
専門学校カレッジオブキャリア 

ブライダル・ホテル 科 

講 義 名 ウェディング総論 

概要と目的 ブライダルの基礎知識を身につけ、企画・提案力を養う 

担 当 者 熊谷麻里子 

 

単位数 102時限 区分 講義 

実務経験 
結婚式場においてプイランナーとして実務を経験した教員がウェディング総論につ

いて教育を行う科目。 

講義対象 １年 時 期 通年 

使用教材 テキスト「BRUSH-UP BOOK」 

到達目標 魅力的なブライダルコーディネーターを目指す 

成績評価 
期末試験 A〜C評価・出席率・授業態度も考慮 

原則Ａ判定が全体の上位２５％、Ｂが次の４５％、Ｃが下位３０％とする。 

授業計画 

１ 自己紹介  

2 挙式・披露宴までのスケジュール把握（プリント） 

3 ウェディングプランナーの定義（プリント） 

4 ブライダルの定義（テキスト Part1） 

5 現代のブライダルの特徴 

6 ブライダル産業の現在と将来 

7 ブライダルという言葉の意味 

8 ブライダルアイテムの言い伝え・謂れ （プリント） 

9 ブライダルの用語 （用語辞典・プリント） 

10 現在のトレンド 

11 結納式 ロープレ 



専門学校カレッジオブキャリア 

12 結納式 ロープレ 

13 キリスト教結婚式の知識 

14 アメリカンスタイルのウェディングセレモニー 

15 神前結婚式の知識 

16 仏前結婚式の知識 

17 人前結婚式の知識 

18 人前結婚式 企画 グループワーク 

19 人前結婚式 企画 グループワーク 

20 BGMの考える 

21 人前式 企画 グループワーク 

22 人前式 企画 グループワーク 

23 魅力的なプレゼンテーション 

24 人前式 発表 

25 人前式 発表 

26 新婦洋装衣装について 

27 新婦洋装小物のコーディネートの考え方 

28 会場別ドレスデザイン 

29 ドレス試着体験 

30 ドレス試着体験 
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31 シチュエーションにあったスタイリング〈ホテル 2：ゲストハウス 2 リゾート 2〉 

32 (グループワーク)3人×6 

33 (グループワーク) 小物作成  ヘアメイクスタイリング 

34 (グループワーク) 小物作成  ヘアメイクスタイリング 

35 (グループワーク) BGMをつけてみる 

36 (グループワーク)ポージング決め 

37 (グループワーク)ウォーキング練習 

38 (グループワーク)ウォーキング練習 

39 (グループワーク)発表 

40 セレモニーに関わるブライダルコーディネーターの仕事 

41 披露宴招かれた時のマナーマナー 

42 結婚式 当日スケジュールの流れ 

43 結婚式 受付の仕方(ロープレ) 

44 『花嫁のパパ』DVD鑑賞 

45 『花嫁のパパ』DVD鑑賞 

46 前期復習 試験対策 

47 前期復習 試験対策 

48 前期復習 試験対策 

49 前期復習 試験対策 

50 前期復習 試験対策 
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51 前期学期末試験 

52 披露宴スタイル（テキスト Part 5） 

53 当日のタイムスケジュール・進行 

54 挙式前・挙式後 アナウンス （ロープレ） 

55 挙式前・挙式後 アナウンス （発表） 

56 テーブルコーディネートの基礎知識 

57 一般的な婚礼料理について 

58 披露宴（パーティー企画 グループベース） 

59 披露宴（パーティー企画 グループベース） 

60 披露宴（パーティー企画 グループベース） 

61 披露宴（パーティー企画 グループベース） 

62 披露宴 発表 

63 披露宴 発表 

64 ブライダルサービスについて・ホテル式場の組織 （テキスト Part6） 

65 ブライダルの予約について （プリント） 

66 電話応対 （ロープレ） 

67 各種打合せ・全体スケジュール （テキスト  Part6 ） 

68 衣装の知識 （プリント） 

69 招待状の知識 （プリント） 

70 席次表の知識  
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71 写真・ビデオの知識 

72 ウェディング事例 映像紹介 

73 婚礼セールス （テキスト p79〜） 

74 レストランウェディングについて （テキスト p82〜） 

75 エンゲージリング・マリッジリングの知識（プリント） 

76 装花知識・空間コーディネートについて 

77 装花知識・空間コーディネートについて 

78 花嫁衣装の基礎知識 （テキスト Part7） 

79 メンズフォーマルとドレスコード （テキスト P94〜） 

80 新郎新婦 和装衣装の知識 （テキスト P98〜） 

81 美容・エステの知識 （テキスト P99〜） 

82 司会の知識・シナリオ作り 

83 人前式シナリオ作成 （個人ベース） 

84 人前式シナリオ作成 （個人ベース） 

85 『幸せになるための２７のドレス』DVD鑑賞 

86 『幸せになるための２７のドレス』DVD鑑賞 

87 『幸せになるための２７のドレス』 感想 

88 引出物の知識 

89 海外ウェディングの知識 

90 ２０１９ゼクシイ海外ウェディング調査 共有 
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91 ２０１９ゼクシイトレンド調査 共有 

92 海外ウェディングの知識 

93 ２０１９ゼクシイ海外ウェディング調査 共有 

94 引出物の知識 

95 引出物贈り分けシミュレーション 

96 後期復習 試験対策 

97 後期復習 試験対策 

98 後期復習 試験対策 

99 後期復習 試験対策 

100 後期復習 試験対策 

101 後期復習 試験対策 

102 後期学期末試験実施(試験 1 解説 1 予備 1) 

有資格者 実務経験者 校長 
所属 

学科長 担 当 

 有    

 

 

 


