クラス担任のための Career Guidance

この面を表にして教室に掲示してください
スイッチの入った
あの時

東寺真言宗・宝善院副住職

1980年生まれ。神奈川県・私立相洋高
等学校、国際基督教大学教養学部人文
科学科卒業。文学研究科英米文学専攻
博士前期課程修了。東寺伝法学院にて
修行。超宗派の仏教徒が集うウェブマガ
ジン「彼岸寺」の運営など、僧侶としての
情報発信を積極的に行っている。

美容に関係する仕事には、美容師やネイリストなど顧客に直接サービスを
提供する仕事もあれば、化粧品や美容機器を作る仕事、これらの商品を販
売する仕事など、様々な種類がある。職種によってはほぼ女性が中心となっ
ている場合もあるが、男性の活躍が目立つ職種も少なくない。そんなビューテ
ィー業界の仕事について、業界の最新動向と併せて解説しよう。

取材・文／伊藤敬太郎

撮影／徳田貴久 イラスト／藤井昌子

美容師やヘアメイクアーティストを除けば女性が中心の仕事だが、最近はネイリストな
どの仕事にも男性が進出。経験を積み、
腕を磨けば独立開業が可能な仕事が多い。

になり、
しだいに悩むこともなくなっていきま

手技や専用の機器で、小顔、
美白などのフェイシャルケア、
痩
身などのボディケア、
脱毛などを
行う仕事。美容の知識・技術の
ほか生理学や薬品の知識も必
要。各種民間資格がある。

した。当初は知識もなく入った仏教の道で

家業を嫌って文学の道へ
私は寺に生まれましたが、
仏教にはまった

すが、神に与えられた人生には意味がある

く関心がなく、
親も「継いでも継がなくてもい

と考える一神教より、生きることの意味や

い」
と、
継ぐことを求めませんでした。好きだっ

絶対的な真理がないことを前提とする仏

たのは文学や映画などの物語。高校時代

教のほうが、
私に合っていたようです。

顧客の爪にネイル
アートを施したり、
ネイルケアをしたり
するサロン。

ヘアカットやパーマなどを行うプ
ロフェッショナル。美容師として
働くには美容師国家試験に合
格することが必要。
メイクも学ん
でヘアメイクアーティストを兼ね
る美容師も。

松下弓月さん（30歳）

は、
『エヴァンゲリオン』
を観て、
東浩紀氏の
批評を読み、
「生きることに意味や目的なん
てない」
などと考えていました。

結婚式や成人式などの際にヘ
アセットとメイクをする仕事。モ
デルやタレントのヘアメイクをす
ることも。結婚式場や撮影現場
などに出張することも多く、
フリ
ーでも活躍できる。

宗教家の道を模索する
いまは実家の寺で副住職として働いて

大学ではアメリカ文学を専攻しました。
小・中・高と異なり、
大学は完全に自分自身

います。これまで仏教に興味をもつきっか

が選択した場所。そこで自分と近い感覚の

けづくりをしようと仏教のウェブマガジン「彼

カッ
ト、
ヘアメイク両
方を行う店のほか
結婚式専門のヘア
メイクサロンなども。

つけ爪を使った施術、
ネイルア
ート、
ネイルケアなど、爪と指先
を美しくし、健康な状態に保つ
プロフェッショナル。複数の民
間資格があり、養成スクールも
多数ある。

顧客の体調や要望に合わせて
精油
（植物から抽出される有機
化合物）
をブレンドし、
美肌効果
や癒し効果があるアロママッサ
ージやアロマケアを行う仕事。
各種民間資格あり。

前者は美容・痩
身のサロン。後
者は精油を使っ
たマッサージや
ケアを行う

ったりしてきました。しかし、
仏教に興味をも

サービスなどの提供

ってもらえても、そこから先に進み、仏教を
生活に取り入れてもらうのはまだまだ難し

大学院を休んで修行
文学研究者を目指し、
大学院へ進みまし

い状況のままです。これからは仏教を学び
やすい環境づくりをしていきたいと思ってい
ます。仏教界には困難な状況が多いだけ

ファッション・美容系の雑誌やWebサイトなどのメディアで

のに、
生きなければいけないことがつらかっ

に、
やりがいもとても大きいです。

活躍する仕事。編集者やモデル、
カメラマンなども。

高校生には、
自分の可能性を自分で発

ものにすがりついた先が、
仏教でした。１年

見してほしいと思います。人の考えに従っ

間、
僧侶の修行機関へ。初めてのことに慣

てばかりでなく、積極的にいろいろな環境

れるのが精いっぱいの毎日に、
頭が空っぽ

に自分を置いてみてください。

美容系のサービスや化粧品な
どを専門に取材・執筆を行うラ
イター。自ら体験して、製品・サ
ービスの内容やクオリティーを
読者にわかりやすく伝える。

を手掛ける異業種のメーカーも多数。以下で紹介している
ほかに、
生産工場での製造、
生産技術、
生産管理、
品質管
理、
さらに商品やパッケージをデザインする仕事などもある。
小売店への商品の卸売︑
直営店や販売代理店の管理

た。世俗を離れて休息したい。身近にある

化粧品会社のほか、製薬会社、食品会社など化粧品事業
美容サービスや化粧品に
関する情報を提供

たが、
１年の冬、生きていくことに限界を感
じました。生きることに根拠が感じられない

撮影／小野 啓

化粧品や美容機器の販売

知らないと損をする！

化粧品販売といえばデパート。
花形売り場である1Fに人気ブ
ランドの販売カウンターが並ぶ。

美容部員は化粧品メーカーの
社員であるケースが多い

各種ブランドの製品を取り揃
えた個性的なセレクトショップ
が増加。人気を集めている。

顧客に化粧のアドバイスをしな
がら自社商品を販売する。メイ
クの専門知識・技術も必要。

化粧品に利用できる新しい成
分などに関する研究や、企画さ
れた化粧品を製品化するため
に必要な研究を行う。大学・大
学院で学んだ化学系の専門知
識が直接生かせる仕事。

コスメショップやドラッグストアな
どに自社商品を売り込む仕事。
販売促進に関する提案なども
行う。販売店や販売代理店を
もつメーカーの場合は、
それらの
管理も営業部門が行う。

小売店への商品の卸売

美容に対する関心の高まりに応じて、
ビューティー関連の製品、
サービスも年々進
化、多様化が進んでいる。化粧品業界をみると、製薬会社、食品会社、酒造会社など

ビューラー、美顔器、脱毛器などの美容機器を開発する企

異業種からの参入がもともと多く、それぞれの分野の技術を応用した新製品が続々登

業。家電メーカーなどのほか美容機器専門のメーカーも。

消費者のニーズ、動向を専門
的な手法などを用いて調査、分
析し、
効果的な販売戦略やブラ
ンド戦略、広告宣伝戦略などを
考える仕事。企業によって職務
の中身や範囲は異なる。

場し、業界内の製品開発競争を活性化させている。最近では富士フイルムが参入し、
スキンケア商品「アスタリフト」のヒットで話題を集めた。
エステ業界は、
エステに岩盤浴やスパ、
リラクゼーションを組み合わせたサービスが

美容機器を開発する仕事。商
品の種類は多岐にわたり、
理工
系の様々な専門性が生かせる。

浸透。最近では特に男性向けエステのニーズが伸びている。サロン系ではほかに、若
い女性を中心に人気が高まっているネイル業界の急成長も注目されている。

自ら手を挙げて化粧品開発部門へ︒
お客様からの反響がやりがいに

フィルムメーカーが化粧品を開発││意外な取

り合わせに思えるが︑実は写真の技術にはスキン

ケア商品などに応用可能なものがいくつもある︒

成要素でもあります︒写真の劣化を防ぐ抗酸化

﹁ 写真フィルムの主成分コラーゲンは肌の主な構

の技術は肌のアンチエイジングに応用可能︒フィル

粒化技術︶
も化粧品の成分を安定させ︑肌に浸透

ム開発の過程で磨いてきたナノテクノロジー︵超微

こう解説する城内美樹さんは︑入社当初写真

しやすくするために活用されているんですよ﹂

富 士フイルムが化 粧 品 開 発のための部 門を立ち

フィルムなどに使われる色材の研究部門に所属︒

上げたとき︑自ら希望して異動した︒現在は︑同

社のヒット商品﹁アスタリフト﹂
シリーズを担当︒な

かでも︑製品開発から大量製造条件確立まで︑お

化粧品は︑機能や使い心地などの品質を保った

客様に製品を届けるための研究に携わっている︒

状態でお客様まで届けることが特に重要な製品︒

それらを追求するなかで現れる技術的な課題を

決する力と︑﹁何が何でもやる﹂という強い気持ち

クリアするには︑論理的に問題の本質を見極め解

が大切という︒そんな城内さんのやりがいの原点

1

は︑﹁効果が実感できた﹂
というお客様の声だ︒

城内さんの﹁ 日 ﹂

8
00

に出社︒メールチェックをしたあと︑その日の実験

実験を行うほか︑研究所内の他部署や商品企画部門

頃退社︒

内容を確認し︑
メンバーに必要な指示をする︒午後は︑

認し︑
19
00

との打合せも多い︒その後︑その日の実験データを確

有機化学︑生化学︑界面化学のいずれかを学べる

工学・農学・薬学系の学部・学科に進むのが第一ス

大手メーカーの研究職を目指すなら大学院修士

テップ︒大学卒業後に就職することも可能だが︑

なるには？
課程まで進んでおきたい︒異業種参入が盛んな分

「普通に」
例えば「普通においしいですね」。褒めているつもりでも、上の世代にはそのニュア
ンスが伝わらない場合がある。
「普通で悪かったね」
と思われかねない。

通販サイトや店舗で販売する
商品を選び、
買い付ける仕事。
海外での買い付けなども行う。

事情
最新の業界

野なので︑化粧品会社に限定せず︑
幅広い視野で

「〜かも」
「それ、好きかもしれないです」
など、
自分の気持ちや判断なのに断定を避けるよう
な使い方はNG。相手に
「はっきりしない子だな」
という印象を与える。

品揃えの豊富さや便利さで利用
が増えている。メーカーが自社製
品を直販するサイトもある。

企業研究をするのが就職先選びのポイントだ︒

「私って引っ込み思案じゃないですか」のように自分のことに関して使うと特に違
和感がある。相手は心の中で
「知らないよ」
とつぶやいている可能性が …。

顧客のニーズを調査・把握し、
自社の技術力を生かした新しい
化粧品を企画する仕事。商品
担当として、商品開発、販売戦
略などのプロセスにもかかわる。
出身は文系でも理系でも可。

ているほか、
ドラッグストアなどでも活躍。

将来就職した際はもちろんアルバイトなどでも
求められる正しい言葉遣い︒今から身につけておかないと ⁝︒

には違和感のある言い回しが無意識に出て

「〜じゃないですかぁ」

﹃〜じゃないですか﹄﹃〜かも﹄
など︑
上の世代

そうならないためにも︑
今のうちから敬語

しまう若者は多いですね﹂︵徳久先生︶

きちんと話しているつもりでも
つい出てしまいがちな若者言葉例

化粧品や美容機器などの販売にかかわる仕事。下で紹介し

親や先生以外の大人と接する機会が減っ

た平成生まれ世代は︑
正しい言葉遣いが身に

はまだ気にしていない高校生も多いかもしれ

たい︒徳久先生は﹁ＮＨＫなどのニュース番組

や正しい言葉遣いのトレーニングをしておき

を 見 る 習 慣 をつけること をおす すめしま

す︒大人の正しい話しぶりに〝耳で慣れる〟

ただし︑小手先のテクニックだけでは通用

ことがポイントです﹂とアドバイスする︒

しない︒大切なのはやっぱり〝気持ち〟
だ︒

自分のためではなく相手のために必要なも

﹁ 敬語や言葉遣いをはじめとするマナーは︑

手の立場に立って考えることです︒まずはそ

の︒そもそもコミュニケーションの基 本は相

れを心がけてください﹂︵徳久先生︶

﹁大学の場合は︑
体験できる業種が高校と比

テーションを行うなど︑より現場の仕事に踏

ターンシップ学会事務局長︑
北海道大学准教

み込んだ内容のものが多いですね﹂︵日本イン

べると多彩です︒また︑
学生が企画やプレゼン

生徒や学生が一定期間企業などの現場で

最近では︑
選択科目としてインターンシップ

授／亀野 淳氏︶

間程度が多かったが︑
１カ月などの長期にわ

を設ける大学が増加︒実施期間は従来２週

学年から参加できる例も増え︑
海外インター

たる例も目立ってきた︒また︑
１年次など低

専門学校では︑美容・福祉といった分野の

ンシップなど選択肢の幅も広がっている︒

場合︑
現場実習はもとより必須だが︑
最近で

は︑
前述のようなインターンシップを導入する

﹁インターンシップは︑
職業意識の醸成︑
自分

ビジネス系の専門学校も増えている︒

どで顕著ですが︑
教室で得る知識と実社会と

が進みたい業種についての理解︑
さらに理系な

の関連性を知ることで学習意欲の増進にも

後のキャリアを考えるきっかけにしていただき
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つながります︒ぜひ積極的に参加して︑卒業

たいですね﹂︵亀野氏︶

C
M
Y
K
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職業体験をするインターンシップ︒高校でも

インターンシップには、
本文で紹介したように大学
などの教育機関が企業・団体の協力を得て実施
するタイプのほかに、企業・団体が直接学生を募
るタイプがある。こちらは、通常、就職活動を始め
る直前の大学3年生が対象で、実質的に採用
活動の一環となっているケースも多い。特定の
企業の仕事を体験したいのなら、このタイプのイ
ンターンシップが有効だ。

実施されているが︑
大学や短大でもインターン

● 企業が実施するインターンシップ

シップの導入はこの 年ほどで急速に進み︑

出典：文部科学省「大学等における平成19年度
インターンシップ実施状況調査について」

２００７年度時点で全大学の約 ％にあたる

170 校

５０４校が実施している︒その中身は高校と

大学でどう違うのだろうか？

504 校

07年度

企画立案やプレゼンなど
踏み込んだ職業体験ができる！

162 校

ついていない ⁝ とはよく言われるところ︒今

482 校

06年度

ないが︑高校生を対象としたマナー講座など

157 校

の講師を務める麻生専門学校グループの徳

447 校

05年度

久晶子先生は︑﹁そのままにしておくと将来

実施校が増え、
内容も充実傾向

自分が損をすることになる﹂と指摘する︒

155 校

﹁いずれ社会に出て仕事をするときに大切

418 校

04年度

なのは伝える力︒そのために必要なのが正し

139 校

い言葉遣いです︒つまり︑正しい言葉遣いがで

384 校

03年度

揮することができないのです﹂

317 校
117 校

きなければ︑
能力があってもそれを十分に発

短大

そして︑急に直そうとしても簡単にはいか

﹁ 自分ではきちんと話しているつもりでも︑

（大学・短大）

ないのが〝言葉遣い〟
の難しいところだ︒

●インターンシップ実施校の推移

02年度

いずれも健康増進や美容・ダイ
エットへの効果で、女性を中心に
人気が高いトレーニング法。

岸寺」
を運営して本を出したりイベントを行

人たちと出会えて大変刺激を受けました。

大学

ヨガ教室でヨガポーズの取り
方、
呼吸法などを指導するインス
トラクター。団体や教室ごとに
養成コースを設けている。
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化粧品研究開発
富士フイルム株式会社 医薬品・ヘルスケア研究所

城内美樹さん（34歳）

神奈川県立厚木
高校、
東京都立大
学
（現・首都大学
東京）
工学部工業
化学科卒業。同
大学大学院工学
研究科応用化学
科修士課程修了
後、富士フイルム
に入社。
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