
専門学校カレッジオブキャリア 

経理 科 ブライダルコース 

講 義 名 ウェディング総論 

概要と目的 学んできた基礎をもとに、応用力・提案力・営業力をつける 

担 当 者 熊谷麻里子 

 

単位数 102時限 区分 学科 

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 2年 時 期 通年 

使用教材 テキスト「ブライダルコーディネーター スタンダード」 

到達目標 BIAブライダルコーディネート技能検定３級合格 

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 今年度の目標「ブライダル業界に携わる者としての構え」（プリント） 

2 ウェディングに携わる人の職務（プリント） 

3 ウェディングに携わる人の職務（プリント） 

4 様々な婚礼施設（プリント） 

5 ブライダル業種（テキスト Lesson2第３章） 

6 ブライダル関連業種（テキスト Lesson2第４章） 

7 新規接客・営業の流れ（プリント） 

8 お出迎え〜カウンセリングまで（ロープレ） 

9 コーディネーター業務 (テキスト Lesson4) 

10 カウンセリング技法 

11 ブライダルアンケートについて（プリント） 
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12 カウンセリング （ロープレ） 

13 新郎新婦がワクワクするようなアンケート作成 

14 作成したアンケートに基づくカウンセリング（ロープレ） 

15 新郎新婦の想いを引き出すカウンセリング力 

16 ブライダルの接客を探る （プリント） 

17 営業アップ手法 （プリント） 

18 チームウェディングについて （プリント） 

19 各セクションの役割 （プリント） 

20 ウェディング当日までのスケジュール （プリント） 

21 ブライダル準備（テキスト Lesson3 第 3章） 

22 キリスト教式 (テキスト Lesson3 第 4章) 

23 神前式 (テキスト Lesson3 第 5章) 

24 仏前式 (テキスト Lesson3 第 6章) 

25 人前式 (テキスト Lesson3 第 7章) 

26 シビルマリマリッジウェディング (テキスト Lesson3 第 8) 

27 海外ウェディング (テキスト Lesson3 第 10)」 

28 披露宴 (テキスト Lesson3 第 9章) 

29 二次会 (テキスト Lesson3 第 11章) 

30 結婚式も定義 (テキスト Lesson1 第 1章) 

31 日本の結婚式の歴史と文化 (テキスト Lesson1 第 2章) 
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32 欧米の結婚式 (テキスト Lesson1 第 3章) 

33 ブライダルビジネス (テキスト Lesson2 第 1章) 

34 ブライダル市場 (テキスト Lesson2 第 2章) 

35 ブライダル市場 (テキスト Lesson2 第 3章) 

36 ブライダル関連業務 (テキスト Lesson2 第 4章) 

37 ブライダルのエリア特製 (テキスト Lesson2 第 5章) 

38 ブライダル業界の 1年と集客システム (テキスト Lesson2 第 6章) 

39 人前式 復習・最近トレンド演出 

40 人前式企画 (グループワーク)シナリオ作成 

41 人前式企画 (グループワーク)新郎新婦・MC・PA・アテンド役 

42 人前式企画 (グループワーク) 

43 人前式発表 

44 人前式発表 

45 『ウェディングプランナー』DVD鑑賞 

46 『ウェディングプランナー』DVD鑑賞 

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 

 

 



専門学校カレッジオブキャリア 

 

 

 

51 前期学期末試験実施 

52 新規接客 施設案内について （プリント） 

53 新規接客 施設案内シナリオ作成 

54 新規接客 施設案内シナリオ作成 

55 ウェディングの費用について（プリント） 

56 見積もり提示・説明  

57 クロージング （仮予約・成約・追客） 

58 クロージング （ロープレ） 

59 新規業務 （テキスト Lesson4 第２章〜） 

60 ホスピタリティ営業 （テキスト Lesson4 第４章〜） 

61 プランニング・プレゼンテーション手法 （テキスト Lesson4 第５章） 

62 成約業務 （テキスト Lesson4 第８章〜） 

63 ブライダルフェア企画 （個人ベース） 

64 ブライダルフェア企画 （グループベース） 

65 ブライダルフェア企画 （グループベース） 

66 ブライダルフェア企画 （グループベース） 

67 ブライダルフェア 発表 

68 ブライダルフェア 発表 

69 
打合せ業務 （テキスト Lesoon5 第１章〜第２章） 
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70 
打合せ業務 （テキスト Lesoon5 第３章〜第４章） 
 

71 コーディネートの考え方 （テキスト Lesson6 第１章） 

72 衣装選定について （テキスト Lesson6 第２章） 

73 衣装選定について （テキスト Lesson6 第２章） 

74 ブーケ・フラワーアイテムの選定 （テキスト Lesson6 第３章） 

75 ヘアメイク・ネイルアートについて （テキスト Lesson6 第４章） 

76 会場コーディネート・テーブルコーディネート （テキスト） 

77 ペーパーアイテム・ウェルカムアイテム （テキスト・プリント） 

78 フランス料理 （Lesson6 第８章） 

79 日本料理・折衷料理 （Lesson6 第８章） 

80 イタリア料理・中華料理 （Lesson6 第８章） 

81 ワイン・ウェディングケーキ （プリント） 

82 披露宴の基本演出 （Lesson6 第９章〜） 

83 披露宴の基本演出 （Lesson6 第９章〜） 

84 披露宴の基本演出 （Lesson6 第 11章〜） 

85 手配業務 （テキスト Lesson7 ） 

86 当日業務 （テキスト Lesson8 第１章〜第３章） 

87 当日業務 （テキスト Lesson8 第４章〜第６章） 

88 ブライダルコーディネート技能検定 対策 

89 ブライダルコーディネート技能検定 対策 
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90 ブライダルコーディネート技能検定 対策 

91 ブライダルコーディネート技能検定 対策 

92 ブライダルコーディネート技能検定 対策 

93 ブライダルコーディネート技能検定 対策 

94 ブライダルコーディネート技能検定 対策 

95 『ブライダルウォーズ』DVD鑑賞 

96 『ブライダルウォーズ』DVD鑑賞 

97 後期試験対策 

98 後期試験対策 

99 後期試験対策 

100 後期試験対策 

101 ２年間を通じて 総まとめ 

102 後期学期末試験実施 

有資格者 実務経験者 校長 
所属 

学科長 担 当 

 有    

 

 


