

【新卒者に関するニーズ調査アンケート】 
 

アンケートにご協力をいただけますようお願いいたします。ご回答いただきました情報は、本文部科

学省事業のアンケート集計にのみ利用し、カリキュラムと教材の開発に活用させていただきます。 

アンケートの回答には、本回答用紙をご利用いただくか、Web からご回答ください。 

※Web での本アンケートの回答は、以下の URL にアクセスしてください※ 

https://forms.gle/YNbbKvWXVFtRQ7a6A 
アンケートの回答を本回答用紙にてご回答いただいた場合は、本回答用紙（全６ページ）を返信用封

筒にて返信いただきますようお願いいたします。Web にてご回答いただいた場合は、回答用紙での返信

は不要です。 

ご多忙の中、恐れ入りますが、令和 3 年 1 月 12 日（火）までにアンケートの回答・返信をお願いい

たします。 

 

０．回答基礎情報 

貴社名  氏名  

部署名  役職名  

※個別のデータが貴校名および回答者名とリンクして公表されることは一切ございません。 

 

１．新卒採用者について 

１－１．新卒採用で重視する要素 

１－１－１．新卒者を採用するにあたり、重視する要素を次の中から選択してください。（複数回答可） 

□勤労意欲 □礼儀や態度 

□コミュニケーション能力 □プレゼンテーション能力 

□メイクやファッションに関するセンス □セットやカラーリングのセンス 

□セットの技術 □カットやシャンプーの技術 

□在学中の成績や出席率 □国家資格を取得できる可能性 

□SNS での情報発信力（フォロー数など） □動画やカメラの知識・撮影技術 

□サロン経営に関する知識 □サロン業務に関する理解 

そ の 他

（                                         ） 

 

１－１－２．新卒者を採用するにあたり、カット技術およびシャンプー技術において、重視する内容と

その確認方法を教えてください 

 重視する内容 確認方法 

カット技術   

シャンプー技術   
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１－２．新卒者の採用後に指導が必要な要素について 

１－２－１．新卒者の採用後に、サロン内で特に指導を加える必要がある要素を次の中から選択してく

ださい。 

（複数回答可） 

□勤労意欲 □礼儀や態度 

□プレゼンテーション能力 □コミュニケーション能力 

□メイクやファッションに関するセンス □セットやカラーリングのセンス 

□セットの技術 □カットやシャンプーの技術 

□在学中の成績や出席率 □国家資格を取得できる可能性 

□SNS での情報発信力（フォロー数など） □動画やカメラの知識・撮影技術 

□サロン経営に関する知識 □サロン業務に関する理解 

そ の 他

（                                         ） 

 

１－２－２．新卒者の採用後に、カット技術およびシャンプー技術において、サロン内で特に指導が必

要な要素について教えてください 

 特に指導が必要な要素 

カット技術  

シャンプー技術  

 

１－３．新卒採用者のスタイリストデビューまでについて 

１－３－１．新卒採用者がスタイリストとしてデビューするまでのおおよその期間を教えてください。

（回答は１つのみ） 

□3 ヶ月 □半年  □1 年 □1 年半 □2 年 □2 年半 □3 年以上 

 

１－３－２．新卒採用者がスタイリストとしてデビューする前に退職してしまう場合の、おおよその割

合、退職までの平均的な期間、退職の主な理由を教えてください。 

おおよその割合 退職までの平均的な期間 退職の主な理由 

％ 年    ヶ月  

 

２．国家資格について 

２－１．現状の美容師国家試験の実技試験の合格基準は、どのようなレベルにあると思われますか？ 

      

      

高い やや高い ちょうどよい やや低い 低い 

 

２－２．上記の質問に対する回答に関して具体的な理由を教えてください。 
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３．スタイリストに昇格するための指導について 

３－１．貴サロンにおいて、スタイリストに昇格するために、シャンプー・スパ・ヘッドマッサージの

習得に要する指導時間と指導教材について次の中から選んでください。 

・指導時間（ひとつ選択） ・指導用教材（複数選択可） 

□10 時間未満 □実技展示（模範実技） 

□15 時間未満 □自作テキスト（文字のみ） 

□20 時間未満 □自作テキスト（図、写真付き） 

□25 時間未満 □市販のテキスト・雑誌など 

□30 時間未満 □自社撮影の映像 

□30 時間以上 □市販の動画教材や YouTube などの動画映像 

 □その他（                ） 

 

３－２．貴サロンにおいて、スタイリストに昇格するために、トリートメントの習得に要する指導時間

と指導教材について次の中から選んでください。 

・指導時間（ひとつ選択） ・指導用教材（複数選択可） 

□10 時間未満 □実技展示（模範実技） 

□15 時間未満 □自作テキスト（文字のみ） 

□20 時間未満 □自作テキスト（図、写真付き） 

□25 時間未満 □市販のテキスト・雑誌など 

□30 時間未満 □自社撮影の映像 

□30 時間以上 □市販の動画教材や YouTube などの動画映像 

 □その他（                 ） 

 

３－３．貴サロンにおいて、スタイリストに昇格するために、グレイカラー・ファッションカラー・ブ

リーチ・ホイルワークの習得に要する指導時間と指導教材について次の中から選んでください。 

・指導時間（ひとつ選択） ・指導用教材（複数選択可） 

□10 時間未満 □実技展示（模範実技） 

□15 時間未満 □自作テキスト（文字のみ） 

□20 時間未満 □自作テキスト（図、写真付き） 

□25 時間未満 □市販のテキスト・雑誌など 

□30 時間未満 □自社撮影の映像 

□30 時間以上 □市販の動画教材や YouTube などの動画映像 

 □その他（                 ） 
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３－４．貴サロンにおいて、スタイリストに昇格するために、ストレートパーマの習得に要する指導時

間と指導教材について次の中から選んでください。 

・指導時間（ひとつ選択） ・指導用教材（複数選択可） 

□10 時間未満 □実技展示（模範実技） 

□15 時間未満 □自作テキスト（文字のみ） 

□20 時間未満 □自作テキスト（図、写真付き） 

□25 時間未満 □市販のテキスト・雑誌など 

□30 時間未満 □自社撮影の映像 

□30 時間以上 □市販の動画教材や YouTube などの動画映像 

 □その他（                 ） 

 

３－５．貴サロンにおいて、スタイリストに昇格するために、アイロン技術の習得に要する指導時間と

指導教材について次の中から選んでください。 

・指導時間（ひとつ選択） ・指導用教材（複数選択可） 

□10 時間未満 □実技展示（模範実技） 

□15 時間未満 □自作テキスト（文字のみ） 

□20 時間未満 □自作テキスト（図、写真付き） 

□25 時間未満 □市販のテキスト・雑誌など 

□30 時間未満 □自社撮影の映像 

□30 時間以上 □市販の動画教材や YouTube などの動画映像 

 □その他（                 ） 

 

３－６．貴サロンにおいて、スタイリストに昇格するために、ブロー技術の習得に要する指導時間と指

導教材について次の中から選んでください。 

・指導時間（ひとつ選択） ・指導用教材（複数選択可） 

□10 時間未満 □実技展示（模範実技） 

□15 時間未満 □自作テキスト（文字のみ） 

□20 時間未満 □自作テキスト（図、写真付き） 

□25 時間未満 □市販のテキスト・雑誌など 

□30 時間未満 □自社撮影の映像 

□30 時間以上 □市販の動画教材や YouTube などの動画映像 

 □その他（                ） 

 

  



32 

 

３－７．貴サロンにおいて、スタイリストに昇格するために、ワインディング・パーマ技術の習得に要

する指導時間と指導教材について次の中から選んでください。 

・指導時間（ひとつ選択） ・指導用教材（複数選択可） 

□10 時間未満 □実技展示（模範実技） 

□15 時間未満 □自作テキスト（文字のみ） 

□20 時間未満 □自作テキスト（図、写真付き） 

□25 時間未満 □市販のテキスト・雑誌など 

□30 時間未満 □自社撮影の映像 

□30 時間以上 □市販の動画教材や YouTube などの動画映像 

 □その他（                 ） 

 

３－８．貴サロンにおいて、スタイリストに昇格するために、カット各種の習得に要する指導時間と指

導教材について次の中から選んでください。 

・指導時間（ひとつ選択） ・指導用教材（複数選択可） 

□10 時間未満 □実技展示（模範実技） 

□15 時間未満 □自作テキスト（文字のみ） 

□20 時間未満 □自作テキスト（図、写真付き） 

□25 時間未満 □市販のテキスト・雑誌など 

□30 時間未満 □自社撮影の映像 

□30 時間以上 □市販の動画教材や YouTube などの動画映像 

 □その他（                 ） 

 

３－９．貴サロンにおいて、新卒採用者の研修で、受付・会計・電話応対、社会人マナーなどの習得に

要する指導時間と指導教材について次の中から選んでください。 

・指導時間（ひとつ選択） ・指導用教材（複数選択可） 

□5 時間未満 □実技展示（模範実技） 

□10 時間未満 □自作テキスト（文字のみ） 

□15 時間未満 □自作テキスト（図、写真付き） 

□20 時間未満 □市販のテキスト・雑誌など 

□25 時間未満 □自社撮影の映像 

□25 時間以上 □市販の動画教材や YouTube などの動画映像 

 □その他（                 ） 
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３－１０．貴サロンにおいて、スタイリストに昇格するために、スタイルカットを含み、人頭モデルを

活用した技術全般の習得に要する人数と指導教材について次の中から選んでください。 

・指導時間（ひとつ選択） ・指導用教材（複数選択可） 

□30 人未満 □実技展示（模範実技） 

□50 人未満 □自作テキスト（文字のみ） 

□80 人未満 □自作テキスト（図、写真付き） 

□100 人未満 □市販のテキスト・雑誌など 

□120 人未満 □自社撮影の映像 

□120 人以上 □市販の動画教材や YouTube などの動画映像 

 □その他（                 ） 

 

 

４．専門学校への期待について 

４－１．カット技術・シャンプー技術・その他の技術で、専門学校での指導強化が必要と感じる要素に

ついて教えてください。 

 指導強化が必要と感じる要素 

カット技術  

シャンプー技術  

その他の技術  

 

４－２．教育面や採用に関して、専門学校に期待することがあれば教えてください。 

 

 

 

 

 

以上、ご回答いただきまして誠にありがとうございます。 

ご多忙の中、恐れ入りますが、本回答用紙（全６ページ）を返信用封筒にて 1 月 12 日（火）までに

返信いただきますようお願いいたします。 

ご回答いただきました結果を、本事業のカリキュラムと教材の開発に活用させていただきます。 

今後とも、何卒よろしくお願いいたします。 

学校法人河原学園 河原ビューティモード専門学校 
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3.2. アンケートの結果 

3.2.1. 美容サロン向けアンケート結果 

 

１－１－１．新卒者を採用するにあたり、重視する要素を次の中から選択してください。（複数回答可） 

新卒者の採用において、93.4％（57 件/61 件）が「勤労意欲」「礼儀や態度」、90.2％（55 件/61 件）

が「コミュニケーション能力」を重視すると回答している。 

一方で、「カットやシャンプーの技術」を重視するとの回答は 1.6％（1 件/61 件）のみ、「セットの技

術」を重視するとの回答は 0 件であった。 

 「在学中の成績や出席率」「国家資格を取得できる可能性」を重視するとの回答は、37.7％（23 件/61

件）、34.4％（21 件/61 件）で一定の回答が得られている。 

 

■その他に記載された要素 

笑顔、表情、熱量、人間味、自然な笑顔、責任感やチャレンジ精神がある 

 

１－１－２－a．新卒者を採用するにあたり、カット技術で重視する内容とその確認方法を教えてくだ

さい。 

 新卒採用におけるカット技術の確認について、52％（26 件/50 件）が「重視しておりません」や「技

術チェックは行いません」と回答している。 

 一方で、32％（16 件/50 件）が、新卒者の採用にあたりカット技術を確認していると回答しているが、

14％（7 件/50 件）には「基礎」の記載があり、8％（4 件/50 件）には「国家試験」の記載がある。 

その他に「意欲」「態度」「興味」「姿勢」などの技術以外の回答が 16％（8 件/50 件）含まれている。 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

勤労意欲

礼儀や態度

コミュニケーション能力

プレゼンテーション能力

メイクやファッションに関するセンス

セットやカラーリングのセンス

セットの技術

カットやシャンプーの技術

在学中の成績や出席率

国家資格を取得できる可能性

SNSでの情報発信力（フォロー数など）

動画やカメラの知識・撮影技術

サロン経営に関する知識

サロン業務に関する理解

新卒者の採用で重視する要素
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学生時代の技術はあえて重視しておりません 

採用時の技術チェックは行いません 

新卒採用では美容技術に関する要件はなし 

カットは自社で教え込むので見ないです 

採用に当たりカット技術は重視しません 

新卒採用でカット技術は選考項目に入れておりません 

技術は重視していません 

技術面は就職してから重視します。夢を叶えたいという意欲、気持ちを重視しています。 

1 から育てるので重視しない 

重視していない 

採用前には特に確認しません 

技術面は特に重視はしておらず、人物的な部分を基準とさせていただいております。 

カット技術は選考項目にありません 

重視しません 

新卒者のカット技術は重要視しておりません 

サロンにはいってからなので問いません 

重視していません 

カット技術による採用の有無は決定しない方針である 

国家試験合格ができるレベルであれば、採用前に特に求めません。 

新卒に対してはありません 

当社で採用にあたり技術力は重要視しておりませんが、するとなれば展開図を頭で理解しているか否

かです。ワンレン・グラ・レイヤーの基本 3 スタイルの展開図を用紙に記入していただき確認します。 

不問 

特にありません 

なし 

特になし 

特にございません 

基礎的な技術 

基礎的な技術 

シザーの持ち方などの基礎、シザーの開閉を見る 

基礎を行えるか、モデルやウィッグを基礎技術と練習して検定する 

基礎の正確さ、実技テスト 

基礎技術、営業中トレーニング 

基礎ができているか、マニュアルに沿ってテスト 

正確性とスピード、まっすぐに切る（ウィップ） 

丁寧な技術、目線 

シェイブ、スライス、まっすぐカットできるか、ウィッグでのワンレングス、レイヤーカット 

ゆっくりな動作丁寧さ、実習（ウィッグ） 

鋏の使い方やスタイルの理解力。鋏を持ってもらいます。 

国家資格合格程度で良い 

国家試験課題の実技を見る。 

国家試験合格レベル、ハサミの開閉やシェープ 

国家試験レベル・学内成績 

勤労意欲、面接 

意欲、練習態度 

興味、関心の高さ、口頭での問いに対しての答え方 

教わる姿勢 

姿勢。 デッサン能力。 

感性につきる 
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姿勢、仕上がりのイメージ力、レッスン 

コンサルテーション力（提案力）、新卒研修 

 

１－１－２－b．新卒者を採用するにあたり、シャンプー技術で重視する内容とその確認方法を教えて

ください。 

 新卒採用におけるシャンプー技術に対して、46％（23 件/50 件）が「重視しておりません」や「技術

チェックは行いません」などと回答されている。 

 一方で、44％（22 件/50 件）が、新卒者の採用にあたりシャンプー技術を確認していると回答してお

り、「力加減」や「指使い」「左右の手の動き」などのシャンプーの初歩的な事項をスタッフの相モデル

にて確認しているようであるが、「お通しの声がけ」や「気遣い」「丁寧さ」などの接遇面の確認も回答

に含まれている。 

特にありません 

学生時代の技術はあえて重視しておりません 

採用時の技術チェックは行いません 

なし 

特になし 

新卒に対してはありません 

新卒採用では美容技術に関する要件はなし 

採用の際にシャンプー技術はチェックしておりません 

自社で教え込むので見てないです 

採用に当たりシャンプー技術は重視しません 

新卒採用でシャンプー技術は選考項目に入れておりません 

技術は重視していません 

採用するにあたり技術面の確認はしていません。 

採用前には特に確認しません 

シャンプー技術による採用の有無は決定しない方針である 

特にございません 

技術面は特に重視はしておらず、人物的な部分を基準とさせていただいております。 

シャンプー技術も選考項目にありません 

技術チェックはしておりません 

サロンにはいってからなので問いません 

重視していません 

当社で採用にあたり技術力は重要視しておりませんが、するとなれば部位ごとの力の強弱です。確認

方法は店舗でこちらがモデルになり実践してもらいます。 

採用前に特に確認はありません。授業を受けたことがあれば良いです。最低限のシャンプー台の使い

方、ウェットやシャンプーの基礎技術と知識があると良いです。 

マニュアルの徹底 

すすぎ・シャワー、実体験 

お通しの声がけや気遣い、チェックシート 

丁寧な技術、目線 

指の使い方、左右の力加減、モデルになってシャンプーを受ける 

気持ちいいシャンプー、お客さんからシャンプー指名があると 

基礎を行えるか、モデルやウィッグを基礎技術と練習して検定する 

隅々まで流しているか、毛がつっていないか、相モデル 

安全性、実技テスト 

力加減、泡、水の飛び散り、レッスン 
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力加減、お声がけの言葉、相モデルにて 

基礎技術、営業中トレーニング 

気持ちよさ、力加減、全スタッフのシャンプーをする 

指使い。柔軟さ 

基礎的な技術 

バックシャンプーを練習したか 

両手が、動いているか 

シャンプー剤の成分の知識の理解。 プレゼンテーション能力。 

両手を均等に使えると進みが早い。 

左右の手の動き 実際にモデル相手にしてもらう 

基礎的な技術 

気遣い、丁寧さ、実習（人頭） 

 

１－２－１．新卒者の採用後に、サロン内で特に指導を加える必要がある要素を次の中から選択してく

ださい。（複数回答可） 

 新卒者の採用後に、88.5％（54 件/61 件）が「礼儀や態度」について指導が必要であると回答してい

る。次いで、72.1％（44 件/61 件）が「勤労意欲」「コミュニケーション能力」「プレゼンテーション能

力」、70.5％（43 件/61 件）が「カットやシャンプーの技術」、67.2％（41 件/61 件）が「サロン業務に

関する理解」について指導が必要であると回答している。 

 

■その他に記載された要素 

接客対応、薬剤知識および使用方法、他喜力、感謝、チームワーク 

 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

勤労意欲

礼儀や態度

コミュニケーション能力

プレゼンテーション能力

メイクやファッションに関するセンス

セットやカラーリングのセンス

セットの技術

カットやシャンプーの技術

在学中の成績や出席率

国家資格を取得できる可能性

SNSでの情報発信力（フォロー数など）

動画やカメラの知識・撮影技術

サロン経営に関する知識

サロン業務に関する理解

新卒採用後、サロン内で指導する要素



38 

 

１－２－２－a．新卒者の採用後に、カット技術で特に指導が必要な要素について教えてください。 

新卒者の採用後にカット技術で指導が必要な要素として、全回答 53 件中に以下のワードが抽出でき

る。 

「姿勢」は「立ち位置」や「ボディーコントロール」などを含む身体の使い方を指導していることを

表している。「ベーシック」は「ベーシックカット」、「スタイル」は「スタイルカット」や「スタイル作

り」、「メンズ、レディース」は「メンズカット」や「レディースカット」を指導していることを表して

いる。「シザー（ハサミを含む）」は「持ち方」「開閉」と組み合わせて回答されており、ハサミの初歩（基

本）的な使い方を指導していることを表している。 

姿勢 10 件 ベーシック 8 件 

シザー（ハサミを含む） 8 件 基礎（基本を含む） 7 件 

スタイル 6 件 メンズ、レディース 5 件 

理論 4 件 展開図 3 件 

 

基礎カットの理解（展開図） 

自社マニュアルの習得とコンサルテーション力（カウンセリング力） 

展開図 

正確なカット技法 

ベーシック 

基礎理論、似合わせ理論 

メンズショートスタイルからレディースロングカットまで全般の技術 

シザーをきちんと持ってまっすぐ切る基本動作。正しい姿勢。 

理論とイメージ 

丁寧さ 

シザーの使い方 

センス 

実践（モデルさん）をコミュニケーションして、なりたいスタイルに近づけられるか 

メンズカット 

応用力 

基本的な姿勢 

モデルを使っての指導に一番時間をかける 

はさみの持ち方、姿勢 

カットはすべてできない印象です 

ベーシック技術の全般とサロンワークレベルのデザイン、カット理論 

頭の形、髪質、手流しなど十人十色だということ 

ベースカットから質感調整 

基本 

ベーシックから１つ１つレッスンしていきます。 

お客様の要望に合わせた似合わせの技術、メンズ、レディース問わず幅広い技術 

ベーシックカットの徹底 

パネルの正確な引出し、シザーの使い方 

道具の扱い、仕事の姿勢 

姿勢 

マニュアル指導 

ベーシックカットの理解と応用。 

お客様に不快感を与えない技術 
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ベーシックの基本をまずはしっかり指導します 

お客様への似合わせ 

スタイルカット 

頭の中でイメージする事 

ボディーコントロール 

正確性 

理解力 

立ち位置・姿勢・目線を重視しています 

姿勢。 

ベーシック技術は必須ですが応用技術は特に指導が必要だと考えております。 

姿勢。 

乱暴にウィッグを扱わない事。 荒っぽさがお客様に出ている。 開閉と安定。 

髪質、骨格に合わせたスタイル作り 

スタイルのバリエーションと技術の速さ 

髪質や長さによってのパターンそれぞれの方法など 

姿勢、目線、シザー コームワーク 

プロセス、収まり、ブロー、スピード etc 

基本的なスタイルを切れる 

姿勢、コーミング、シザー開閉 

まずはシザーの持ち方、展開図等を見て用語やポイントを覚えつつ、理論も知ることも大事です。 

"カットを行う際に、立ち位置やシザーの持ち方、開閉の方法 

 

１－２－２－b．新卒者の採用後に、シャンプー技術で特に指導が必要な要素について教えてください。 

 新卒者の採用後にシャンプー技術で指導が必要な要素として、全回答 54 件に以下のワードが抽出で

きる。 

マニュアル 7 件 気持ち良い 6 件 

丁寧 5 件 力加減 5 件 

リズム 4 件 動き 4 件 

剤（薬剤などを含む） 4 件 手順 3 件 

 

ストローク、お流し 

自社マニュアルの習得とシャンプートリートメント剤のチョイス 

薬剤の使用とシャワー 

オリジナルマニュアルに沿った指導 

会社ごとにマニュアルが違うのでカリキュラムに沿って 

相手の気持ちを察する 

手順、目配り、気配り、心配り 

カラーシャンプー技術、ヘッドマッサージ的手技 

丁寧できれいな所作。人の頭を洗っていることを忘れないこと 

丁寧なシャンプーとリズム感など 

丁寧さ 

サイド、バックシャンプーの両方を使える 

リズム感 

実践（モデル）してご満足できるように努力していけるか 

クロス、タオルのかけ方、声がけ、プレーンリンス 

当社マニュアルへの移行 
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手の動き、手首 

モデルを使っての指導に一番時間をかける、入社して早めにシャンプー技術を指導するため態度は重

要 

弊社シャンプーマニュアルの習得 

シャンプーはすべてできない印象です 

気持ち良い、レベルの高い技術、薬剤の知識 

力加減 

シャンプー技術の全てからスパ的要素 

全般 

お客様が気持ち良いシャンプーができるかどうか 

お客様のツボを押さえたマッサージ技術、癒し効果のある指の使い方やタイミング、指圧 

サロンによってシャンプー台が違うため、覚えるシャンプー技術が多い、マニュアル化して指導 

力加減 

マニュアル以外の気付き。ミスした時の対処法など 

リズム感 

入客前の挨拶～気持ち良いシャンプー～トリートメントアプローチまで 

丁寧で気持ちの良いシャンプーができるか。 

お客様に不快感を与えない技術 

気持ち良いシャンプーのための指当たり 

お客様への配慮 

気持ち良さのポイント 

人に触れている自覚 

技術以上に気持ちの面 

動きと力強さ 

質量転換＝質より量 

お客様へのお気遣いやお声かけを重視しています 

シャンプー剤の成分の知識の理解。 プレゼンテーション能力。 

どういったシャンプーをすれば気持ち良く感じてもらえるかなど考える力を養う指導。頭のどの部分

に力の強弱が必要かなど。 

お客様の気持ちになってみる。 

力加減と強弱あとリズムよく。 

力加減、手の動きなど 

手順通りの技術ではなく、快感・感動を感じる技術 

髪質や長さによってのポイント 

お客様に合わせた個別対応 

プロセス、不快感はないか、スピード etc 

基本的動作が出来る 

施術時間の均一 

練習よる経験値とサロンでの手順を覚えてもらうことです。 

席への案内、力加減や手首の動き、丁寧なお流し、シャンプーヘッドの扱い方 
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１－３－１．新卒採用者がスタイリストとしてデビューするまでのおおよその期間を教えてください。 

 新卒採用者がスタイリストとしてデビューするまでのおおよその期間は、「2 年半」の回答が 27.9％

（17 件/61 件）で最も多く、続いて「2 年」の 26.2％（16 件/61 件）、「1 年半」の 18.0％（11 件/61 件）、

「3 年以上」の 16.4％（10 件/61 件）で、全体の 70.5％（43 件/61 件）が 2 年以上と回答している。 

 

 

１－３－２－a．新卒採用者がスタイリストとしてデビューする前に退職してしまう場合の、おおよそ

の割合（％）を教えてください。 

 新卒採用者がスタイリストとしてデビューする前に退職してしまうおおよその割合は、20％の回答が

31.5％（17 件/54 件）で最も多く、次いで、30％の回答が 18.5％（10 件/54 件）、50％と 10％の回答が

14.8％（8 件/54 件）であった。 
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１－３－２－b．新卒採用者がスタイリストとしてデビューする前に退職してしまう場合の、退職まで

の平均的な期間（月数）を教えてください。 

 新卒採用者がスタイリストとしてデビューする前に退職してしまう平均的な期間は、1 年未満の回答

が 31.5％（17 件/54 件））で最も多く、次いで 6 ヶ月未満の回答が 20.5％（11 件/54 件）、3 ヶ月未満の

回答が 16.7％（9 件/54 件）であった。 

 

 

１－３－２－c．新卒採用者がスタイリストとしてデビューする前に退職してしまう場合の、退職の主

な理由を教えてください。 

 新卒採用者がスタイリストとしてデビューする前に退職してしまう主な理由が回答から「ジョブ

チェンジ」「人間関係」「モチベーション」「家庭事情」「体調不良」「他店」「身体的」「経済的」「技術技

能」「労働環境」の 10 種類に大別できた。 

回答は、美容師から「ジョブチェンジ（※）」するとの回答が 22.6％（12 件/53 件）と最も多く、次

いで、スタッフやゲストとの「人間関係」が 17.0％（9 件/53 件）、美容師に対する意欲や勤労意欲の喪

失などの「モチベーション」低下への回答が 15.1％（8 件/53 件）、「結婚」や「実家」などの「家庭事

情」が 13.2％（7 件/53 件）、「体調不良」が 11.3％（6 件/53 件）であった。 

※ジョブチェンジは、退職理由ではなく退職後の進路ととらえられる回答も含まれる。 

16.7%

20.4%

3.7%

31.5%

5.6%

5.6%

0.0% 7.4%

9.3%

新卒者がスタイリストデビュー前に退職する

までの期間

3ヶ月未満

6ヶ月未満

9ヶ月未満

1年未満

1年半未満

2年未満

2年半未満

3年未満

3年以上
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美容師からエステシャンやアイリスト 

転職（デビュー時期の遅れが原因） 

他店への移動 

他店に興味が出た 

現実とのギャップ 

美容師に対する意欲 

結婚、実家へ戻る 

拘束時間が長いこと 

手荒れ、腰痛などの理由 

自分と先輩との人間関係 

弊社での給与より他が歩合など高い。先輩がいると入客が回ってこず、もっと施術して稼ぎたい 

ゲストやスタッフに自分からコミュニケーションが取れない 

体調不良 

結婚、独立 

人間関係、仕事レッスンのペースについていけない、体調など 

結婚、転職、入社してすぐ遅刻する等でやめるスタッフもいる 

手荒れ、腰痛、他業種への転職など 

他サロンも経験したい 

技術が社内のレベルに追いつかない 

他サロンへの興味 

人間関係や給料 

手荒れ 

やりたいことが異なる、美容師が向いていない、地元に帰る、家庭の事情など 

思っていたのと違う、やりたいことではなかった 

美容師をやめる 

目標意識の低さ。対人コミュニケーションの欠如 

人間関係・健康 

引き抜き（学生時代に不合格になったサロンから声掛け） 

家庭の事情や勤労意欲の喪失。 

地方の子なので実家に帰りたくなる 

美容に向いてない、好きじゃないというのが多いです。 

スタッフ間のコミュニケーション 

人間関係 

0
2
4
6
8
10
12
14

新卒採用者がスタイリストデビューまでに退職する理由



44 

 

方向性の違い 

様々 

仕事、レッスンに疲れる。 

アイリストへの転換や業務委託のサロンからの誘惑 

理美容師からの転職 

技術能力で基準についていけない。 

人間関係 

美容師またはお店が合わない 

家庭の事情 

体調面での理由 

給与・休日・集客 

違う職種に興味がでてきた 

直近の実例は、国籍問題(フィリピンから帰国できなかった)、失恋で拒食症、国家試験の勉強、受験

をしたくなかった 

別の職種への変更 

他業種に転職など行き詰まりを感じているのかもしれません 

手荒れ、アイリスト希望、家庭の事情 etc 

転職 

美容師を辞める 

体調不良、他業種への転職 

他業種への転職 

 

２－１．現状の美容師国家試験の実技試験の合格基準は、どのようなレベルにあると思われますか？ 

 現在の美容師国家試験の実技試験の合格基準のレベルに対して、サロン（経営者）の 54.2％（32 件

/59 件）が「普通」と回答している。 

また、「低い」と「やや低い」の合計で 23.7％（14 件/59 件）、「高い」「やや高い」の合計で 22.0％

（13 件/59 件）で、「低い」の合計と「高い」の合計が拮抗している 

 

 

２－２．上記の質問に対する回答に関して具体的な理由を教えてください。 

 現在の美容師国家試験の実技試験の合格基準のレベルで「低い」「やや低い」と回答した理由として、

「時代に合う技術をやった方が良い」や「実際の業務にほぼ対応できない」など実務とのギャップに関

する意見が多い。 

 また、現在の美容師国家試験の実技試験の合格基準のレベルで「高い」「やや高い」と回答した理由と

0
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低い やや低い 普通 やや高い 高い

国家試験のレベル感
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して、「実技は基礎として良いと思う」や「入社後即戦力として 4 月からお客様を担当」などの意見が

みられる。 

 「普通」の回答の中には、「技術の基準は低い」「実技の技術内容は古く感じる」「国家試験とサロンの

実技との差がありすぎて何も言えません」「入社後の教育に注力しているので、国家試験のレベルは特

に重視していない」など「レベルが低い」ととれるコメントが目立って見える。 

 

もっと今の時代に合う技術をやった方が良いし、2 年間の授業でも。 

就職してから全ての技術をやり直すので本当に 2 年間やっている事に意味があるのか？ 

内容が悪い（現代の美容技術とマッチングしていない） 

実際の業務にほぼ対応できない。 

教えてもらったものができればいいだけだから。 

簡単に資格習得できるので単価も下がり簡単に退職してしまう 

営業ベースでない 

衛生などの意識が低い 

ワインディングやカットなどサロンでも入客するものに関して基本的なペーパー、ゴムかけ、

コームの使い方など国家試験を合格しても基礎力が低い 

今の国家試験ではサロンに入ってからデビューするまで時間がかかると思います。 

資格は取得しやすい方がよいと思いますが、薬剤やシャンプーなどの成分知識、行動心理学などの

人の心の知識などが充実できるといいと思います 

そもそもの合格基準がたかいと全国的にこんなに合格者がいないと思います 

試験内容が実際の業務にマッチしない。 

旧来のやり方で古いままなので実践的ではない 

学生にとっては高いハードルだと思う。 

国家試験不合格で入社した社員の進捗や勤務態度に問題が多いイメージがある。 

合格率が高い 

カットの項目が入った所、毛髪理論など、基本的な知識がないと合格できないところ 

カット技術から薬剤調合の内容（％や計算など）もあり妥当 

人の頭に触ること。髪の毛の扱いに慣れること。道具を大切に扱うことが大切だと思います。 

70％ぐらいの合格率であれば、レベルはあまり低くならないのでは？ 

基礎的なものとして丁度よい。応用は入社してから指導する。 

美容師が少なくなっているので、あまり難しいと受からない？基本できていると教えやすいので今

ぐらいで良い。 

入社後の教育に注力しているので、国師のレベルに関しては特に重要視していません。 

レベルが低いとも高いとも感じたことがなかったため 

やや低くも感じますが、合格してサロンで身に着けに行くことを考えればちょうどいいと考えます 

人口減少化において絞る必要ない 

きちんとした試験をしていると思う 

サロンで働く前の基本的な知識は身に着けているので。ただ、今の業界の離職率を考えると、学生

のうちからある程度のカット技術を身に着けていた方がサロンで活躍するチャンスも増えて、もっ

とやりがいを感じ離職防止につながると思う 

国家試験とサロンの実技との差がありすぎて何も言えません 

特にありません 

わかりません。 

レイヤーカットの基本はできているので真ん中ぐらいと考えます 

厳しすぎるないようではない 

妥当 

実戦では通用しにくい 
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特別高くもなく低くもないと思います。ただ、国家試験実技の技術内容が古く感じるため、時代に

合わせて技術試験内容も変更した方が良いのではと感じております。 

国家資格である以上適正だと思います 

合格率から考えて 

カットの技術は様々あり、当社の方法を教育しなおすため 

国家試験とサロンワークに隔たりはしょうがないので合格させてほしい 

全体としての合格率をみて。 

技術の基準は低いが、衛生面の基準は高いと思うので 

採点者によってあいまいなことが多くなったように思う。 

学科の内容が多すぎて学生が理解しきれていないので、あまり意味がない。実技は昔のままだけど

基礎としては良いと思います。 

合格率 

時間内にできないと不合格のため 

弊社では、入社後即戦力として早い場合 4 月からお客様を担当しているので 

合格率のアップ 

幅広い知識が必要 

国家資格をなくすこと 

合格率が高い。 

美容学校が PR している合格率が非常に高い 

 

３－１－１．貴サロンにおいて、スタイリストに昇格するために、シャンプー・スパ・ヘッドマッサージ

の習得に要する指導時間を次の中から選んでください。 

 スタイリストに昇格するために要する、シャンプー・スパ、ヘッドマッサージの指導時間は、「30 時

間以上」の回答が 30.0％（18 件/60 件）で最も多く、次いで、「30 時間未満」と「20 時間未満」が 23.3％

（14 件/60 件）であった。 

 

３－１－２．貴サロンにおいて、スタイリストに昇格するために、シャンプー・スパ・ヘッドマッサージ

の習得で使用する教材について次の中から選んでください。（複数回答可） 

 スタイリストに昇格するために、シャンプー・スパ・ヘッドマッサージの習得で使用している教材は、

実技展示が 96.7％（59 件/61 件）で最も多く、次いで、自作テキスト（図、写真付き）が 65.6％（40 件

/61 件）、自社撮影の映像が 44.3％（27 件/61 件）であった。 

 

３－２－１．貴サロンにおいて、スタイリストに昇格するために、トリートメントの習得に要する指導

時間を次の中から選んでください。 

 スタイリストに昇格するために要する、トリートメントの指導時間は、「10 時間未満」の回答が 62.3％

（38 件/61 件）で最も多く、次いで、「15 時間未満」が 18.0％（11 件/61 件）であった。 

 

３－２－２．貴サロンにおいて、スタイリストに昇格するために、トリートメントの習得で使用する教

材について次の中から選んでください。（複数回答可） 

 スタイリストに昇格するために、トリートメントの習得で使用している教材は、実技展示が 96.7％

（58 件/60 件）で最も多く、次いで、自作テキスト（図、写真付き）が 55.0％（33 件/60 件）、自社撮

影の映像が 26.7％（16 件/60 件）であった。 
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３－３－１．貴サロンにおいて、スタイリストに昇格するために、グレイカラー・ファッションカラー・

ブリーチ・ホイルワークの習得に要する指導時間を次の中から選んでください。 

 スタイリストに昇格するために要する、グレイカラー・ファッションカラー・ブリーチ・ホイルワーク

の指導時間は、「30 時間以上」の回答が 42.6％（26 件/61 件）で最も多く、次いで、「20 時間未満」が

18.0％（11 件/61 件）であった。 

 

３－３－２．貴サロンにおいて、スタイリストに昇格するために、グレイカラー・ファッションカラー・

ブリーチ・ホイルワークの習得で使用する教材について次の中から選んでください。（複数回答可） 

 スタイリストに昇格するために、グレイカラー・ファッションカラー・ブリーチ・ホイルワークの習

得で使用している教材は、実技展示が 95.1％（58 件/61 件）で最も多く、次いで、自作テキスト（図、

写真付き）が 72.1％（44 件/61 件）、自社撮影の映像が 42.6％（26 件/61 件）であった。 

 

３－４－１．貴サロンにおいて、スタイリストに昇格するために、ストレートパーマの習得に要する指

導時間を次の中から選んでください。 

 スタイリストに昇格するために要する、ストレートパーマの指導時間は、「15 時間未満」の回答が

25.4％（15 件/59 件）で最も多く、次いで、「20 時間未満」が 23.7％（14 件/59 件）、「30 時間以上」が

22.0％（13 件/59 件）、「10 時間未満」が 18.6％（11 件/59 件）であった。 

 

３－４－２．貴サロンにおいて、スタイリストに昇格するために、ストレートパーマの習得で使用する

教材について次の中から選んでください。（複数回答可） 

 スタイリストに昇格するために、ストレートパーマの習得で使用している教材は、実技展示が 98.3％

（58 件 59 件）で最も多く、次いで、自作テキスト（図、写真付き）が 50.8％（30 件/59 件）、自社撮

影の映像が 33.9％（20 件/59 件）であった。 

 

３－５－１．貴サロンにおいて、スタイリストに昇格するために、アイロン技術の習得に要する指導時

間を次の中から選んでください。 

 スタイリストに昇格するために要する、アイロン技術の指導時間は、「10 時間未満」の回答が 30.5％

（18 件/59 件）で最も多く、次いで、「15 時間未満」が 27.1％（16 件/59 件）、「30 時間以上」が 15.3％

（9 件/59 件）であった。 

 

３－５－２．貴サロンにおいて、スタイリストに昇格するために、アイロン技術の習得で使用する教材

について次の中から選んでください。（複数回答可） 

 スタイリストに昇格するために、アイロン技術の習得で使用している教材は、実技展示が 96.6％（56

件/58 件）で最も多く、次いで、自作テキスト（図、写真付き）が 50.0％（29 件/58 件）、自社撮影の映

像が 34.5％（20 件/58 件）であった。 

 

３－６－１．貴サロンにおいて、スタイリストに昇格するために、ブロー技術の習得に要する指導時間
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を次の中から選んでください。 

 スタイリストに昇格するために要する、ブローの指導時間は、「20 時間未満」の回答が 30.0％（18 件

/60 件）で最も多く、次いで、「30 時間以上」が 23.3％（14 件/60 件）、「15 時間未満」が 18.3％（11 件

/60 件）であった。 

 

３－６－２．貴サロンにおいて、スタイリストに昇格するために、ブロー技術の習得で使用する教材に

ついて次の中から選んでください。（複数回答可） 

 スタイリストに昇格するために、ブロー技術の習得で使用している教材は、実技展示が 98.3％（59 件

/60 件）で最も多く、次いで、自作テキスト（図、写真付き）が 55.0％（33 件/60 件）、自社撮影の映像

が 35.0％（21 件/60 件）であった。 
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３－７－１．貴サロンにおいて、スタイリストに昇格するために、ワインディング・パーマ技術の習得

に要する指導時間を次の中から選んでください。 

 スタイリストに昇格するために要する、ワインディング・パーマの指導時間は、「30 時間以上」の回

答が 31.1％（19 件/61 件）で最も多く、次いで、「20 時間未満」が 21.3％（13 件/61 件）、「10 時間未

満」が 13.1％（8 件/61 件）であった。 

 

３－７－２．貴サロンにおいて、スタイリストに昇格するために、ワインディング・パーマ技術の習得

で使用する教材について次の中から選んでください。（複数回答可） 

 スタイリストに昇格するために、ワインディング・パーマ技術の習得で使用している教材は、実技展

示が 100.0％（61 件/61 件）で最も多く、次いで、自作テキスト（図、写真付き）が 65.6％（40 件/61

件）、自社撮影の映像が 32.8％（20 件/61 件）であった。 

 

３－８－１．貴サロンにおいて、スタイリストに昇格するために、カット各種の習得に要する指導時間

を次の中から選んでください。 

 スタイリストに昇格するために要する、カットの指導時間は、「30 時間以上」の回答が 85.2％（52 件

/61 件）で多数をしめている。 

 

３－８－２．貴サロンにおいて、スタイリストに昇格するために、カット各種の習得で使用する教材に

ついて次の中から選んでください。（複数回答可） 

 スタイリストに昇格するために、カット各種の習得で使用している教材は、実技展示が 98.4％（60 件

/61 件）で最も多く、次いで、自作テキスト（図、写真付き）が 73.8％（45 件/61 件）、自社撮影の映像

が 45.9％（28 件/61 件）であった。 
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３－９－１．貴サロンにおいて、新卒採用者の研修で、受付・会計・電話応対、社会人マナーなどの習

得に要する指導時間を次の中から選んでください。 

 新卒採用者の研修で、受付・会計・電話応対、社会人マナーなどの習得に要する指導時間は、「5 時間

未満」の回答が 34.4％（21 件/61 件）で最も多く、次いで、「10 時間未満」が 24.6％（15 件/61 件）で

あった。 

 

３－９－２．貴サロンにおいて、新卒採用者の研修で、受付・会計・電話応対、社会人マナーなどの習

得で使用する教材について次の中から選んでください。（複数回答可） 

 新卒採用者の研修で、受付・会計・電話応対、社会人マナーなどの習得で使用している教材は、実技

展示が 95.1％（58 件/61 件）で最も多く、次いで、自作テキスト（図、写真付き）が 50.8％（31 件/61

件）、自作テキスト（文字のみ）が 41.0％（25 件/61 件）であった。 

 

34.4%

24.6%

13.1%

11.5%

4.9%

11.5%

受付・会計・電話応対、社会人マナーなどの指

導時間

5時間未満

10時間未満

15時間未満

20時間未満

25時間未満

25時間以上
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３－１０－１．貴サロンにおいて、スタイリストに昇格するために、スタイルカットを含み、人頭モデ

ルを活用した技術全般の習得に要する人数を次の中から選んでください。 

 スタイリストに昇格するために、スタイルカットを含み、人頭モデルを活用した技術全般の習得に要

する人数は、「100 人未満」と「50 人未満」の回答が 27.1％（16 件/59 件）で最も多く、次いで、「30

人未満」が 15.3％（9 件/59 件）であった。 

 

 

15.3%

27.1%

11.9%

27.1%

8.5%

10.2%

人頭モデルを活用した技術全般の習得に

要する人数

30人未満

50人未満

80人未満

100人未満

120人未満

120人以上
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３－１０－２．貴サロンにおいて、スタイリストに昇格するために、スタイルカットを含み、人頭モデ

ルを活用した技術全般の習得で使用する教材について次の中から選んでください。（複数回答可） 

 スタイリストに昇格するために、スタイルカットを含み、人頭モデルを活用した技術全般の習得で使

用している教材は、実技展示が 95.0％（57 件/60 件）で最も多く、次いで、自作テキスト（図、写真付

き）が 68.3％（41 件/60 件）、自社撮影の映像が 33.3％（20 件/60 件）であった。 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

シャンプー・スパ・ヘッドマッサージの指導時間

トリートメントの指導時間

カラー・ブリーチ・ホイルワークの指導時間

ストレートパーマの指導時間

アイロン技術の指導時間

ブロー技術の指導時間

ワインディング・パーマ技術の指導時間

カット各種の指導時間

指導時間 回答分布

10時間未満 15時間未満 20時間未満 25時間未満 30時間未満 30時間以上
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

シャンプー・スパ・ヘッドマッサージの教材

トリートメントの教材

カラー・ブリーチ・ホイルワークの教材

ストレートパーマの教材

アイロン技術の教材

ブロー技術の教材

ワインディング・パーマ技術の教材

カット各種の教材

受付・会計・電話応対、社会人マナーなどの教材

人頭モデルを活用した技術全般の教材

指導教材 回答分布

実技展示（模範実技） 自作テキスト（文字のみ）

自作テキスト（図、写真付き） 市販のテキスト・雑誌など

自社撮影の映像 市販の動画教材やYouTubeなどの動画映像

モデルを使っての練習
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４－１－１．カット技術で、専門学校での指導強化が必要と感じる要素について教えてください。 

カット技術で、専門学校での指導強化が必要と感じる要素として、全回答 49 件中に以下のワードが

抽出できる。 

抽出ワードの中からは、「シザー（ハサミ、鋏を含む）」が 30.6％（15 件/49 件）と最も多く、「開閉」

や「持ち方」のワードと組み合わせて表現され、シザーの使い方について専門学校での指導強化が指摘

されている。 

次いで、「姿勢」が 14.3％（7 件/49 件）あり、「立ち位置」や「ボディーコントロール」などを含む身

体の使い方について指導強化が指摘されている。 

「ベーシック」は 5 件であるが、「ベーシックカット」や「ワンレングス」「ショートカット」などの

カットの種類を示すワードが散見され、様々なカットの練習について指導強化が指摘されている。 

シザー（ハサミ、鋏を含む） 30.6％（15 件） 基礎（基本を含む） 24.5％（12 件） 

開閉 20.4％（10 件） 姿勢 14.3％（7 件） 

コーム（コーミングを含む） 12.2％（6 件） ベーシック 10.2％（5 件） 

理論 8.2％（4 件） 展開図 6.1％（3 件） 

 

基本をしっかりと身に着けてほしい（開閉・フォーム。スライス・シェープ）など 

ハサミの開閉、カットコームの扱い方、ワンレングスカットの習得 

ベーシックをきちんと切れる 

基礎理論、基礎技術 

国家試験に合格できるようにお願いします。 

シザーをきちんと持ってまっすぐ切る基本動作。正しい姿勢。反復すること。 

ハサミの開閉、カットコームの扱い方、ワンレングスカットの習得持ち方くらいで良い。あとは個人

で好きなカットをすると楽しく 

基礎となるシザーとコームの使い方、初歩的な理論 

モデルカットが必要と感じます 

基礎技術実践 

ワンレングスの正確さ 

シザー開閉、似合わせ（顔型など） 

ハサミの持ち方、姿勢 

ショート、ミディアム、ロングなどベーシックが全く切れない 

正しいハサミの開閉 

人頭モデルの数 

人体をもっと体験させることとカウンセリング 

実用的な技術 

国家試験のカットをしっかり教えていただいているので大丈夫です。 

カット技術全般 

全てにおいて基礎的なことを強化して下さっているので現状で大丈夫かと思います。 

正確にパネルを引き出しきちんと切れる位の技術が必要 

ハサミの開閉、パネルの引き出し 

スムーズなシザーの開閉 

国家試験合格レベル コンテスト参加 

鋏の使い方や水平にカットできるかなどの基本的なこと。 

お客様に不快感を与えない技術 

姿勢とブラントのカット 

ベーシックカット全般 
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特にありません 

シザーワークやコームワーク等の基礎 

展開図 

基本技術 

ボディーコントロール 

基礎 

開閉と理論 

立ち位置・姿勢・目線など基本姿勢 

シザーの正しい使い方。姿勢。 

展開図の理解 

姿勢。バランスの見方。真っ直ぐ髪の毛を引き出す。左右均等に切る。 

特にございません 

カットの基礎である手の安定とシザーの開閉 正確なコーミング 

習った以外の切り方をしないといけないかもという心づもり 

実践的なもの 

ベーシックの徹底と実技を見る態度 

即戦力として使える技術力 

コーミング、姿勢、シザー開閉 

シザーの持ち方、理論、展開図の見方 

ベーシックカットの技術 

 

４－１－２．シャンプー技術で、専門学校での指導強化が必要と感じる要素について教えてください。 

シャンプー技術で、専門学校での指導強化が必要と感じる要素として、ワードの抽出は難しいが、「手

指の使い方」への指摘が 9 件（全回答 49 件中）、「声がけ」や「気遣い」などの「接客接遇面」への指

摘が 7 件ある。 

もう少しトレーニング回数を増やすと良いのでは 

インターバル（手順はサロンによって違うが、「こする」加減は共通なので） 

シャンプーの時間内検定 

人により感覚が違うので、いろんな人の気持ちを察する技術 

お声がけ 

国家試験に合格できるようにお願いします。 

丁寧できれいな所作。人の頭を洗っていることを忘れないこと。反復すること。 

お客様との距離感が感じてわかれば良い。 

腰痛の原因となる姿勢、シャンプー技術 

サロンによって番うので基本のみで良いと思う 

プレーンリンスとシャンプー前後のこと、タオルドライ、椅子の上げ下げの言葉 

安全性と必要なコミュニケーション（言葉がけなど） 

レベルが低いように感じる 

バックシャンプーとサイドシャンプーの練習 

フルフラットシャンプー台での練習 

人体をもっと体験させることとカウンセリング 

入社後すぐにお客様に提供できるぐらいの技術 

気持ちがいいシャンプーとは何かを自分で気づく力をつけてほしいです 

ツボ押し、タイミング、指圧、手の動かし方 

全てにおいて基礎的なことを強化して下さっているので現状で大丈夫かと思います。 

指先の力の入れ方、ベースとなるため 

気遣い 
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特にありません 

2 年生後半にシャンプーの再確認授業 

泡立てと丁寧さ。 

元気な挨拶。 

姿勢 

手を柔らかく丸く動かすこと、指の当て方 

特にありません 

行程を覚えるのではなく、その意味や目的 

モデルの年齢の幅 

基本 

左手の動かし方 

コース等は、サロンによって違うので、両手が、が、動くようにしておいて欲しい 

反復 

指導時間を多くして頂ければ幸いです 

シャンプー剤の知識とプレゼンテーション能力 

どうしたら気持ちの良いシャンプーができるかを考える力 

とにかく人の頭を洗って慣れさせる。 

特にございません 

両手が使える様に 

サイド、バックどちらも対応できる技術 

気持ちを込めた技術 

髪の長さによる違いなど 

なし 

即戦力として使える技術力 

利き手でない手の動き、数をこなす 

各シャンプー台の操作や手の使い方、基礎。 

シャンプーの手の動かし方やお流しの方法 

 

４－１－３．その他の技術で、専門学校での指導強化が必要と感じる要素について教えてください。 

その他の技術で、専門学校での指導強化が必要と感じる要素として、全回答 41 件中に以下のワード

が抽出できる。 

抽出ワードの中から技術に関する指摘は、「カラー」6 件、「ワインディング」3 件、「セット」2 件で、

全体的にその他の技術での具体的な指摘は多くない、一方で、「マナー」が 8 件と最も多く、「接客」4

件、「礼儀」2 件、「あいさつ（挨拶）」2 件などは「社会人」5 件と組み合わせて回答されており、「社会

人マナー」「社会人基礎力」「接客接遇面」での指導強化が指摘されている。 

マナー 8 件 カラー 6 件 

社会人 5 件 接客 4 件 

ワインディング 3 件 セット 2 件 

礼儀 2 件 あいさつ（挨拶） 2 件 

 

セットやメイクの技術、カラーリング基礎をもう少し出来ると良いです 

ワインディング、たて巻き、根元巻き 

お金をいただける接客・気遣い。目標の持ち方、技術の学び方など。 

社会人としてのマナー 

国家試験に合格できるようにお願いします。 
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学生の時にしかできない経験、体験をした方が良い。人として素敵な人間になるように。 

あいさつ、マナーなど社会人としての基礎 

マナー、言葉使い、歩き方など基本が大切 

ワインディング、たて巻き、根元巻き基礎実践 

受付、電話対応、接客 

ストレートパーマ 

シャンプー、スパ、カラー、入社してすぐに生かせる技術 

高卒・美容学校卒であまりレベルの違いを感じない 

ワインディング、セット 

人体をもっと体験させることとカウンセリング 

ヘッドスパを強化してほしいです 

全てにおいて基礎的なことを強化して下さっているので現状で大丈夫かと思います。 

ベーシックのみ習得しておいてほしい 

社会人としてのマナー、礼儀 

カラーに関する知識 

カラー 

基本の知識。 

その他はないですがシャンプー、マッサージの強化があると良いと思います 

特にありません 

プレゼンテーション能力 

無駄を省くべき フィンガーウェーブの廃止 

意欲、礼儀マナー、社会人としてのあり方 

カラー塗布 

無し 

挨拶など社会人としてのマナー 

薬剤知識 

アレンジ、アップなど。 

特にございません 

特に無いです。 

特になし 

オールウェーブなど旧来のものは廃止して、もっと新しいスタイルの勉強 

生活態度、マナー、集中力、ファッションなど文化論知識 

コミュニケーション能力と接客力 

カラーリング：ウェービング（ホイルワーク） 

美容師という「仕事」をする意識、接遇、メンタルケア、産学連携で現サロンで求められているこ

とやトレンドを知ること 

接客接遇マナー 

 

４－２－１．教育面や採用に関して、専門学校に期待することがあれば教えてください。 

教育面や採用に関して、専門学校に期待することとして、全回答 54 件中に以下のワードが抽出でき

る。 

抽出ワードの中から、「マナー」が 7 件と最も多く、次いで、「あいさつ（挨拶）」が 6 件、「社会人」

が 6 件あり、「社会人マナー」「社会人基礎力」「接客接遇面」について期待されていることがわかる。 

 また、「離職」が 3 件あるが、「美容師を続けていくこと」や「将来像」、「職業意識」など、「キャリア

ビジョン」や「マインドセット」などの、採用や雇用の面から専門学校に期待しているコメントがみら

れる。 
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マナー 7 件 あいさつ（挨拶） 6 件 

社会人 6 件 離職 3 件 

 

美容師を呼んでの授業をすると良いと思います。弊社では２３校の授業をさせていただいています。 

学生と美容室のマッチングが離職や転職を回避するためにも重要と考えております。学生が求める条

件が明確であること、また、我々企業側も求める人材を明確にし、WinWin の関係が築ければと思っ

ております。 

指導のシンプル化/2 年間の学校は不要、1 年で充分 

他県のサロン紹介、プレゼンの機会 

店舗の数が多すぎるので自分のイメージに近い店にまずお客様として行って、判断することや、その

先は体験サロンワークを勧めてほしい。 

技術面は入社後指導するので、社会人になるための心がまえや美容師になるための覚悟を伝えたい 

言葉遣いの指導、美容師になぜなりたいか、自分自身と向き合う時間、他社貢献の意味 

ガイダンスなどありましたら参加を希望します。東京都にあるサロンですが、希望者おりましたらよ

ろしくお願いします。 

美容師として仕事をしてお金をもらって、それがお給料になっていることについてあんまり考えたこ

とがない人が多いように思います。美容が楽しく続けていけるように育成していただけるとうれしい

です。 

人に何かを教えるのは大変だと思いますが、頑張ってください。人としてすてきな人間を学ばせてあ

げてください。 

学生の自主性 UP 

職業意識をもって社会に出るため、社会実践などを充実してはいかがか 

まれに挨拶やマナーなどについてできていない学生さんが多くいると感じます。サロンですぐに仕事

を一緒にしたいと思われる様な基本的なことや人間性の部分をもう少し学校側から教育していただ

きたいと感じます。夢と就職した後に学校側の先生が見学しにくることなどが大変少なく思います。

卒業したら終わりではなく卒業のバックアップやサロンと連携してできることがあればもっと協力

していきたいと思います。 

清潔感、髪、服など、お客さん相手の仕事として、サービス業としての理解が出来ていない。 

接客接遇マナーなど人間力。コミュニケーション力の大切さを。 

サロンワークになったときに、すぐに使える技術を１つでも身につけさせてほしい。コミュニ

ケーション能力、自分から話すことができるようになってほしい。 

美容師はフリーランス採用。やる気のある方は大歓迎。 

情報の開示、特に自社近郊の学生情報 

あいさつや返事など、基本的なマナー、サロン体験や見学、入社後すぐに生かせる技術が身について

いることに期待 

新卒面接スタッフの採用に関して、気持ちが分かりにくい（何を悩んでいるか、何を希望しているか）、

本人の希望を本音で知りたい 

社会人としての一般常識や心構えの教育強化 

技術は努力でいくらでもついてきますので、特に大切になってくる礼儀・マナー・意欲など技術以外

の社会人としての姿勢も同時に指導していただくことが必要に感じる 

モチベーション高く社会に適応できる教育、マナー、常識など、技術に関しましては国家試験が重要

です 

ティーチングではなくコーチングを期待します。自ら判断し決断する。 

自分は City&Guilds の認定試験管でもあり、そのシステムこそ現在から未来の育成の形だと思って

おります。 

社会人マナー（基本、挨拶、上下関係）の強化 

地方や地元のサロンも就職先としてご提案してほしいです。 
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美容師として働く以上、カット技術の習得は必須だと思うので、２年間の学生のうちにある程度の

カット技術を学んでおいてほしい。また、入社してからカットを習得するまでに挫折してしまうス

タッフもいるので、離職率を下げる意味でも、実践的な技術を学んでいると良いと思う。 

国家試験対策も大切ですがプロを目指すには何が必要で目標に立ち向かう姿勢を指導してほしいで

す。よろしくお願いします。 

社会人として、美容師としての自覚 

ジュニアスタイリストレベルの技術 

メンズカットサロンへの希望が増えて行く中、将来像について。 

十分だと思います。 

お客様に積極的に関わっていける人材 

挨拶や返事などの社会人としての基本の教育です 

それぞれにマッチするサロンを見つける就職指導、自己分析、サロン分析等 

実務に近い授業を増やしていく事 

もっと効率よく育てて欲しい お金儲けばかり考えずに 

沢山の美容師のタマゴが輩出されるように高校生の取り込み強化 

最近の人は、レッスンをしない、したくない傾向が有るので、レッスンをしないといけないことを教

えておいてほしい 

笑顔で元気に挨拶する（出来る）事の重要性 

１つのコンテンツだけでも即戦力として入社してくることに期待しています 

教員が離職しないで 安定して勤務していただけるとありがたい。 

教育面では社会に出てからの礼儀・マナーなどを校内規則として学生の内から教育して頂ければと思

います。 

業界の理解 

将来をどうなりたいのか 夢の為に今何をしていくのか、年齢ごとに考えてみてほしい。 

美容の仕事の楽しさ、やりがい等教えていただければと思います（美容学校に行っても美容師を選択

しない人が多いので） 

学校にいる間に、美容師をずっと続けていくという気持ちを固めてほしい 

美容師デビューするまでの大変さや練習量などを認識してもらってほしい 

適正サロンを見つけ出す、キャリア相談など 

接客業としての意識の向上と職業観 

"美容師側が授業にはいれる環境があれば、学校に対して貢献できる。 

今後もそれぞれの年代に合わせた教育をしていただき、学生の動向などをサロンが知れるチャンスが

増えるとありがたく思います。 

元気がよく、挨拶がしっかり出来るようにご指導をお願いしたいです。 
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3.2.2. 教育機関向けアンケート結果 

 

１－１－１．カット技術：「ワンレングスカット」の指導時間 

 ワンレングスカットの指導時間の平均値は 17.2 時間で中央値が 13.5 時間であった。回答の分布から

も、10 時間未満が 34.4％（11 件/32 件）で最も多く、次いで、20 時間未満が 21.9％（7 件/32 件）、30

時間未満が 18.8％（6 件/32 件）、40 時間未満が 15.6％（6 件/32 件）であった。 

 

１－１－２．カット技術：「グラデーションカット」の指導時間 

 グラデーションカットの指導時間の平均値は 19.2 時間で中央値が 15.0 時間であった。回答の分布か

らは、20 時間未満が 32.3％（10 件/31 件）で最も多く、次いで、10 時間未満が 29.0％（9 件/31 件）、

40 時間未満が 16.1％（5 件/31 件）であった。 

 

１－１－３．カット技術：「レイヤーカット」の指導時間 

 レイヤーカットの指導時間の平均値は 45.1 時間で中央値が 16.0 時間であった。回答の分布からは、

20 時間未満が 29.0％（9 件/31 件）で最も多く、次いで、10 時間未満が 22.6％（7 件/31 件）、40 時間

未満が 16.1％（5 件/31 件）であった。 

 一方で、100 時間以上の回答が 12.9％（4 件/31 件）あり、292.5 時間との回答もあったため、平均値

45.1 時間に対して中央値で 16.0 時間となっている。 

 

１－１－４．カット技術：「セイムレングスカット」の指導時間 

 セイムレングスカットの指導時間の平均値は 19.0 時間で中央値が 12.0 時間であった。回答の分布か

らも、10 時間未満が 33.3％（9 件/27 件）で最も多く、次いで、20 時間未満が 25.9（7 件/27 件）、30

時間未満と 40 時間未満が 14.8％（4 件/27 件）であった。 

 

１－１－５．カット技術：「レザーカット」の指導時間 

 レザーカットの指導時間の平均値は 6.3 時間で中央値が 6.0 時間であった。回答の分布からも、10 時

間未満が 73.7％（14 件/19 件）で大多数を占めている。 

 

１－１－６．カット技術：「国家試験リハーサル」の指導時間 

 国家試験リハーサルの指導時間の平均値は 90.8 時間で中央値が 80.0 時間であった。回答の分布から

は、100 時間以上が 42.4％（14 件/33 件）で最も多く、次いで、40 時間未満が 15.2％（5 件/33 件）で

回答が広く分散している。 

 100 時間以上の中には、200 時間と 252 時間の回答もあり、平均値が 90.8 時間に対して中央値が 80.0

時間になっている。 
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１－２－１．シャンプー技術：「共通の作業」の指導時間 

 シャンプー技術：「共通の作業」の指導時間の平均値は 21.7 時間で中央値が 10.0 時間であった。回答

の分布からも、10 時間未満が 38.1％（8 件/21 件）で最も多く、次いで、20 時間未満が 28.6％（6 件/21

件）、40 時間未満が 14.3％（3 件/21 件）であった。 

 

１－２－２．シャンプー技術：「サイドシャンプー」の指導時間 

 シャンプー技術：「サイドシャンプー」の指導時間の平均値は 29.4 時間で中央値が 22.0 時間であっ

た。回答の分布からも、20 時間未満と 30 時間未満が 21.9％（7 件/32 件）で最も多く、次いで、30 時

間未満が 18.8％（6 件/32 件）、10 時間未満が 12.5％（4 件/32 件）であった。 

 

１－２－３．シャンプー技術：「バックシャンプー」の指導時間 

 シャンプー技術：「バックシャンプー」の指導時間の平均値は 27.6 時間で中央値が 20.0 時間であっ

た。回答の分布からも、20 時間未満と 30 時間未満が 20.0％（6 件/30 件）で最も多く、次いで、10 時

間未満と 40 時間未満が 16.7％（5 件/32 件）であった。 

 

 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ワンレングスカットの指導時間

グラデーションカットの指導時間

レイヤーカットの指導時間

セイムレングスカットの指導時間

レザーカットの指導時間

国家試験リハーサルの指導時間

シャンプー共通の作業の指導時間

サイドシャンプーの指導時間

バックシャンプーの指導時間

指導時間 回答分布

0-9時間 10-19時間 20-29時間 30-39時間 40-49時間 50-59時間

60-69時間 70-79時間 80-89時間 90-99時間 100時間以上
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１－３－１．貴校独自のカット技術：技術項目とその指導時間 

 学校独自のカット技術の指導については 10 件の回答があり、「メンズカット」と「ベーシックカット」

の回答が 3 件、上の質問で既出のカット技術に類する回答が多く見られる。 

 回答の中には、「選択授業」の記述もあり、デザインカットやベーシックカットの練習、サロン特有の

スタイルカットを練習しているようである。 

カット名 時間数（単位：時間） 

メンズカット 20 

デザインカット 20 

コンテストカット 38 

レディースサロンスタイル 6 

ユニセックスサロンスタイル 6 

メンズサロンスタイル 6 

デザインカット選択授業 60 

ベーシックカット選択授業 60 

刈上げメンズカット 45 

TONI&GUY ワンレングスカット（選択者のみ） 23 

TONI&GUY グラデーションカット（選択者のみ） 20 

TONI&GUY レイヤーカット（選択者のみ） 61 

TONI&GUY サロンスタイルカット（選択者のみ） 31 

サスーンカット 20 時間 20 

基本動作・基礎技術 6 

創作 6 

ベーシックカット＆ブロー 66 

サロンスタイル 61 

サスーンカット 100 

ベーシック 72 

 

１－４－１．貴校独自のシャンプー技術：技術項目とその指導時間 

 学校独自のシャンプー技術の指導については 4 件の回答があり、「スパ」が 2 件、サロンや独自の

シャンプー技術の指導が 2 件であった。 

シャンプー名 時間数（単位：時間） 

ヘッドスパ 20 

夢シャンプー 20 

ヘッドスパ 38 

サロン実習シャンプー 6 
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２－１－１．到達目標の文書明記について 

 カットまたはシャンプーの実習授業における到達目標の文書への明記方法は、「シラバス（科目単位

の授業計画）に明記している」が 76.5％（26 件/34 件）で最も多く、次いで、「コマシラバス（授業単

位の授業計画）に明記している」が 20.6％（7 件/34 件）であった。 

 

 

２－１－２．到達目標の共有について 

 カットまたはシャンプーの実習授業における到達目標の共有方法は、「教員間および学生間で共有し

ている」が 69.7％（23 件/33 件）で最も多く、次いで、「教員間だけで共有している」が 24.2％（8 件

/33 件）であった。 

 

  

2.9%

0.0%

76.5%

20.6%

到達目標の文書明記について

到達目標は設定していない

到達目標を文書に明記していない

シラバス（科目単位の授業計画）に明記している

コマシラバス（授業単位の授業計画）に明記している

3.0%
0.0%

69.7%

24.2%

3.0%

到達目標の共有について

到達目標は設定していない

到達目標を文書に明記していない

教員間および学生間で共有している

教員間だけで共有している

授業担当者だけが保持している
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２－２－１．カット実習における到達目標の設定期間について 

 カット実習における到達目標の設定期間は、「授業（1 コマ）単位」が 39.4％（13 件/33 件）で最も多

く、「1 日単位」が 18.2％（6 件/33 件）であった。 

 一方で、その他の 18.2％（6 件/33 件）は「半年」「学期末ごと」「該当年度」のような長期を示すも

のだけであった。 

その他 

学期末ごとに設定してある。 当該年度 30 時間 

半期毎 2～3 ヶ月 半年 

 

 

２－２－２．シャンプー実習における到達目標の設定期間について 

 シャンプー実習における到達目標の設定期間は、「授業（1 コマ）単位」が 36.4％（12 件/33 件）で最

も多く、「1 日単位」が 24.2％（8 件/33 件）であった。 

 一方で、その他の 18.2％（6 件/33 件）は「半年」「30 時間」「該当年度」のような長期を示すものだ

けであった。 

その他 

１年次の２学期末 当該年度 30 時間 

半期 6 ヶ月 半年 

 

 

  

6.1%
6.1%

39.4%

18.2%

9.1%

3.0%
18.2%

カット実習の到達目標の設定期間について

到達目標は設定していない

到達目標に期間を設定していない

授業（1コマ）単位

1日単位

1週間単位

1か月単位

その他

0.0%

12.1%
0.0%

36.4%

24.2%

3.0%
6.1%

18.2%

シャンプー実習の到達目標の設定期間について

シャンプー実習を実施していない

到達目標は設定していない

到達目標に期間を設定していない

授業（1コマ）単位

1日単位

1週間単位

1か月単位

その他
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２－３－１．カット実習における評価頻度について 

 カット実習における評価頻度は、「授業（1 コマ）単位」が 24.2％（8 件/33 件）で最も多く、「1 日単

位」が 18.2％（6 件/33 件）であった。 

 一方で、その他の 36.4％（12 件/33 件）は、1 件（「各項目」の回答）を除き、「半年」「期末ごとに評

価」のような長期を示すものが多くあった。 

その他 

期末ごとに評価 科目最終チェック時 2～3 ヶ月 

前期、後期の期末試験において 定期試験（中間、期末） 60 単位 

半年 各項目 検定年 1 回 

各スタイルの最終授業の際に評

価を実施している。 

カット授業をひとつの単位とし

て評価 

半期の中でテストを複数設け基

準を設定 

 

 

２－３－２．シャンプー実習における評価頻度について 

 シャンプー実習における評価頻度は、「授業（1 コマ）単位」と「1 日単位」が 19.4％（6 件/31 件）

で最も多く、次いで、「到達目標は設定していない」が 16.1％（5 件/31 件）であった。 

 一方で、その他の 32.3％（10 件/31 件）は、「半年」「期末ごとの評価」「年度評価」のような長期を

示すものだけであった。 

その他 

期末ごとに評価 年度評価 シャンプー授業をひとつの単位として

評価 前期、後期の期末試験において 半年 

半期 60 単位 サ イ ド シ ャ ン プ ー 、 バ ッ ク

シャンプーの最終授業の際に評価を実

施している。 

1 単位 最終コマに確認試験 

  

0.0%

24.2%

18.2%

9.1%
12.1%

36.4%

カット実習における、評価頻度について

到達目標は設定していない

授業（1コマ）単位

1日単位

1週間単位

1か月単位

その他

0.0%

16.1%

19.4%

19.4%

6.5%

6.5%

32.3%

シャンプー実習における、評価頻度について

シャンプー実習を実施していない

到達目標は設定していない

授業（1コマ）単位

1日単位

1週間単位

1か月単位

その他
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２－４－１．達成度の記録と共有体制について 

 カットまたはシャンプーの実習授業における達成度の記録と共有体制は、「学生ごとの達成度を記録

し、教員間と学生本人とで共有している」が 58.8％（20 件/34 件）で最も多く、次いで、「学生事の達

成度を記録し、教員間で共有している」が 23.5％（8 件/34 件）であった。 

 

 

２－５－１．カット技術の評価基準の有無と文書明記について 

 カット技術の評価基準の有無と文書明記方法は、「評価基準があり、文書に明記している」が 73.5％

（25 件/34 件）であった。 

 

 

  

0.0% 2.9%

23.5%

58.8%

14.7%

達成度の記録と共有体制について

達成度を評価していない

学生ごとの達成度を記録していない

学生ごとの達成度を記録し、教員間で共有している

学生ごとの達成度を記録し、教員間と学生本人と共有して

いる

学生ごとの達成度を記録し、授業担当者と学生本人だけで

共有している

73.5%

23.5%

2.9%

カット技術の評価基準の有無と文書明記について

評価基準があり、文書に明記している

評価基準はあるが、文書に明記していない

評価基準は存在せず（授業担当者の裁量）
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２－５－２．シャンプー技術の評価基準の有無と文書明記について 

 シャンプー技術の評価基準の有無と文書明記方法は、「評価基準があり、文書に明記している」が

52.9％（18 件/34 件）で最も多く、次いで、「評価基準はあるが、文書に明記していない」が 32.4％（11

件/34 件）であった。 

 

 

２－６－１．カット実習における評価基準の共有体制について 

 カット実習における評価基準の共有体制は、「評価基準は教員間および学生間で共有している」が

79.4％（27 件/34 件）であった。 

 

 

２－６－２．シャンプー実習における評価基準の共有体制について 

 シャンプー実習における評価基準の共有体制は、「評価基準は教員間および学生間で共有している」

が 64.7％（22 件/34 件）であった。 

 

2.9%

52.9%32.4%

11.8%

シャンプー技術の評価基準の有無と文書明記について

シャンプー実習を実施していない

評価基準があり、文書に明記している

評価基準はあるが、文書に明記していない

評価基準は存在せず（授業担当者の裁量）

2.9%

79.4%

17.6%

0.0%

カット実習の評価基準の共有体制について

評価基準は存在していない

評価基準は教員間および学生間で共有している

評価基準は教員間だけで共有している

評価基準は授業担当者のみが保持

0.0%

8.8%

64.7%

23.5%

2.9%

シャンプー実習の評価基準の共有体制について

シャンプー実習を実施していない

評価基準は存在していない

評価基準は教員間および学生間で共有している

評価基準は教員間だけで共有している

評価基準は授業担当者のみが保持
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３－１－１．実習授業の学生について 

 実習授業の学生数は、「30 人以上 40 人以下」が 73.5％（25 件/34 件）で、「20 人以上 30 人未満」が

14.7％（5 件/34 件）、「10 人以上 20 人未満」が 11.8％（4 件/34 件）であった。 

 

３－１－２．実習授業の教員数について 

実習授業の担当教員数は、1 人が 52.9％（18 件/34 件）と 2 人が 47.1％（16 件/34 件）であった。 

  

 

３－２－１．実習授業内で実施する実技展示の種類数について 

 実習授業内で実施する実技展示の種類数は、「1 種類」の回答が 47.1％（16 件/34 件）で最も多く、次

いで、「2 種類」が 23.5％（8 件/34 件）、「3 種類」が 20.6％（7 件/34 件）であった。 

 

３－２－２．実習授業内での実技展示の実施回数について 

 実習授業内での実技展示の実施回数は「2 回」が 34.4％（11 件/32 件）で最も多く、次いで、「1 回」

が 31.3％（10 件/32 件）、「3 回」が 21.9％（7 件/32 件）であった。 

 

  

 

  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

10人未満

10人以上20人未満

20人以上30人未満

30人以上40人以下

実習授業の学生数

52.9%

47.1%

実習の教員数

1人

2人

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

1種類

2種類

3種類

4種類

5種類

6種類

7種類

実習内の実技展示の種類

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1回

2回

3回

4回

5回

実習での実技展示の回数
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３－３－１．実技展示の環境について 

 実習授業での実技展示の環境は、「学生がグループに分かれ、グループごとに入れ替わり、教員の実技

展示を囲み目視する」が 85.3％（29 件/34 件）で最も多く、「全学生が同時に教員の実技展示を囲み目

視する」が 73.5％（25 件/34 件）であった。 

 

 

３－４－１．実技展示の取り組みについて 

 実習授業での実技展示の取り組みでは、「実習授業に複数の教員を配置している」の回答が 64.7％（22

件/34 件）で最も多く、次いで、「習熟度や理解度に合わせたグループ運用を実施している」が 50.0％

（17 件/34 件）であった。 

 

 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全学生が同時に教員の実技展示を囲み目視する

学生がグループに分かれ、グループごとに入れ替わり、教

員の実技展示を囲み目視する

教員の実技展示をスクリーンやモニターに投影し、全学生

が同時に目視する

教員の実技展示を送信し、学生が手元のパソコンやタブ

レットの画面で視聴する

実技展示の環境について

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

実習授業に複数の教員を配置している

実習授業に複数のティーチングアシスタントを配置している

実習授業に参加する学生を少人数制にしている

習熟度や理解度に合わせたグループ運用を実施している

実技展示の取り組みについて
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３－５－１．実技展示の課題や困りごとについて 

 実習授業での実技展示の課題や困りごとについては、「学生の立ち位置によって理解度が異なってしま

う」の回答が 87.9％（29 件/33 件）で多数を占めている。 

 

 

４－１－１．カリキュラムの最終目標水準について 

 カリキュラムの最終目標水準について、「国家試験課題のレイヤーカットのみではなく、他のベーシッ

クカットも指導している」の回答が 79.4％（27 件/34 件）で最も多く、次いで、「カリキュラムの最終

目標水準は、国家試験の合格水準よりも高いレベルにある」の回答が 55.9％（19 件/34 件）であった。 

 

 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

指導対象の学生数が多く、実技展示を繰り返さなければな

らない

学生の立ち位置によって理解度が異なってしまう

学生の個別質問への対応に苦慮している

相モデル（学生同士）で実習を行う際、同じ指導を2回繰り

返さなければならない

実技展示の課題や困りごとについて

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

カリキュラムの最終目標水準は、国家試験の合格水準と同

じ

カリキュラムの最終目標水準は、国家試験の合格水準より

も高いレベルにある

国家試験課題のレイヤーカットのみではなく、他のベーシッ

クカットも指導している

毛量の調整や質感の調整ができるように指導している

人間モデルを使ったカット実習を実施している

決められた時間内に、お客様に希望通りのヘアスタイルを

再現できるところまで指導している

カリキュラムの最終目標水準
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４－２－１．国家試験対応カリキュラムについて 

 国家試験の合格を目標とする場合のカリキュラムで必要な期間について、「1 年」の回答には 44.1％

（15 件/34 件）で最も多く、次いで、「1 年 6 ケ月」が 23.5％であった。 

 

 

５－１－１．独自教材について 

 カットまたはシャンプーの実習授業で使用する教科書以外の独自教材の作成と使用について、「カ

ラーの画像や図解を掲載した教材（紙や PDF）を作成し、実習授業で閲覧させている」の回答が 47.7％

（16 件/34 件）で最も多く、「教員の実技展示（模範実技）を撮影した動画を作成し、実習授業で視聴さ

せている」が 32.4％（11 件/34 件）であった。 

 

 

５－２－１．導入してみたい教材などについて 

 導入してみたい教材については、「動画撮影用機材」が 60.0％（18 件/30 件）、「実技動画」と「タイ

画面モニター」が 53.3％（16 件/30 件）であった。 

 

8.8%

11.8%

2.9%

44.1%

23.5%

8.8%

国家試験対応カリキュラム

3ヶ月

6ヶ月

9ヶ月

1年

1年6ヶ月

2年

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

カラーの画像や図解を掲載した教材（紙やPDF）を作成し、

実習授業で閲覧させている

カラーの画像や図解を掲載した大判のパネルを作成し、実

習授業で掲示閲覧させている

教員の実技展示（模範実技）を撮影した動画を作成し、実

習授業で視聴させている

独自に作成している教材はない

独自教材

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

大画面モニター

動画撮影用機材

実技動画

導入してみたい教材など
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６－１－１．情報端末の導入状況について 

 実習授業における情報端末（ノート PC、タブレット）の導入は、「導入していない」が、57.6％（19

件/33 件）で最も多く、次いで、「教室に 1 台」が 24.2％（8 件/33 件）であった。 

 

６－２－１．情報端末導入の目的について 

 実習授業において情報端末を導入している目的は、「実習授業で情報端末を導入していない」が 64.3％

（18 件/31 件）であった。 

  

 

６－３－１．通信環境について 

 実習室内の通信環境については、「実習室の情報端末には Wi-Fi（無線）でインターネット接続が可能」

が 63.6％（21 件/33 件）で最も多く、「学生の端末（スマホやノート PC）に Wi-Fi（無線）でインターネッ

ト接続が可能」が 51.5％（17 件 33 件）であった 

 

 

  

15.2% 3.0%

24.2%57.6%

情報端末の導入状況

学生１名に１台

学生数名に１台

教室に１台

導入していない
64.3%

14.3%

21.4%

情報端末導入の目的

実習授業で情報端末を

導入していない

遠隔授業に備えるため

授業効率を上げるため

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

実習室の情報端末には有線でインターネット接続が可能

実習室の情報端末にはWi-Fi（無線）でインターネット接続が

可能

学生の端末（スマホやノートPC）にWi-Fi（無線）でインター

ネット接続が可能

実習室にインターネットに接続できる通信環境は用意して

いない

通信環境
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６－４－１．学生のスマートフォン所有率について 

 学生のスマートフォン所有率は、「100％」の回答が 93.9％（31 件/33 件）で多数を占めている。 

 

 

６－５－１．遠隔（リモート）授業について 

 実習授業の遠隔（リモート）授業について、「遠隔での実習授業を実施しない」が 39.4％（13 件/33

件）で最も多く、「遠隔で実習授業を実施したことがある」の回答が 36.4％にとどまっている。 

 

 

  

93.9%

3.0% 3.0%

学生のスマートフォン所有率

100%

90％以上100％

未満

未確認未計測

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

遠隔で実習授業を実施している

遠隔で実習授業を実施したことがある

遠隔で実習授業の実施を計画している

遠隔での実習授業を実施しない

遠隔（リモート）授業
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７－１－１．就職指導について 

 

 

 

７－１－２．就職指導について 

 

 

 

 

97.0%

3.0%

就職指導：サロン選び

サロンの選び方を指導し

ている

サロンの選び方は指導し

ていない

78.1%

21.9%

就職指導：サロン名提示

サロン名を提示して指導

している

就職指導でサロン名は提

示していない
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3.3. アンケート結果まとめ 

3.3.1. サロン向けアンケート結果のまとめ 

・新卒者のカットやシャンプーの技術 

サロン向けアンケートにおいて、「1-1-1.」では新卒者の採用で「カットやシャンプーの技術」を重視

するとの回答が極めて少なく、「1-1-2-a.」や「1-1-2-b.」では新卒者の採用で「カット技術やシャンプー技

術について重視していない」ことや「技術チェックを行っていない」と約半数のサロンが回答している。 

また、「1-2-1.」では新卒者の採用後には 70％以上のサロンが「カットやシャンプーの技術」に対して

指導が必要であると回答しており、「1-2-2-a.」ではカット技術で新卒者の採用後に「姿勢」「立ち位置」

「ボディーコントロール」などの身体の使い方や「シザーの持ち方」「シザーの開閉」「まっすぐに切る」

ことなどの初歩的な事項、シャンプー技術においても「1-2-2-b.」では「力加減」「指使い」「左右の手の

動き」のような身体の使い方や初歩的な事項についてサロン内で指導が必要であると回答されている。 

さらに、これらの身体の使い方や初歩的な事項については、「4-1-1.」や「4-1-2.」でも専門学校での

指導強化が必要であると指摘している。 

 

・ヒューマンリテラシー 

「1-1-1.」では新卒者の採用で「勤労意欲」「礼儀や態度」「コミュニケーション能力」を重視するとの

回答が 90％以上である。一方で、「1-2-1.」で新卒者の採用後にも 70％以上のサロンで「勤労意欲」「礼

儀や態度」「コミュニケーション能力」について指導が必要であると回答している。 

また、「4-1-3.」「4-2-1.」では「マナー」や「挨拶」の回答が多くみられ、接客接遇面や社会人基礎力

などの、より実践的（実務的：接客業で必要とされるレベル）なヒューマンリテラシーに対する指導強

化の必要性を指摘している（期待されている）。 

 

・スタイリストデビュー 

「1-3-1.」「1-3-2-a.」「1-3-2-b.」「1-3-2-c.」から、新卒者のスタイリストデビューには、2 年から 2 年

半が必要とされ、20%から 30%が 1 年未満で退職し、「ジョブチェンジ」「人間関係」「モチベーション」

をおおよその理由として退職していることが確認できる。 

スタイリストに昇格するためには、「3-1-1.」から「3-1-9.」までで「カット各種の指導時間」が他の

指導時間に比べて非常に多くの指導時間を必要とし、「3-1-10.」からは技術全般の習得に 50 人から 100

人未満の人頭モデルを使った指導が必要としており、多くの指導を伴う実践的な経験が必要であること

が分かる。 

また、スタイリストに昇格するための教材は、「3-1-2.」から「3-10-2.」までで、どの指導項目であっ

ても「実技展示（模範実技）」がサロンのほぼ 100％で実施しており、どの指導項目であってもサロンの

50％以上が「自作テキスト（図、写真付き）」を使用していることから、視覚によって確認できる教材の

必要性が示されている。 

 

・国家試験のレベル 
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「2-2.」から、サロンの約半数が国家試験のレベルを「普通」と回答しているが、実技に対して実務

との差があるとのコメントが多い。 

 

3.3.2. 学校向けアンケート結果のまとめ 

・「カット技術」「シャンプー技術」の授業時間 

学校向けアンケートにおいて、「1-1-1.」から「1-1-6.」で確認したカットの技術項目ごとの指導時間

数の平均値を合計すると 197.5 時間、中央値を合計すると 142.5 時間であった。また、「1-2-1.」から「1-

2-3.」で確認したシャンプーの技術項目ごとの指導時間数の平均値を合計すると 78.7 時間、中央値を合

計すると 50.2 時間であった。 

 本アンケートでは、カットやシャンプーの総実習時間数を確認していないが、ここで算出された合計

時間数は、2 年制の美容系専門学校の総授業時間数（1600 時間）に対して、カットの指導時間数が 10％

程度、シャンプーの指導時間においては 5％未満でしかない。 

 また、カット技術において、国家試験リハーサルの指導時間が約 50％を占めていることから、カット

の指導時間数が 2 年制の総授業時間に対して 5％程度しか実施されていないことになる。 
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・評価にかかわる制度について 

「2-1-1.」で約 97％が到達目標をシラバスやコマシラバスに明記していると回答しているが、「2-2-1.」

「2-2-2.」「2-3-1.」「2-3-2.」では到達目標の設定期間や評価頻度が「1 週間単位」から「半年」「年度評

価」のような長期になっている回答が 30％程度みられることから、授業科目の評価の他に技術項目ごと

の目標設定や評価頻度について詳細な設計が必要であるように感じる。 

また、約 97％が到達目標はシラバスやコマシラバスに明記してと回答しているが、「2-5-1.」「2-5-2.」

では評価基準が文書明記されていないと約 25％が回答しており、「2-1-2.」「2-4-1.」「2-6-1.」「2-6-2.」

からは 20％程度が「到達目標」「達成度」「評価基準」を学生と共有していないと回答している。 

 

・実習授業の進め方と教材など 

「3-1-1.」から実習授業は 30 人以上 40 人以下で実施し、「3-1-2.」「3-4-1.」から 1 人または 2 人の教

員が実習を担当し、「3-3-1.」から「学生がグループに分かれ、グループごとに入れ替わり、教員の実技

展示を囲み目視する」「全学生が同時に教員の実技展示を囲み目視する」ことで実習授業を実施してい

るところが多いことが確認できる。 

「3-2-1.」と「3-2-2.」から、実習授業内で 3 種類以下の実技展示が実施され、実習授業で 3 回以下の

実技展示が実施されていることが確認できる。 

「3-5-1.」から、実習での実技展示で「学生の立ち位置によって理解度が異なってしまう」に約 90％

が課題を感じていると回答している。 

「5-1-1.」では、約 50％が画像や図解を掲載した紙や PDF の教材を、約 30％が実技展示を撮影した

動画教材を用意していると回答している。 

「5-2-1.」で、「動画撮影用機材」をはじめ、「実技動画」や「大画面モニター」の視聴覚教材に対する

導入ニーズが高くあることが確認できる。 

「6-3-1.」からは約 70％が通信環境を準備できているが、「6-1-1.」と「6-2-1.」からは実習授業での

情報端末の導入があまり進んでいない状況が確認できる。 

「6-5-1.」では、30％以上が遠隔での実習授業を実施しており、20％以上が遠隔での実習授業を計画

していると回答している。一方で約 40％が「遠隔での実習授業を実施しない」と回答している。 
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・カリキュラム 

「4-2-1.」では、国家試験合格だけを目標とするカリキュラムの教育期間は、91.2％（31 件/34 件）が

1 年半までと回答しており、1 年まででも 67.6％（24 件/34 件）が回答していることもあり、「4-1-1.」

では、カリキュラムの最終目標を「国家試験課題のレイヤーカットのみではなく、他のベーシックカッ

トも指導している」と約 80％が回答している。 

 

 

3.3.3. 総括 

・サロン向けアンケート結果から 

 国家試験合格レベル以上の技術は、専門学校の美容師教育に期待しないとの評価が、以前より美容師

業界から聞こえてきていた。本事業のアンケートでは、その風潮が事実であり、サロンが専門学校新卒

者を採用する際に技術力の程度は問わない姿勢が鮮明となっている。このような専門学校評価は、専門

学校の立場からすると自らの存在価値を見直さざるをえなくなる程に深刻な問題である。ひとまずは、

自動車教習所のように、国家試験だけ合格させられれば専門学校の使命を果たしたと開き直ることもで

きるが、そうだとしても、アンケート回答にもあるように、二年間もの教育期間が果たして本当に必要

なのかという別な疑念が生じてくるのである。どちらにしても、本事業のアンケート結果から、専門学

校の二年制美容学科は、自らの存在価値を省みざるをえない。 

 ここで、さしあたってふたつの方向性が考えられる。ひとつは、国家試験の合格だけを目ざす教育機

関として、かつてそうであったように一年制へと合理化、短縮化をはかることである1。もうひとつは、

サロンが専門学校新卒者の採用時に技術力を考慮に入れたくなるほど、美容技術教育の強化をはかるこ

とである。前者は、サロンの現在
．．

のニーズだけを満たす考え方で、後者は、サロンの潜在的
．．．

なニーズを

想定し、それも含めて満たそうとする考え方である。どちらの考え方が正しいかは、本事業のアンケート

結果から必然的に導き出せるものではない。しかし、サロン向けアンケートの自由記述からは、「試験内

容が実際の業務にマッチしない」、「国家試験とサロンの実技との差がありすぎ」、「今の国家試験ではサ

ロンに入ってからデビューするまで時間がかかる」等、実務現場の立場から、国家試験の内容や水準に

対するかすかな不満のニュアンスが透けて見えてくる。 

 アンケート実施後に、対象サロン数社にヒアリングしたところ、もし、国家試験合格レベルを優に上

回る教育を行う専門学校があれば、そのような学校からは優先的に学生を採用したいとの意見があった。

また、専門学校卒業後に入職し、すでに退職した者の状況を尋ねると、細かい事情は様々だが、おおむ

ねカット技術のレベルが低く、仕事へのモチベーションも低かったとのことだった。 

 本事業では、以上の結果から、サロンは、美容師国家試験合格レベル（２年制の美容専門学校卒業）

の技術レベルでは戦力的に物足りず、卒業直後の入職者にカット業務を任せることができない、そのた

め採用後にサロンで長期間にわたり技術指導しなければならない状況があり、潜在
．．

的には、専門学校段

階での技術教育の強化が求められていると解釈する。具体的には、専門学校のカリキュラムにおいて、

 
1  平成 10 年に美容師法が改正され、美容師の指定養成施設は、それまでの一年制から現行の二年制

へと一新された。 
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カット各種の訓練を充実させ、専門学校段階でスタイリストデビューまでに要する期間を短縮できるよ

うに、指導の改善強化が求められていると考える。 

 

・学校向けアンケート結果から 

「カット技術」「シャンプー技術」の指導時間が少ない状況から、就職後のスタイリストデビューまで

に要する期間を短縮できうる実践的な技術指導の時間を追加するべきである。 

また、「カット技術」の指導時間については、「国家試験リハーサル」の指導時間が目立ってしまうほ

どの時間配分になっていることから、就職後のスタイリストデビューまでに要する期間を短縮できうる

実践的な技術指導の時間が追加されるべきである。 

「評価にかかわる制度」の状況からは、「目標設定」や「評価頻度」について、より詳細に設計され、

精度の高いシラバスやコマシラバスが作られるべきであり、より詳細な「到達目標」「達成度」「評価基

準」が学生本人と共有され、学生に自覚を促すような運用方法に変更するべきである。 

実習授業の進め方と教材からは、「実技展示」による指導が教育の重要な要素になっていることから、

適宜利用確認できる実技展示の視覚教材の充実が求められる。 

カリキュラムにおいては、国家試験合格を目標とするものに、スタイリストデビューまでに要する期

間を短縮できるだけの指導内容と指導期間の拡充が求められている。 

 

・最後に 

本事業で開発される教育プログラムは、「スタイリストデビューまでに要する期間を短縮できるだけ

の指導内容と指導期間」になるものとして開発されなければならない。 
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3.4. カリキュラム案 

3.4.1. ベーシックカット（５１.４時間） 

１）水平ワンレングス（６.５時間） 

毛髪理論及びカット理論 講義 ６０分 １コマ  

VR 美容教材練習 

「＃１：水平ワンレングス」 

実習 ９０分 １コマ VR 実習 

水平ワンレングス練習 実技 １８０分 ２コマ 最低３回以上カット 

※ウィッグ 4 体使用 

※すべて同じ長さになる様

に 

毛髪理論理解度チェックテスト テスト ３０分 ↓  

採点・解説・質疑応答 講義 ３０分 １コマ  

 

２）前下がりワンレングス（５.６時間） 

VR 美容教材練習 

「＃２：前下がりワンレングス」 

実習 ９０分 １コマ VR 実習 

前下がりワンレングス練習 実技 １８０分 2 コマ 最低３回以上カット 

※ウィッグ３体使用 

※すべて同じ長さになる様

に 

毛髪理論理解度チェックテスト テスト ２０分 ↓ 復習 

カット理論理解度チェックテスト テスト ３０分 ↓  

採点・解説・質疑応答 講義 ２０分 1 コマ  

 

３）前あがりワンレングス（５.８時間） 

VR 美容教材練習 

「＃３：前上がりワンレングス」 

実習 ９０分 １コマ VR 実習 

前下がりワンレングス練習 実技 １８０分 2 コマ 最低３回以上カット 

※１体のウィッグを繰り返

し使用 

カット理論理解度チェックテスト テスト 2０分 ↓ 復習 

採点・解説・質疑応答 講義 ３０分 ↓  

ワンレングスでつくれる 

スタイルカットの説明 

講義 ３０分 １コマ  
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４）グラデーション（１２.５時間） 

VR 美容教材練習 

「＃４：グラデーション A 

シェーピング」 

実習 ６０分 １コマ VR 実習 

グラデーション A 

シェーピング練習 

実技 １８０分 2 コマ 最低３回以上カット 

※１体のウィッグを繰り

返し使用 

VR 美容教材練習 

「＃5 グラデーション B 

エレベーション」 

実習 ６０分 １コマ VR 実習 

グラデーション B 

エレベーション練習 

実技 １８０分 2 コマ 最低３回以上カット 

※１体のウィッグを繰り

返し使用 

VR 美容教材練習 

「＃グラデーション C 

ダイアゴナルスライス 

実習 ６０分 １コマ VR 実習 

グラデーション C 

ダイアゴナルスライス練習 

実技 １８０分 2 コマ 最低３回以上カット 

※前下がりワンレンで使

用した 3 体を使用。 

グラデーションで造れる 

スタイルカットの説明 

講義 ３０分 １コマ  
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５）レイヤー（１４時間） 

VR 美容教材練習 

「＃７：フロントレイヤー」 

実習 ９０分 １コマ VR 実習 

フロントレイヤー練習 実技 １８０分 2 コマ 最低３回以上カット 

※１体のウィッグを繰り返

し使用 

VR 美容教材練習 

「＃8：ラウンドレイヤー」 

実習 ９０分 １コマ VR 実習 

ラウンドレイヤー練習 実技 １８０分 2 コマ 最低３回以上カット 

※１体のウィッグを繰り返

し使用 

VR 美容教材練習 

「＃９：セイムレイヤー」 

実習 ９０分 １コマ VR 実習 

セイムレイヤー練習 実技 １８０分 2 コマ 最低３回以上カット 

※１体のウィッグを繰り返

し使用 

レイヤーでつくれる 

スタイルカットの説明 

講義 ３０分 １コマ  
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６－１）シングリング・刈り上げ（３時間） 

VR 美容教材練習 

「＃１０：シングリング」 

実習 ９０分 １コマ VR 実習 

シングリング・刈り上げ練習 実技 ６０分 ↓ 前下がりワンレン及びグラ

デーション C で使用した 2

体を使用 

チェック・フィードバック 実習 ３０分 １コマ  

 

６－２）セニング（２.５時間） 

質感調整、毛量調整の説明 講義 ３０分 0.5 コマ  

セニング練習 実技 １２０分 1.5 コマ 水平ワンレングス A 

⇒レイヤーセニング 

水平ワンレングス B 

⇒グラデーションセニング 

水平ワンレングス C 

⇒セニングなし 

３体を並べセニングによる 

シルエット変化を確認 

 

６－３） 質感調整（１.5 時間） 

質感調整練習 実技 ６０分 ↓ フロントレイヤー、グラ

デーション B.C のウィッグ

を使用してチョップカッ

ト、スライドカット、テーパ

リング、クリッピング練習 

チェック・フィードバック 実習 ３０分 １コマ  
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3.4.2. ベーシックブロー（１８.５時間） 

水平ワンレングス A・前下がりグラデーション・ラウンドレイヤーのウィッグを使用し、 

デンマンブラシ、ロールブラシ中・小、スケルトンブラシを使用しての練習。 

ワンレングス２０分、グラデーション２０分、レイヤーブロー２５分での仕上りを目指す。 

 

７）ブロー 

ブロー理論 講義 ３０分 0.5 コマ  

ワンレングスブロー 実技 ３６０分 ４コマ 水平ワンレングスの 

ウィッグ 

グラデーションブロー 実技 ３６０分 ４コマ グラデーション A の 

ウィッグ 

レイヤーブロー 実技 ３６０分 ４コマ ラウンドレイヤーの 

ウィッグ 

 

3.4.3. スタイルカット（４４.５時間） 

メンズショート×3 スタイル、ショート～ミディアム×3 スタイル、ミディアム～ロング×3 スタイル 

スタイリング込みで 1 スタイルを練習し、45 分目標とする。 

 

８－１）ミディアム～ロングスタイル１（４.５時間） 

展開図作成 講義 ６０分 ↓  

採点・指示だし 講義 ３０分 １コマ  

カット 実習 ６０分 ↓  

チェック・フィードバック 実習 １２０分 2 コマ  

 

８－２）ミディアム～ロングスタイル２（４.５時間） 

展開図作成 講義 ６０分 ↓  

採点・指示だし 講義 ３０分 １コマ  

カット 実習 ６０分 ↓  

チェック・フィードバック 実習 １２０分 2 コマ  

 

８－３）ミディアム～ロングスタイル３（４.５時間） 

展開図作成 講義 ６０分 ↓  

採点・指示だし 講義 ３０分 １コマ  

カット 実習 ６０分 ↓  

チェック・フィードバック 実習 １２０分 2 コマ  
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９－１）メンズショート 1 （６.５時間） 

＃１１の展開図説明 講義 ３０分 0.5 コマ  

VR 美容教材練習 

「＃１１：スタイルカットショート」 

実習 ９０分 １コマ VR 実習 

展開図作成 講義 ６０分 ↓  

採点・指示だし 講義 ３０分 １コマ  

カット 実習 ６０分 ↓  

チェック・フィードバック 実習 120 分 2 コマ  

 

９－２）メンズショート２（４.５時間） 

展開図作成 講義 ６０分 ↓  

採点・指示だし 講義 ３０分 １コマ  

カット 実習 ６０分 ↓  

チェック・フィードバック 実習 120 分 2 コマ  

 

９－３）メンズショート３（４.５時間） 

展開図作成 講義 ６０分 ↓  

採点・指示だし 講義 ３０分 １コマ  

カット 実習 ６０分 ↓  

チェック・フィードバック 実習 120 分 2 コマ  
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１０－１）ショート～ミディアムスタイル１（６.５時間） 

♯12 の展開図説明 講義 ３０分 0.5 コマ  

VR 美容教材練習 

「＃１２：スタイルカット 

ミディアムレングス」 

実習 ９０分 １コマ VR 実習 

展開図作成 講義 ６０分 ↓  

採点・指示だし 講義 ３０分 １コマ  

カット 実習 ６０分 ↓  

チェック・フィードバック 実習 １２０分 2 コマ  

 

１０－２）ショート～ミディアムスタイル２（４.５時間） 

展開図作成 講義 ６０分 ↓  

採点・指示だし 講義 ３０分 １コマ  

カット 実習 ６０分 ↓  

チェック・フィードバック 実習 １２０分 2 コマ  

 

１０－３）ショート～ミディアムスタイル３（４.５時間） 

展開図作成 講義 ６０分 ↓  

採点・指示だし 講義 ３０分 １コマ  

カット 実習 ６０分 ↓  

チェック・フィードバック 実習 １２０分 2 コマ  

 

3.4.4. 技術習得に必要な期間とコマ数 

・ベーシックカット ： ５１.４時間 

・ベーシックブロー ： １８.５時間 

・スタイルカット ： ４４.５時間 

    合計：１１４.４時間（７６.５コマ） 

 

・使用ウィッグ台数最低２２体  

・週１回、１回１コマペースなら約１６～１７ヶ月 

・１日５コマ集中的にやれば、１６日間 

 

その後、実際に人間を３０名ほど経験すればスタイルカットは習得可能。 

ヘアカラー、パーマ、ストレートパーマ、ヘアセットなどは別途トレーニングが必要。                 
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3.5. 映像コンテ 
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3.6 カット・シャンプー判定基準案 

カット判定基準案 

 

 

 

  

P.88

1 5：常時できている　4：ほとんどできている　3：おおむねできている　2：時にできている　1：できていない

2 5：円滑にできている　4：ほとんど円滑にできている　3：おおむねできている　2：時にできている　1：できていない

3 5：非常に適切である　4：適切である　3：問題のないレベル　2：やや問題がある　1：修正の要あり

4 5：適切な位置で握っている　４：ほぼ適切な位置　3：おおむね適切な位置　2：やや問題がある　1：修正の要あり

5 5：角度は良好である　4：ほぼ適切な角度　3：おおむね適切な角度　2：やや修正の要あり　1：問題あり

6 5：適切な向きである　4：ほぼ適切な向き　3：おおむね適切な向き　2：やや問題がある　1：問題あり

7 5：適切な向きである　4：ほぼ適切な向き　3：おおむね適切な向き　2：やや問題がある　1：問題あり

8 5：適切な深さ　4：ほぼ適切な深さ　3：おおむね適切な深さ　2：やや問題がある　1：問題あり

9 5：角度は良好である　4：ほぼ適切な角度　3：おおむね適切な角度　2：やや修正の要あり　1：問題あり

10 5：３要素とも良好　4：３要素ともおおむね良好　3：３要素とも普通の水準　2：3要素ともやや問題がある　1：３要素とも問題あり

11 5：完璧に静止している　4：ほとんど静止している　3：おおむね静止している　2：動いている　1：よく動く

12 5：３要素とも良好　4：３要素ともおおむね良好　3：３要素とも普通の水準　2：3要素ともやや問題がある　1：３要素とも問題あり

美容技術理論

シザーズのネジ（要）の部分を左手で持つ。

ネジから鋏先に左手を移行する。

右手薬指の深さ

シザーズを握る指の位置

科目名

開閉動作時の足の位置、肘関節、目線

ヘアカッティング

手首を返した時の手掌の向き

手首を返した時の鋏先の向き

母指孔に入れた母指の位置

手首を返し、開閉動作する際の右手の角度

動刃を動かす際の母指の位置、深さ、動き

静刃が静止しているか

シザーズを握った手首の角度

４章

2　シザーズとレザーの扱い方

①　シザーズ

ⓐシザーズの持ち方と開閉

P.88

1 5：常時できている　4：ほとんどできている　3：おおむねできている　2：時にできている　1：できていない

2 5：円滑にできている　4：ほとんど円滑にできている　3：おおむねできている　2：時にできている　1：できていない

3 5：非常に適切である　4：適切である　3：問題のないレベル　2：やや問題がある　1：修正の要あり

4 5：適切な位置で握っている　４：ほぼ適切な位置　3：おおむね適切な位置　2：やや問題がある　1：修正の要あり

5 5：角度は良好である　4：ほぼ適切な角度　3：おおむね適切な角度　2：やや修正の要あり　1：問題あり

6 5：適切な向きである　4：ほぼ適切な向き　3：おおむね適切な向き　2：やや問題がある　1：問題あり

7 5：適切な向きである　4：ほぼ適切な向き　3：おおむね適切な向き　2：やや問題がある　1：問題あり

8 5：適切な深さ　4：ほぼ適切な深さ　3：おおむね適切な深さ　2：やや問題がある　1：問題あり

9 5：角度は良好である　4：ほぼ適切な角度　3：おおむね適切な角度　2：やや修正の要あり　1：問題あり

10 5：３要素とも良好　4：３要素ともおおむね良好　3：３要素とも普通の水準　2：3要素ともやや問題がある　1：３要素とも問題あり

11 5：完璧に静止している　4：ほとんど静止している　3：おおむね静止している　2：動いている　1：よく動く

12 5：３要素とも良好　4：３要素ともおおむね良好　3：３要素とも普通の水準　2：3要素ともやや問題がある　1：３要素とも問題あり

手首を返し、開閉動作する際の右手の角度

動刃を動かす際の母指の位置、深さ、動き

静刃が静止しているか

開閉動作時の足の位置、肘関節、目線

シザーズを握る指の位置

シザーズを握った手首の角度

手首を返した時の手掌の向き

手首を返した時の鋏先の向き

母指孔に入れた母指の位置

①　シザーズ

ⓐシザーズの持ち方と開閉

シザーズのネジ（要）の部分を左手で持つ。

ネジから鋏先に左手を移行する。

右手薬指の深さ

科目名 美容技術理論

４章 ヘアカッティング

2　シザーズとレザーの扱い方

P.89

1 5：常時できている　4：ほとんどできている　3：おおむねできている　2：時にできている　1：できていない

2 5：常時できている　4：ほとんどできている　3：おおむねできている　2：時にできている　1：できていない

3 5：非常に適切である　4：適切である　3：問題のないレベル　2：やや問題がある　1：修正の要あり

4 5：角度は良好である　4：ほぼ適切な角度　3：おおむね適切な角度　2：やや修正の要あり　1：問題あり

5 5：角度は良好である　4：ほぼ適切な角度　3：おおむね適切な角度　2：やや修正の要あり　1：問題あり

6 5：非常に円滑である　4：円滑である　3：問題のないレベル　2：やや問題がある　1：修正の要ありコームを左手母指に預けた後、円滑にシザーズを持ち替えているか

パネルを挟むときの左示指、中指の角度は適切か

科目名

４章

2　シザーズとレザーの扱い方

①　シザーズ

ⓑシザーズとコームの連係動作

美容技術理論

母指を母指孔から抜いた後円滑に鋏先の向きを変えてシザーズを固定できているか

母指と示指と中指がコームの適切な位置にあるか

コームを持った時、鋏先の向きは適切か

コーミングの際のコームの角度は地面に対して水平か

ヘアカッティング
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P.92

1 5：非常に適切である　4：適切である　3：問題のないレベル　2：やや問題がある　1：修正の要あり

2 5：非常に適切である　4：適切である　3：問題のないレベル　2：やや問題がある　1：修正の要あり

3 5：非常に適切である　4：適切である　3：問題のないレベル　2：やや問題がある　1：修正の要あり

4 5：非常に適切である　4：適切である　3：問題のないレベル　2：やや問題がある　1：修正の要あり

5 5：非常に適切である　4：適切である　3：問題のないレベル　2：やや問題がある　1：修正の要あり

6 5：非常に適切である　4：適切である　3：問題のないレベル　2：やや問題がある　1：修正の要あり

切る対象との距離は適切か？

科目名

４章

4　ヘアカッティングの正しい姿勢

美容技術理論

ヘアカッティング

切る対象の高さは適切か？

腕の曲がり具合は適切か？

ほぼ肩幅のスタンスか？

背筋は伸びているか？

目線高さの調節は膝の屈伸で対応できているか？

P.93

1 5：非常に正確である　4：正確である　3：問題のないレベル　2：やや不正確　1：修正の要あり

2 5：非常に正確である　4：正確である　3：問題のないレベル　2：やや不正確　1：修正の要あり

3 5：非常に正確である　4：正確である　3：問題のないレベル　2：やや不正確　1：修正の要あり

4 5：非常に正確である　4：正確である　3：問題のないレベル　2：やや不正確　1：修正の要あり

5 5：非常に正確である　4：正確である　3：問題のないレベル　2：やや不正確　1：修正の要あり

6 5：非常に適切である　4：適切である　3：問題のないレベル　2：やや問題がある　1：修正の要あり

7 5：非常に適切である　4：適切である　3：問題のないレベル　2：やや問題がある　1：修正の要あり

8 5：非常に適切である　4：適切である　3：問題のないレベル　2：やや問題がある　1：修正の要あり

9 5：非常に適切である　4：適切である　3：問題のないレベル　2：やや問題がある　1：修正の要あり

科目名 美容技術理論

４章 ヘアカッティング

5　ヘアカッティングの正しい姿勢

コームが頭皮に接触する際の圧力は適切か。

一本目の分割線を引いた後の毛髪の処置は適切か。

最終の分割線を引いた後の毛髪の処置は適切か。

ダックカールクリップによる毛髪の固定具合は適切か。

正中線を正確にウィッグ上に引けるか。

側垂直線を正確にウィッグ上に引けるか。

側水平線を正確にウィッグ上に引けるか。

FP・TP・GP・EP・BP・NPをウィッグ上で正確に指し示せるか。

FS・SS（右）・SS（左）・TS・BS・NSをウィッグ上で正確に取り分けられるか。

P.95

1 5：非常に適切である　4：適切である　3：問題のないレベル　2：やや問題がある　1：修正の要あり

2 5：非常に適切である　4：適切である　3：問題のないレベル　2：やや問題がある　1：修正の要あり

3 5：非常に適切である　4：適切である　3：問題のないレベル　2：やや問題がある　1：修正の要あり

4 5：非常に適切である　4：適切である　3：問題のないレベル　2：やや問題がある　1：修正の要あり

①スライスの種類

科目名 美容技術理論

４章 ヘアカッティング

6　ヘアカッティングの基礎理論

ダックカールクリップを外した後のクリップの扱いは適切か。

コームの圧力は適切か。

毛束の厚さを制御できているか。

毛髪への引張強度は適切か。

P.96

1 5：非常に適切である　4：適切である　3：問題のないレベル　2：やや問題がある　1：修正の要あり

2 5：非常に適切である　4：適切である　3：問題のないレベル　2：やや問題がある　1：修正の要あり

3 5：非常に適切である　4：適切である　3：問題のないレベル　2：やや問題がある　1：修正の要あり

ⓐ横スライスの場合

シェープの際のコーミングの回数とパネルの状態は適切か。

パネルの引張強度は適切か。

頭皮に対する角度は適切か。

科目名 美容技術理論

４章 ヘアカッティング

6　ヘアカッティングの基礎理論

②パネルと頭皮の角度
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シャンプー判定基準案 

 

 

P.96

1 5：非常に適切である　4：適切である　3：問題のないレベル　2：やや問題がある　1：修正の要あり

2 5：非常に適切である　4：適切である　3：問題のないレベル　2：やや問題がある　1：修正の要あり

3 5：非常に適切である　4：適切である　3：問題のないレベル　2：やや問題がある　1：修正の要あり

ⓑ縦スライスの場合

シェープの際のコーミングの回数とパネルの状態は適切か。

パネルの引張強度は適切か。

オンベースのパネル左右の角度は等しいか。

科目名 美容技術理論

４章 ヘアカッティング

6　ヘアカッティングの基礎理論

②パネルと頭皮の角度

科目名

1 章

P.6

5：適切である　4：ほとんど適切である　3：おおむね適切である　2：やや不適切である　1：不適切である

5：適切である　4：ほとんど適切である　3：おおむね適切である　2：やや不適切である　1：不適切である

5：適切である　4：ほとんど適切である　3：おおむね適切である　2：やや不適切である　1：不適切である

5：適切である　4：ほとんど適切である　3：おおむね適切である　2：やや不適切である　1：不適切である

5：適切である　4：ほとんど適切である　3：おおむね適切である　2：やや不適切である　1：不適切である

5：適切である　4：ほとんど適切である　3：おおむね適切である　2：やや不適切である　1：不適切である

5：適切である　4：ほとんど適切である　3：おおむね適切である　2：やや不適切である　1：不適切である⑦クロスの締め加減は適切か。

①お客様からの距離は適切か。

②タオルの持ち方は適切か。

美容実習

シャンプーイング

1　クロス掛け

③首への回し方は適切か。

④固定方法は適切か。

⑤タオルの締め加減は適切か。

⑥クロスを掛ける手順は適切か。

科目名

1 章

P.7

5：適切である　4：ほとんど適切である　3：おおむね適切である　2：やや不適切である　1：不適切である

5：適切である　4：ほとんど適切である　3：おおむね適切である　2：やや不適切である　1：不適切である

5：適切である　4：ほとんど適切である　3：おおむね適切である　2：やや不適切である　1：不適切である

5：完全に理解している　4：ほとんど理解している　3：おおむね理解している　2：やや不理解不足である　1：理解していない

5：正確であるである　4：ほとんど正確であるである　3：おおむね正確であるである　2：やや不正確である　1：不正確である

5：適切である　4：ほとんど適切である　3：おおむね適切である　2：やや不適切である　1：不適切である

5：適切である　4：ほとんど適切である　3：おおむね適切である　2：やや不適切である　1：不適切である

5：適切な深さ　4：ほぼ適切な深さ　3：おおむね適切な深さ　2：やや問題がある　1：問題あり⑧ブラッシング時の左手の動きは適切か

美容実習

シャンプーイング

2　ブラッシング

①ブラシの頭皮に当たる圧力は適切か。

②ブラシの入る深さは適切か。

③区分の移動順序は適切か。

④区分の順序の根拠を理解しているか。

⑤ブラシの中心点は正確か。

⑥ブラシの動かし方は適切か。

⑦各区分のブラッシング回数は適切か。
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科目名

1 章

P.9

5：押さえているる　4：ほとんど押さえている　3：おおむね押さえている　2：ほとんど押さえていない　1：押さえていない

5：適切である　4：ほとんど適切である　3：おおむね適切である　2：やや不適切である　1：不適切である

5：適切である　4：ほとんど適切である　3：おおむね適切である　2：やや不適切である　1：不適切である

5：適切である　4：ほとんど適切である　3：おおむね適切である　2：やや不適切である　1：不適切である

5：適切である　4：ほとんど適切である　3：おおむね適切である　2：やや不適切である　1：不適切である

5：適切である　4：ほとんど適切である　3：おおむね適切である　2：やや不適切である　1：不適切である

5：適切である　4：ほとんど適切である　3：おおむね適切である　2：やや不適切である　1：不適切である

5：適切である　4：ほとんど適切である　3：おおむね適切である　2：やや不適切である　1：不適切である

5：適切である　4：ほとんど適切である　3：おおむね適切である　2：やや不適切である　1：不適切である

5：適切である　4：ほとんど適切である　3：おおむね適切である　2：やや不適切である　1：不適切である

5：全く濡れていない　4：ほとんど濡れていない　3：わずかに濡れている　2：かなり濡れている　1：おおいに濡れている

5：全く入っていない　4：ほとんど入っていない　3：わずかに入っている　2：かなり入っている　1：おおいに入っている

5：全体をすすいでいる　4：ほとんどすすいだ　3：おおむねすすいだ　2：やや残っている　1：おおいに残っている

5：全く濡らしていない　4：ほとんど濡らしていない　3：わずかに濡らしている　2：かなり濡らしている　1：おおいに濡らしている⑭お客様の衣服を濡らしていないか？

⑨お客様への温度確認は適切か？

⑩フェイスラインウェッティングの際、シャワーヘッドの動きは適切か？

⑪フェイスラインウェッティングの際、顔が濡れていないか？

⑫耳にお湯が入っていないか？

⑬毛髪全体をすすいだか？

⑧温度確認は適切か？

美容実習

シャンプーイング

3　すすぎ

①シャンプークロスの背部分を押さえているか。

②お客様の頭を支える手は適切か。

③お客様の頭を支える部位は適切か。					

④立ち位置は適切か。					

⑤両手を適切に使って持ち上げているか。

⑥フェイスマスクの目的を適切に理解しているか。

⑦シャンプーヘッドの持ち方は適切か。

科目名

1 章

P.11

5：適切である　4：ほとんど適切である　3：おおむね適切である　2：やや不適切である　1：不適切である

5：適切である　4：ほとんど適切である　3：おおむね適切である　2：やや不適切である　1：不適切である

5：適切である　4：ほとんど適切である　3：おおむね適切である　2：やや不適切である　1：不適切である

5：適切である　4：ほとんど適切である　3：おおむね適切である　2：やや不適切である　1：不適切である

5：あっている　4：ほとんどあっている　3：おおむねあっている　2：ややあっていない　1：あっていない

5：適切である　4：ほとんど適切である　3：おおむね適切である　2：やや不適切である　1：不適切である

5：適切である　4：ほとんど適切である　3：おおむね適切である　2：やや不適切である　1：不適切である

5：適切である　4：ほとんど適切である　3：おおむね適切である　2：やや不適切である　1：不適切である

5：適切である　4：ほとんど適切である　3：おおむね適切である　2：やや不適切である　1：不適切である

5：適切である　4：ほとんど適切である　3：おおむね適切である　2：やや不適切である　1：不適切である

⑧頭の持ち上げ方は適切か？

⑨すすぎの程度は適切か？

⑩耳にお湯が入らないよう適切にすすぎができているか？

②シャンプー剤の延ばし方、泡立ては適切か。

③縦洗いの手の動きの速度は適切か？					

④縦洗いの指の力加減は適切か？					

⑤両手の動かし方のバランスはあっているか？

⑥各セクションを洗う順序は適切か？

⑦各セクションを洗う時間は適切か？

①お湯を出すタイミングは適切か？

美容実習

シャンプーイング

4 シャンプーイング　

ファーストシャンプー

科目名

1 章

P.13

5：適切である　4：ほとんど適切である　3：おおむね適切である　2：やや不適切である　1：不適切である

5：適切である　4：ほとんど適切である　3：おおむね適切である　2：やや不適切である　1：不適切である

5：適切である　4：ほとんど適切である　3：おおむね適切である　2：やや不適切である　1：不適切である

5：適切である　4：ほとんど適切である　3：おおむね適切である　2：やや不適切である　1：不適切である

5：あっている　4：ほとんどあっている　3：おおむねあっている　2：ややあっていない　1：あっていない

5：適切である　4：ほとんど適切である　3：おおむね適切である　2：やや不適切である　1：不適切である

5：適切である　4：ほとんど適切である　3：おおむね適切である　2：やや不適切である　1：不適切である

5：適切である　4：ほとんど適切である　3：おおむね適切である　2：やや不適切である　1：不適切である

5：適切である　4：ほとんど適切である　3：おおむね適切である　2：やや不適切である　1：不適切である

5：適切である　4：ほとんど適切である　3：おおむね適切である　2：やや不適切である　1：不適切である

5：完全に理解している　4：ほとんど理解している　3：おおむね理解している　2：やや理解不足　1：理解できていない

⑧頭の持ち上げ方は適切か？

⑨すすぎの程度は適切か？

⑩耳にお湯が入らないよう適切にすすぎができているか？

⑪片手、両手の縦洗いの目的を理解しているか？

②シャンプー剤の延ばし方、泡立ては適切か。

③縦洗いの手の動きの速度は適切か？					

④縦洗いの指の力加減は適切か？					

⑤両手の動かし方のバランスはあっているか？

⑥各セクションを洗う順序は適切か？

⑦各セクションを洗う時間は適切か？

①お湯を出すタイミングは適切か？

美容実習

シャンプーイング

4 シャンプーイング　

セカンドシャンプー
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3.7. プロトタイプ映像 

 ※別添の DVD メディアに収録 

  

科目名

1 章

P.14

5：適切である　4：ほとんど適切である　3：おおむね適切である　2：やや不適切である　1：不適切である

5：適切である　4：ほとんど適切である　3：おおむね適切である　2：やや不適切である　1：不適切である

5：適切である　4：ほとんど適切である　3：おおむね適切である　2：やや不適切である　1：不適切である

5：適切である　4：ほとんど適切である　3：おおむね適切である　2：やや不適切である　1：不適切である

5：あっている　4：ほとんどあっている　3：おおむねあっている　2：ややあっていない　1：あっていない

5：適切である　4：ほとんど適切である　3：おおむね適切である　2：やや不適切である　1：不適切である

5：適切である　4：ほとんど適切である　3：おおむね適切である　2：やや不適切である　1：不適切である

5：適切である　4：ほとんど適切である　3：おおむね適切である　2：やや不適切である　1：不適切である⑧洗い流す程度は適切か？

②各部位への塗布は適切か。

③毛髪細部への塗布は適切か？					

④毛髪一本ずつへの塗布は適切か？					

⑤プッシュする場所はあっているか？

⑥押し加減は適切か？

⑦洗い流す前の塗布状況の確認は適切か？

①すすぎは適切か？

美容実習

シャンプーイング

5 リンス　

科目名

1 章

P.15

5：適切である　4：ほとんど適切である　3：おおむね適切である　2：やや不適切である　1：不適切である

5：適切である　4：ほとんど適切である　3：おおむね適切である　2：やや不適切である　1：不適切である

5：適切である　4：ほとんど適切である　3：おおむね適切である　2：やや不適切である　1：不適切である

5：適切である　4：ほとんど適切である　3：おおむね適切である　2：やや不適切である　1：不適切である

5：あっている　4：ほとんどあっている　3：おおむねあっている　2：ややあっていない　1：あっていない

5：適切である　4：ほとんど適切である　3：おおむね適切である　2：やや不適切である　1：不適切である

5：適切である　4：ほとんど適切である　3：おおむね適切である　2：やや不適切である　1：不適切である

5：適切である　4：ほとんど適切である　3：おおむね適切である　2：やや不適切である　1：不適切である

5：適切である　4：ほとんど適切である　3：おおむね適切である　2：やや不適切である　1：不適切である

5：まったくない　4：ほとんどない　3：おおむねない　2：ややゆるい　1：たるむ

⑧タオルの前端の位置は適切か？

⑨タオルを巻くきつさ加減は適切か？

⑨タオルがたるむことはないか？

②タオルを当てる圧力は適切か？

③タオルドライの圧力は適切か？					

④タオルドライによる水分の取り方は適切か？					

⑤首すじなどのふき取りは適切か？

⑥上体を起こす速度は適切か？

⑦タオルの左右のバランスは適切か？

①フェイスライン、耳等の水分のふき取りは適切か？

美容実習

シャンプーイング

6 タオルドライとターバン　
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3.8.プロトタイプ・プログラム設計書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VIVE Cosmos コントローラーについて 

コントローラーのキー割り当てについては下記内容となります。 

①右バンパー    ・・・＞使用しない 

②右トリガー    ・・・＞使用しない 

③グリップボタン  ・・・＞    決定 

正面図 

①ジョイスティック  ・・・＞回転体の回転  

②VIVE ボタン    ・・・＞使用しない 

※右コントローラーのみ使用となります。 

裏面図 
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ワンレングス水平 TOP画面遷移フローチャート 

 

内 容 

・美容師育成コース 

・チャプター選択・ ◆TOP画面からは以下の内容が選択可能となります。 

・カットスタイル選択 

※プロトタイプで選択可能なのは 

S01 となります。 

※プロトタイプでは、 

その他のスタイルはグレーアウト 

 



133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ワンレングス水平 S1CP画面遷移フローチャート 

◆チャプター画面からは、以下の内容が選択可能となります。 

・C01 カットから C10 まで選択することで選択したカットから教材が開始します。 

・TOP を選択することで TOP画面に移行します。 

・次項を選択することで画面が次項へ移行し、C11から C19 まで選択することが可能となり 

選択したカットから教材が開始します。 

 

内 容 

・美容師育成コース 

・チャプター選択・ 
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ワンレングス水平 C1遷移フローチャート 

◆C1画面からは、以下の内容が選択可能となります。 

・ジョイスティック操作により任意に回転させることができます。 

・「もう一度確認する」を選択することで C1からはじまります。 

・「次に進む」を選択することで C2 へ進みます。 

・C2へ進むを選択することで C2 へ進みます。 

内 容 

・美容師育成コース 

・チャプター選択・ 



135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ワンレングス水平 C2遷移フローチャート 

◆C2画面からは、以下の内容が選択可能となります。 

・「もう一度確認する」を選択することで C2からはじまります。 

・「次に進む」を選択することで C3 へ進みます。 

・C3へ進むを選択することで C3 へ進みます。 

内 容 

・美容師育成コース 

・チャプター選択・ 
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ワンレングス水平 C3遷移フローチャート 

◆C3画面からは、以下の内容が選択可能となります。 

・「もう一度確認する」を選択することで C3からはじまります。 

・「次に進む」を選択することで C4 へ進みます。 

 

内 容 

・美容師育成コース 

・チャプター選択・ 
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ワンレングス水平 C4遷移フローチャート 

◆C4画面からは、以下の内容が選択可能となります。 

・「もう一度確認する」を選択することで C4からはじまります。 

・「次に進む」を選択することで C5 へ進みます。 

内 容 

・美容師育成コース 

・チャプター選択・ 
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ワンレングス水平 C5遷移フローチャート 

◆C5画面からは、以下の内容が選択可能となります。 

・マルチウィンドウを選択することでマルチウィンドウの ON、OFFが可能となります。 

・グレー／現実カメラ切替を選択することでグレー／現実カメラの切り替えが可能となります。 

・「もう一度確認する」を選択することで C5からはじまります。 

・「次に進む」を選択することで C6 へ進みます。 

 

内 容 

・美容師育成コース 

・チャプター選択・ 



139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ワンレングス水平 C6遷移フローチャート 

◆C6画面からは、以下の内容が選択可能となります。 

・ジョイスティック操作により任意に回転させることができます。 

・「もう一度確認する」を選択することで C6からはじまります。 

・「次に進む」を選択することで C7 へ進みます。 

 

内 容 

・美容師育成コース 

・チャプター選択・ 
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ワンレングス水平 C7遷移フローチャート 

◆C7画面からは、以下の内容が選択可能となります。 

・「もう一度確認する」を選択することで C7からはじまります。 

・「次に進む」を選択することで C8 へ進みます。 

内 容 

・美容師育成コース 

・チャプター選択・ 
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ワンレングス水平 C8遷移フローチャート 

◆C8画面からは、以下の内容が選択可能となります。 

・マルチウィンドウを選択することでマルチウィンドウの ON、OFFが可能となります。 

・グレー／現実カメラ切替を選択することでグレー／現実カメラの切り替えが可能となります。 

・「もう一度確認する」を選択することで C8からはじまります。 

・「次に進む」を選択することで C9 へ進みます。 

 

内 容 

・美容師育成コース 

・チャプター選択・ 
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ワンレングス水平 C9遷移フローチャート 

◆C9画面からは、以下の内容が選択可能となります。 

・「もう一度確認する」を選択することで C9からはじまります。 

・「次に進む」を選択することで C10 へ進みます。 

内 容 

・美容師育成コース 

・チャプター選択・ 
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ワンレングス水平 C10遷移フローチャート 

◆C10画面からは、以下の内容が選択可能となります。 

・「もう一度確認する」を選択することで C10はじまります。 

・「次に進む」を選択することで C11進みます。 

・C11 へ進むを選択することで C11 へ進みます。 

内 容 

・美容師育成コース 

・チャプター選択・ 
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ワンレングス水平 C11遷移フローチャート 

◆C11画面からは、以下の内容が選択可能となります。 

・マルチウィンドウを選択することでマルチウィンドウの ON、OFFが可能となります。 

・グレー／現実カメラ切替を選択することでグレー／現実カメラの切り替えが可能となります。 

・「もう一度確認する」を選択することで C11 からはじまります。 

・「次に進む」を選択することで C12 へ進みます。 

 

内 容 

・美容師育成コース 

・チャプター選択・ 
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ワンレングス水平 C12遷移フローチャート 

◆C12画面からは、以下の内容が選択可能となります。 

・ジョイスティック操作により任意に回転させることができます。 

・「もう一度確認する」を選択することで C12 からはじまります。 

・「次に進む」を選択することで C13 へ進みます。 

 

内 容 

・美容師育成コース 

・チャプター選択・ 
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ワンレングス水平 C13遷移フローチャート 

◆C13画面からは、以下の内容が選択可能となります。 

・「もう一度確認する」を選択することで C13はじまります。 

・「次に進む」を選択することで C14進みます。 

 

内 容 

・美容師育成コース 

・チャプター選択・ 
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ワンレングス水平 C14遷移フローチャート 

◆C14画面からは、以下の内容が選択可能となります。 

・マルチウィンドウを選択することでマルチウィンドウの ON、OFFが可能となります。 

・グレー／現実カメラ切替を選択することでグレー／現実カメラの切り替えが可能となります。 

・「もう一度確認する」を選択することで C14 からはじまります。 

・「次に進む」を選択することで C15 へ進みます。 

 

内 容 

・美容師育成コース 

・チャプター選択・ 
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ワンレングス水平 C15遷移フローチャート 

◆C15画面からは、以下の内容が選択可能となります。 

・「もう一度確認する」を選択することで C15はじまります。 

・「次に進む」を選択することで C16進みます。 

 

内 容 

・美容師育成コース 

・チャプター選択・ 
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ワンレングス水平 C16遷移フローチャート 

◆C16画面からは、以下の内容が選択可能となります。 

・マルチウィンドウを選択することでマルチウィンドウの ON、OFFが可能となります。 

・グレー／現実カメラ切替を選択することでグレー／現実カメラの切り替えが可能となります。 

・「もう一度確認する」を選択することで C16 からはじまります。 

・「次に進む」を選択することで C17 へ進みます 

内 容 

・美容師育成コース 

・チャプター選択・ 
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ワンレングス水平 C17遷移フローチャート 

◆C17画面からは、以下の内容が選択可能となります。 

・ジョイスティック操作により任意に回転させることができます。 

・「もう一度確認する」を選択することで C17はじまります。 

・「次に進む」を選択することで C18進みます。 

 

 

内 容 

・美容師育成コース 

・チャプター選択・ 
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ワンレングス水平 C18遷移フローチャート 

◆C18画面からは、以下の内容が選択可能となります。 

・マルチウィンドウを選択することでマルチウィンドウの ON、OFFが可能となります。 

・グレー／現実カメラ切替を選択することでグレー／現実カメラの切り替えが可能となります。 

・「もう一度確認する」を選択することで C18 からはじまります。 

・「次に進む」を選択することで C19 へ進みます 

 

内 容 

・美容師育成コース 

・チャプター選択・ 
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ワンレングス水平 C19遷移フローチャート 

◆C19画面からは、以下の内容が選択可能となります。 

・ジョイスティック操作により任意に回転させることができます。 

・「もう一度確認する」を選択することで C19はじまります。 

・「次に進む」を選択することで TOPへ進みます。 

 

内 容 

・美容師育成コース 

・チャプター選択・ 
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3.9. 撮影映像目録 

 撮影素材データ容量 3.11ＴＢ 

 素材点数 329点 
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S1：ワンレングス水平 

Cut.No 内容 素材点数 データサイズ 動画尺（秒) 

C01 静止画 5 点 5MB  

回転動画 1 点 4,64GB 1:34 

音声 1 点 3.84MB 0:21 

C02 静止画 A 5 点 5MB  

静止画 B 5 点 5MB  

音声 1 点 3.53MB 0:19 

回転動画 A 1 点 4.33GB 1:32 

回転動画 B 1 点 4.38GB 1:33 

C03 音声 １点 5.58MB 0:30 

 静止画 8 点 8MB  

C04 音声データ 1 点 4.18MB 0:22 

C05 4K 映像 1 点 800MB 1:51 

音声 1 点 26MB 2:22 

8K VR 映像 1 点 38GB 1:51 

C06 静止画 6 点 6MB  

回転動画 1 点 4.4GB 1:34 

C07 音声 1 点 3.17MB 0:17 

C08 4K 映像 1 点 1.56GB 3:43 

音声 1 点 45.7MB 4:09 

8K VR 映像 1 点 74GB 3:39 

C09 静止画 5 点 5MB  

C10 音声 1 点 4.61MB 0:25 

C11 4K 映像 1 1 点 705MB 1:38 

音声 1 点 17.7MB 1:36 

8K VR 映像 1 1 点 31.7GB 1:34 

4K 映像 2 1 点 605MB 1:24 

音声 1 点 13.8MB 1:15 

8K VR 映像 2 1 点 26.9GB 1:18 

C12 静止画 5 点 5MB  

 回転動画 1 点 3.98GB 1:25 

C13 音声 1 点 7.53MB 0:41 

C14 4K 映像 1 点 1.56GB 3:42 

音声 1 点 60.2MB 5:29 

8K VR 映像 1 点 73.1GB 3:31 

C15 静止画 1 点 1MB  
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S1：ワンレングス水平 

Cut.No 内容 素材点数 データサイズ 動画尺（秒) 

C15 音声 1 点 3.44MB 0:18 

C16 4K 映像 1 点 675MB 1:34 

音声 1 点 19.1MB 1:44 

8K VR 映像 1 点 30GB 1:27 

C17 静止画 5 点 5MB  

回転動画 1 点 4.1GB 1:27 

C18 音声 1 点 36.3MB 3:18 

8K VR 映像 1 点 69.1GB 3:20 

C19 音声 1 点 2.17MB 0:11 

S02：ワンレングス前下がり 

C01 静止画 1 点 4MB  

回転動画 1 点 4.59GB 1:38 

音声 1 点 11.3MB 1:02 

C02 音声 1 点 3.87MB 0:21 

C03 音声 1 点 4.14MB 0:22 

C04 4K 映像 1 点 965MB 2:14 

音声 1 点 24.3MB 2:13 

8K VR 映像 1 点 44.7GB 2:10 

C05 音声 1 点 3.27MB 0:17 

C06 4K 映像 1 1 点 3.73GB 8:52 

4K 映像 2 1 点 452MB 1:03 

音声 1 1 点 97.6MB 8:53 

音声 2 1 点 10.2MB 0:56 

8K VR 映像 1 1 点 182GB 8:55 

8K VR 映像 2 1 点 20.4GB 0:59 

C07 静止画 4 点 4MB  

回転動画 1 点 4.52GB 1:36 

C08 4K 映像 1 点 1.07GB 2:32 

音声 1 点 27.7MB 2:31 

8K VR 映像 1 点 50GB 2:29 

C09 音声 1 点 2.4MB 0:13 

S03：ワンレングス前上がり 

C01 静止画 4 点 4MB  

回転動画 1 点 4.59GB 1:38 

音声 1 点 11.3MB 1:02 
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S03：ワンレングス前上がり 

Cut.No 内容 素材点数 データサイズ 動画尺（秒) 

C02 音声 1 点 3.87MB 0:21 

C03 音声 1 点 4.14MB 0:22 

C04 4K 映像 1 点 965MB 2:14 

音声 1 点 24.3MB 2:13 

8K VR 映像 1 点 44.7GB 2:10 

C05 音声 1 点 3.27MB 0:17 

C06 4K 映像 1 1 点 3.73GB 8:52 

4K 映像 2 1 点 452MB 1:03 

音声 1 1 点 97.6MB 8:53 

音声 2 1 点 10.2MB 0:56 

8K VR 映像 1 1 点 182GB 8:55 

8K VR 映像 2 1 点 20.4GB 0:59 

C07 静止画 4 点 4MB  

回転動画 1 点 4.52GB 1:36 

C08 4K 映像 1 点 1.07GB 2:32 

音声 1 点 27.7MB 2:31 

8K VR 映像 1 点 50GB 2:29 

C09 音声 1 点 2.4MB 0:13 

S04：グラデーション A シェーピング 

C01 静止画 5 点 5MB  

回転動画 1 点 4.43GB 1:34 

音声 1 点 8.04MB 0:43 

C02 音声 1 点 3.27MB 0:17 

C03 音声 1 点 4.49MB 0:24 

C04 音声 1 点 3.20MB 0:17 

C05 4K 映像 1 1 点 3.73GB 8:52 

4K 映像 2 1 点 437MB 1:00 

音声 1 点 108MB 9:50 

8K VR 映像 1 点 200GB 9:47 

C06 静止画 4 点 4MB  

回転動画 1 点 4.61GB 1:38 

C07 4K 映像 1 点 1.18GB 2:49 

 音声 1 点 30.3MB 2:45 

 8K VR 映像 1 点 53.5GB 2:40 

C08 音声 1 点 2.11MB 0:11 
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S05：グラデーション B エレベーション 

Cut.No 内容 素材点数 データサイズ 動画尺（秒) 

C01 静止画 4 点 4MB  

回転動画 1 点 4.45GB 1:35 

音声 1 点 5.66MB 0:30 

C02 音声 1 点 14.8MB 1:21 

C03 音声 1 点 4.49MB 0:24 

C04 4K 映像 1 点 2.97GB 7:04 

音声 1 点 76.4MB 6:57 

8K VR 映像 1 点 133GB 6:51 

C05 静止画 4 点 4MB  

回転動画 1 点 4.47GB 1:35 

C06 音声 1 点 2.92MB 0:15 

S06：グラデーション C ダイアゴナルスライス 

C01 静止画 4 点 4MB  

回転動画 1 点 4.45GB 1:35 

音声 1 点 3.32MB 0:18 

C02 音声 1 点 4.39MB 0:24 

C03 音声 1 点 4.38MB 0:23 

C04 音声 2 点 9.7MB 0:52 

C05 4K 映像 1 点 2.19GB 5:12 

音声 1 点 54.6MB 4:58 

8K VR 映像 1 点 99.2GB 5:02 

C06 音声 1 点 6.60MB 0:36 

C07 4K 映像 1 点 2.9GB 6:54 

音声 1 点 74MB 6:44 

8K VR 映像 1 点 130GB 6:44 

C08 静止画 4 点 4MB  

回転動画 1 点 4.68GB 1:40 

C09 音声 1 点 3.2MB 0:17 

S07：フロントレイヤー 

C01 静止画 4 点 4MB  

回転動画 1 点 4.45GB 1:35 

音声 1 点 10.1MB 0:55 

C02 音声 1 点 4.58MB 0:25 

C03 4K 映像 1 点 2.69GB 6:24 

音声 1 点 68.7MB 6:15 
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S07：フロントレイヤー 

Cut.No 内容 素材点数 データサイズ 動画尺（秒) 

C03 8K VR 映像 1 点 123GB 6:10 

C04 静止画 4 点 4MB  

回転動画 1 点 4.40GB 1:34 

C05 音声 1 点 2.70MB 0:14 

S08：ラウンドレイヤー 

C01 静止画 4 点 4MB  

回転動画 1 点 4.40GB 1:34 

音声 1 点 7.99MB 0:43 

C02 音声 1 点 3.47MB 0:18 

C03 音声 1 点 3.52MB 0:19 

C04 音声 1 点 5.18MB 0:28 

C05 4K 映像 1 1 点 1.35GB 3:14 

4K 映像 2 1 点 1.08GB 2:35 

音声 1 1 点 34.8MB 3:10 

音声 2 1 点 27.4MB 2:29 

8K VR 映像 1 1 点 61.2GB 3:03 

8K VR 映像 2 1 点 49.5GB 2:30 

C06 音声 1 点 3.81MB 0:20 

C07 4K 映像 1 点 1.86GB 4:25 

音声 1 点 46.7MB 4:15 

8K VR 映像 1 点 86.0GB 4:21 

C08 静止画 4 点 4MB  

回転動画 1 点 4.54GB 1:37 

C09 音声 1 点 2.49MB 0:13 

S09：セイムレイヤー 

C01 静止画 4 点 4MB  

回転動画 1 点 4.45GB 1:35 

音声 1 点 2.93MB 0:16 

C02 音声 1 点 4.27MB 0:23 

C03 音声 1 点 3.83MB 0:20 

C04 音声 1 点 4.43MB 0:24 

C05 4K 映像 1 1 点 3.73GB 8:52 

4K 映像 2 1 点 1.19GB 2:51 

音声 1 1 点 76.8MB 6:59 

音声 2 1 点 126MB 11:30 
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S09：セイムレイヤー 

Cut.No 内容 素材点数 データサイズ 動画尺（秒) 

C05 8K VR 映像 1 1 点 146GB 6:57 

8K VR 映像 2 1 点 241GB 11:35 

C06 C05 と共通    

C07 静止画 4 点 4MB  

回転動画 1 点 4.54GB 1:37 

C08 音声 1 点 2.42MB 0:13 

S10：シングリング 

C01 静止画 4 点 4MB  

回転動画 1 点 4.45GB 1:35 

音声 1 点 4.57MB 0:24 

C02 静止画 8 点 8MB  

回転動画 1 1 点 4.45GB 1:35 

回転動画 2 1 点 4.52GB 1:36 

音声 1 点 6.04MB 0:33 

C03 4K 映像 1 点 2.67GB 6:22 

音声 1 点 66.6MB 6:03 

8K VR 映像 1 点 126GB 6:16 

C04 C03 と共通    

C05 音声 1 点 3.66MB 0:20 

S11：スタイルカットミディアムレングス 

C01 静止画 4 点 4MB  

回転動画 1 点 4.45GB 1:35 

音声 1 点 4.51MB 0:24 

C02 音声 1 点 4.87MB 0:26 

C03 音声 1 点 4.36MB 0:23 

C04 4K 映像 1 1 点 3.73GB 8:52 

4K 映像 2 1 点 790MB 1:50 

音声 1 点 114MB 10:25 

8K VR 映像 1 点 216GB 10:34 

C05 C04 共通    

C06 C04 共通    

C07 音声 1 点 5.70MB 0:31 

C08 4K 映像 1 点 1.45GB 3:28 

音声 1 点 35.9MB 3:16 

8K VR 映像 1 点 72.1GB 3:24 
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S11：スタイルカットミディアムレングス 

Cut.No 内容 素材点数 データサイズ 動画尺（秒) 

C09 静止画 4 点 4MB  

回転動画 1 点 4.52GB 1:36 

C10 音声 1 点 6.02MB 0:32 

S12：スタイルカットショート 

C01 静止画 4 点 4MB  

回転動画 1 点 4.50GB 1:36 

音声 1 点 3.36MB 0:18 

C02 音声 1 点 4.37MB 0:23 

C03 音声 1 点 2.69MB 0:14 

C04 音声 1 点 4.22MB 0:23 

C05 音声 1 点 4.56MB 0:24 

C06 4K 映像 1 点 1.78GB 4:15 

音声 1 点 44.5MB 4:03 

8K VR 映像 1 点 84.9GB 4:06 

C07 音声 1 点 5.86MB 0:32 

C08 音声 1 点 2.83MB 0:15 

C09 4K 映像 1 1 点 3.73GB 8:52 

4K 映像 2 1 点 511MB 1:11 

音声 1 点 108MB 9:52 

8K VR 映像 1 点 208GB 9:57 

C10 音声 1 点 5.76MB 0:31 

C11 4K 映像 1 点 2.76GB 6:34 

音声 1 点 69.5MB 6:19 

8K VR 映像 1 点 133GB 6:27 

C12 音声 1 点 2.84MB 0:15 

C13 4K 映像 1 点 1.53GB 3:38 

音声 1 点 38.5MB 3:30 

8K VR 映像 1 点 71.4GB 3:31 

C14 静止画 4 点 4MB  

回転動画 1 点 4.50GB 1:36 

C15 音声 1 点 3.34MB 0:18 
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