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コロナ禍で2020年、2021年と中止になっているNY Advanced Class
NYへの短期留学は2004年に開始し、2019年までほぼ毎年1-2回のペースで実施してき
ました。数を数えるとなんと2019年までに18回！
今回は、そのNYでのアドバンスドクラスをLinda Masonのデモンストレーションの写真
をピックアップしながら駆け足で振り返ります。
記念すべき1回目は2004年10月。Lindaの授業を初めて目の当たりにして、その自由奔
放なメイクアップ、それをささえるしっかりとした基本技術にとても感動したのを覚えてい
ます。参加者にはプロのアーティスト、美容師さん、初心者の方もいましたが、それぞれ
の個性や技術をしっかりと見極めて適切なアドバイスを加えるLinda。これはぜひともた
くさんの日本の生徒さんに参加していただきたい企画だと強く感じました。

2005年からは年に2回、春と秋に実施。回を重ねるごとに、授業のクオリティもどんどんアッ
プしていったように思います。
授業が終わったあとに、「これからTV局で仕事があるんだけど誰か一緒に行く？」
とか、「今日はイベントでメイクアップショーに出演するんだけどアシスタントしたい人いる？」

など、ハプニング的に、素晴らしい機会を用意
してくれたり。日程、予定に縛られる日本では考
えられないフレキシブルさ。これもとてもいい経
験になりました。

2009年からは、現地で世界最大級のハロウィンパレードを体験しようということでハロウィ
ンの時期に合わせてクラスの日程を組みました。
このNY ヴィレッジハロウィンパレード。6th Av.という通りの一部、約20ブロックほどで
行われるのですが、その狭い範囲にものすごくクオリティの高い仮装をした参加者がおよ
そ50,000人密集します。そして沿道にはこれまた仮装した方たちがおそらく数十万人。

日本でいう大都会の満員電車並、
時間帯によってはそれ以上の混み
具合。パレードなのに遅々として
進まず、たまらず途中でリタイア
したのを覚えています。
クラスに参加した生徒さんたちも
とてもよい思い出になったので
は？



コロナ禍で2020年、2021年と中止になっているNY Advanced Class
NYへの短期留学は2004年に開始し、2019年までほぼ毎年1-2回のペースで実施してき
ました。数を数えるとなんと2019年までに18回！
今回は、そのNYでのアドバンスドクラスをLinda Masonのデモンストレーションの写真
をピックアップしながら駆け足で振り返ります。
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など、ハプニング的に、素晴らしい機会を用意
してくれたり。日程、予定に縛られる日本では考
えられないフレキシブルさ。これもとてもいい経
験になりました。

2009年からは、現地で世界最大級のハロウィンパレードを体験しようということでハロウィ
ンの時期に合わせてクラスの日程を組みました。
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そ50,000人密集します。そして沿道にはこれまた仮装した方たちがおそらく数十万人。

日本でいう大都会の満員電車並、
時間帯によってはそれ以上の混み
具合。パレードなのに遅々として
進まず、たまらず途中でリタイア
したのを覚えています。
クラスに参加した生徒さんたちも
とてもよい思い出になったので
は？

2016年からは6月、7月に実施。NYの短く暑い夏が始まる時期。マンハッタンを離
れて、Brooklynでの授業も何度かありました。
マンハッタンのホテルから地下鉄で15分ほどですが、駅を降りるとマンハッタンと
は全く違う顔を持つBrooklynエリア。広々としたスタジオでの授業もとてもよかっ
たですね。またこの時期にはもう一つのNYの風物詩、Pride Paradeがあり、こ
ちらも盛大なパレードで、ハロウィンと違い、昼間に行われます。いつだったか
TEMPTUスタジオでの授業の休み時間にすぐそばを通るパレードをみんなで見にい
きました。

Lindaのクラスでは毎日何名
ものモデルが入ります。NY
在住の方がほとんどですが、
モデル、ミュージシャン、ダ
ンサー、女優、雑誌のライター
など毎回とても素敵なメイク
モデルさんを揃えてくれます。
初期にデモモデルで来ていた
Natalieは当時学生で、自宅
で作ったというCDを持って
きてみんなに聴かせてくれま
したが、今ではホールでコン
サートを行うようなミュージ
シャンになっています。

次回NY Advanced Classがいつ行える
か、現時点ではわかりませんが、Online
セミナーで相変わらず元気な姿を見せて
くれたLindaも待ちくたびれていることで
しょう。
日本でも、NYに行きたい！ Lindaに逢
いたい！ 授業を受けたい！ という方も多
いと思います。状況が好転すれば、来年
には…。
もう少しおまちくださいね。

今号が発行されるころには、賛否両論の中、開催される東京オリンピックは閉幕し、パラリンピックが開催中
ですね。
ほとんどの会場が無観客となる異例のオリンピック、無事に閉幕していることを祈ります。
開会式では、IBFでも以前インタビューを行った日本のトップヘアメイク、冨沢ノボルさんがヘアメイクで参加し
ていたようですね。
そして、秋にはワクチンの普及も進み、感染者数、病床のひっ迫なども改善され、日常生活が今よりも少しで
も自由に、窮屈なものではなくなっていく、出口を実感できるようになることを切に願います。
さてIBFのフォトコンテストは8/31が応募締め切り。今年も力作が多数集まっており、審査が難航することと
思います。結果発表は、11月下旬発行の本誌で。
今号のArtist Interview（P22-23）は祝!Emmy賞受賞ということでMOTOKOさんに登場いただきました！
MOTOKOのオンラインセミナー企画も発表！ ぜひお申込みください。



　「この状況をどのように考えたらいいのか？」と頭を捻ること
はよくありますよね。
　それが社会に起きていることであれば、あれこれのメディアが
伝えるさまざまな見方、意見を見聞きして、状況をより多角的に
把握し、その上で自分の立場や意見を決めようとするでしょう。
　その場合、かつては、リソースは新聞雑誌にテレビ、というご
く単純なものでしたから、各自が行き着く結論も、大概人と似た
り寄ったりのもので、それ以上に深く考えるためには、その状況
と関係のある、またはまったく関係のない書籍をじっくり読んで
根本的な考え方を吸収していくほかありませんでした。
　私の大学時代に、世界初、インターネットというものが登場し、
人気のあった助教授が、ネットがどのように世界を変え、個々の
人生を変えるか、滔滔と語り聞かせてくれたことがありました。
大勢の学生が感嘆とともに拝聴したのですが、終わってから、ふ
と思い立って尋ねてみました。「先生、お話くださった内容のリ
ソースはどこですか？」。正直な先生の答えはこうでした。「『週
刊プレイボーイ』」。当時はそのくらい単純だったのですね。
　今は、SNSが行き渡り、目にする考え方の多様性に限りがなく
なっていて、しかも発信者を選り分けることもなかなか難しく、
書物を紐解こうとするより前に、雑多な情報量に食傷してしまう
ほどです。
　ごく個人的な事柄を、どう考え、どう行動したらいいか？　を
考える場合も、私たちは指針を求めたくなります。アドバイスが
欲しくなります。誰の言うことだったら信じて受け入れられるだ
ろうか、と考えるところから始まるかもしれません。似たような
事例をネットで見つけようとするかもしれません。病気になった
時など、同じ症例の人のブログなどに励まされたり真偽の定かで
ない情報にかき乱されたり、右往左往するかもしれません。
　パンデミックが始まって以来、「どう見たらいいのか？」「どう
行動すべきか？」「どのように自分たちを守れるのか？」「将来の
計画はこのままでいいのか？　軌道修正が要るならどのよう
に？」という問いかけは、ほとんどの私たちの心に浮かんでは消
える、その連続ではないでしょうか？　そしてその度にあれこれ
の声に耳を傾けては疲れ、気晴らしをしては過ぎゆく時間の速さ
に慌て… という繰り返し。「そんなこんなでつくづく自分の無力
さに嫌気がさして…」とおっしゃる方に大勢会ってきました。
　そんな問いが生まれる時、つまり答えを出す方程式が自分の中
に見つけられない時、欲しいのは、その特定の問いだけでなく、
あらゆる問いかけに自信を持って答えられる明晰さを持ちたいと
いうことではないでしょうか。
　その明晰さをどう得るか？　ということに思いを巡らせると
き、浮かぶのが、What do you stand for?　という英語の言い
回しです。さまざまな状況で使われ、それぞれに意味は微妙に違

うStand for は、～に依って立つ、というような基本的意味を持っ
ていて、直訳すれば、「あなたは何を基準にものを見る人ですか？」
という問いかけになります。少し意訳するなら、「あなたが守り
たい信念は？」「あなたとは、何を表現している存在なのですか？」
という感じでしょうか。
自分が依って立つものがはっきりしていれば、その視点からあ

らゆるものを見わたすことができ、自ずと立ち位置がはっきりし
ます。たとえば「公平さ」を基準にするなら、どんな状況でも、そ
こに差別や人を見下したりへつらったりする態度がないかを見通
して、そうではない自分であるということはどんな見方、行動を
することなのか、ということがわかります。「平和だけを受け入れ
る」「愛だけを見る」など、基準となるキーワードはいろいろです。
　パンデミック下で、私は「真実」という答えを持つ人たちと素
晴らしい出会いをいただきました。
　コロンビアの首都ボゴタの人たちで、『奇跡のコース』の学習
者です。彼らは、パンデミックで分離、分断され、流言飛語に迷
う人たちとどうやって繋がり、恐れからでっちあげられた偽りで
はない本当のことを確認し合い、正気の心で過ごしていけるか、
それぞれが自己のスピリットを実感しながら「真実」を生きられ
るか、と考えて、オンラインのコミュニティを作ったのです。
　中心となる運営者は4人、毎日二時間のクラスを二回行い、加
えてスペシャルクラスも。クラスで教えるのはスタッフも含めて
大勢の教師たち。スペイン語中心で、英語の話し手の場合は通訳
付き。
　教師の一人として声をかけてもらった時、私は、クラスメニュー
がそんなにあるのだから、通常の参加者はせいぜい10名くらい
ではないか、と思ったのです。ところが、参加者は180名もいて、
仰天してしまいました。しかも全員がスピリットの光を発し、優
しい愛のエネルギーをzoom空間に送り合っているのが五感を震
わせるほど伝わってくるのです。
　後でスタッフ曰く、コミュニティの発足はパンデミック始まっ
てすぐ。一年の間にコミュニティは世界中に広がり、瞬く間に
5000人のメンバーになったと。「2年目の今年も大規模のフェス
ティバルを開催するのでぜひ参加してくださいね」。
　これほどの引力、波及力は、どこから来るものでしょうか。や
はり “stand for?” の力ではないでしょうか。自らの依って立つ
ところが明確な時、大勢の人の心に潜む同じものが喚起され、共
感を呼ぶのですね。
Stand for?は、状況を選びません。全ては状況によるのでは

なく、自らの心の基準のよるものになるからです。そしてそこに
は、失敗や喪失はないのです。
　（ちなみにそのコミュニティはこちらです。
https://ucdmuniversal.org）



information

■スクーリング、セミナー等について
IBF、NYMAでは、2021年8月以降、対面でのスクーリング、セミナーを再開しておりますが、引き続きオンラインでも開催を継続し
ます。ウェブサイトやメールマガジンの情報をチェックしてください。今後も、引き続きヘアメイクアップアーティスト、あるいは学
生様においても、モデルさんやクライアント含めて衛生管理に十分注意をしていただきたくお願いいたします。

■N-001　メイクアップ講座オンラインスクーリング（Zoomを使用します）

Zoomを使ったオンラインスクーリング。講師と一緒にベースメ
イクから始めてフルメイクまで認定試験重要課題の「シャープメ
イク」「ウェディングメイク」をセルフメイクで行います。講師
によるチェック＆アドバイス、質疑応答もできます。講師と実際
に対話しながら進行しますので、レッスン上の不安解消、疑問点
の解消に、ぜひご参加ください。カメラ/マイク付きのPCまたは
スマートフォン、タブレット端末とWi-Fiなどネット環境があれ
ばどこからでも参加可能です。
開催日時：
2021年9月21日（火）10：00-12：00　ウェディングメイク
2021年9月29日（水）10：00-12：00　シャープメイク
※120分（休憩あり、質疑応答含む）
参加時必要なもの：
・カメラマイク付きPCまたはスマートフォン、タブレットなどと
常時接続可能な回線環境。

・教材メイク道具、鏡、NYMAテキスト（3冊）
※セルフメイクで行います。メイクを落とした状態で参加してく
ださい。

定　　員：各回６名まで
参 加 費：１回2,750円（税込）
参加資格：直轄校NYMAホームスタディ受講生のみ
申　　込：IBFビューティプロショップでチケットを購入してください。

■IBF会員情報再登録のお願い
IBF正会員の方、NYMA受講生の方で、IBFからメールマガジン（月間１-２通配信）が届いていない方は正しいメールアドレスが登録
されていません。IBFでは、重要事項も含めて、メールでお知らせする方法に切り替えておりますので、IBF会員の皆様には正しいメー
ルアドレスの登録、再登録をお願いしております。大変お手数ですが、該当者（IBFからメールマガジンが届いていな
い方）は以下のフォームよりメールアドレス登録の更新をお願いいたします。
《メールアドレス登録（再登録）フォーム》https://www.ibf.or.jp/update_mail_address/update_form.html
※アップル社ドメイン「icloud.com」をお使いの方へ
アップル社のセキュリティの都合でメールマガジンなどが届きにくい現象が続いています。「icloud」以外のメール
アドレスまたはGmail.comなどフリーのメールアカウントを取得してそちらのアドレスで再登録していただきますよ
うお願いいたします。 登録フォーム

◆◆◆スクーリングのお申込みはIBFビューティプロショップからチケットをご購入ください。◆◆◆
https://www.ibf.or.jp/shopping/products/list?category_id=30

IBFビューティープロショップ

3会場で行います。ウェディングメイクのレッスンを行います。
講師から直接指導を受けられるので、在宅でのレッスンに不安が
ある方にもオススメ。ベースメイク・アイメイク・リップ・チー
クの各パーツをテーマに沿ってレッスンします。各参加者のレベ
ルに合わせた指導が可能ですので、レッスンを始めたばかりの方
もご参加いただけます。
※ホームスタディコース受講中の方は、どなたでも参加いただけ
ます。「ウェディングメイク」の課題提出を控えている方は写
真撮影も出来ます（ご自身のデジカメを持参のこと）ので積極
的に参加しましょう。

申込受付期間：8月23日（月）～開催日の２週間前まで受付。
　　　　　　　※最少催行人数3名。定員になり次第締め切ります。
開催予定地・日程：東京11月9日（火）／名古屋10月19日（火）
　　　　　　　　　／大阪11月15日（月）
　　　　　　　　　※各会場共通　13：00～17：30
定　　員：各３名～12名　※会場により異なります。
参 加 費：短期集中講座受講中の方（履修票、レッスンガイドに

［短期集中講座］と記載されている方）5,500円（税込）

※左記以外のメイク講座
受講生は参加費無料
です。

参加資格：直轄校NYMAホームスタ
ディコース受講生のみ。
※申込者が3名に満たな
い場合は開催中止と
なりますのでご了承
ください。

※男性受講生は女性モデルを同伴してください。（必須）
持 参 物：NYMAテキスト（３冊）・鏡（サイズ：縦30cm×横

20cm程度）・筆記用具・レッスン用化粧品一式・コッ
トン・ティッシュ・綿棒等。

　　　　　※参加申込者には改めて詳細をお送りします。
申　　込：IBFビューティプロショップでチケットを購入してく

ださい。

■N-002　メイクアップ講座スクーリング（会場開催）

　「この状況をどのように考えたらいいのか？」と頭を捻ること
はよくありますよね。
　それが社会に起きていることであれば、あれこれのメディアが
伝えるさまざまな見方、意見を見聞きして、状況をより多角的に
把握し、その上で自分の立場や意見を決めようとするでしょう。
　その場合、かつては、リソースは新聞雑誌にテレビ、というご
く単純なものでしたから、各自が行き着く結論も、大概人と似た
り寄ったりのもので、それ以上に深く考えるためには、その状況
と関係のある、またはまったく関係のない書籍をじっくり読んで
根本的な考え方を吸収していくほかありませんでした。
　私の大学時代に、世界初、インターネットというものが登場し、
人気のあった助教授が、ネットがどのように世界を変え、個々の
人生を変えるか、滔滔と語り聞かせてくれたことがありました。
大勢の学生が感嘆とともに拝聴したのですが、終わってから、ふ
と思い立って尋ねてみました。「先生、お話くださった内容のリ
ソースはどこですか？」。正直な先生の答えはこうでした。「『週
刊プレイボーイ』」。当時はそのくらい単純だったのですね。
　今は、SNSが行き渡り、目にする考え方の多様性に限りがなく
なっていて、しかも発信者を選り分けることもなかなか難しく、
書物を紐解こうとするより前に、雑多な情報量に食傷してしまう
ほどです。
　ごく個人的な事柄を、どう考え、どう行動したらいいか？　を
考える場合も、私たちは指針を求めたくなります。アドバイスが
欲しくなります。誰の言うことだったら信じて受け入れられるだ
ろうか、と考えるところから始まるかもしれません。似たような
事例をネットで見つけようとするかもしれません。病気になった
時など、同じ症例の人のブログなどに励まされたり真偽の定かで
ない情報にかき乱されたり、右往左往するかもしれません。
　パンデミックが始まって以来、「どう見たらいいのか？」「どう
行動すべきか？」「どのように自分たちを守れるのか？」「将来の
計画はこのままでいいのか？　軌道修正が要るならどのよう
に？」という問いかけは、ほとんどの私たちの心に浮かんでは消
える、その連続ではないでしょうか？　そしてその度にあれこれ
の声に耳を傾けては疲れ、気晴らしをしては過ぎゆく時間の速さ
に慌て… という繰り返し。「そんなこんなでつくづく自分の無力
さに嫌気がさして…」とおっしゃる方に大勢会ってきました。
　そんな問いが生まれる時、つまり答えを出す方程式が自分の中
に見つけられない時、欲しいのは、その特定の問いだけでなく、
あらゆる問いかけに自信を持って答えられる明晰さを持ちたいと
いうことではないでしょうか。
　その明晰さをどう得るか？　ということに思いを巡らせると
き、浮かぶのが、What do you stand for?　という英語の言い
回しです。さまざまな状況で使われ、それぞれに意味は微妙に違

うStand for は、～に依って立つ、というような基本的意味を持っ
ていて、直訳すれば、「あなたは何を基準にものを見る人ですか？」
という問いかけになります。少し意訳するなら、「あなたが守り
たい信念は？」「あなたとは、何を表現している存在なのですか？」
という感じでしょうか。
自分が依って立つものがはっきりしていれば、その視点からあ

らゆるものを見わたすことができ、自ずと立ち位置がはっきりし
ます。たとえば「公平さ」を基準にするなら、どんな状況でも、そ
こに差別や人を見下したりへつらったりする態度がないかを見通
して、そうではない自分であるということはどんな見方、行動を
することなのか、ということがわかります。「平和だけを受け入れ
る」「愛だけを見る」など、基準となるキーワードはいろいろです。
　パンデミック下で、私は「真実」という答えを持つ人たちと素
晴らしい出会いをいただきました。
　コロンビアの首都ボゴタの人たちで、『奇跡のコース』の学習
者です。彼らは、パンデミックで分離、分断され、流言飛語に迷
う人たちとどうやって繋がり、恐れからでっちあげられた偽りで
はない本当のことを確認し合い、正気の心で過ごしていけるか、
それぞれが自己のスピリットを実感しながら「真実」を生きられ
るか、と考えて、オンラインのコミュニティを作ったのです。
　中心となる運営者は4人、毎日二時間のクラスを二回行い、加
えてスペシャルクラスも。クラスで教えるのはスタッフも含めて
大勢の教師たち。スペイン語中心で、英語の話し手の場合は通訳
付き。
　教師の一人として声をかけてもらった時、私は、クラスメニュー
がそんなにあるのだから、通常の参加者はせいぜい10名くらい
ではないか、と思ったのです。ところが、参加者は180名もいて、
仰天してしまいました。しかも全員がスピリットの光を発し、優
しい愛のエネルギーをzoom空間に送り合っているのが五感を震
わせるほど伝わってくるのです。
　後でスタッフ曰く、コミュニティの発足はパンデミック始まっ
てすぐ。一年の間にコミュニティは世界中に広がり、瞬く間に
5000人のメンバーになったと。「2年目の今年も大規模のフェス
ティバルを開催するのでぜひ参加してくださいね」。
　これほどの引力、波及力は、どこから来るものでしょうか。や
はり “stand for?” の力ではないでしょうか。自らの依って立つ
ところが明確な時、大勢の人の心に潜む同じものが喚起され、共
感を呼ぶのですね。
Stand for?は、状況を選びません。全ては状況によるのでは

なく、自らの心の基準のよるものになるからです。そしてそこに
は、失敗や喪失はないのです。
　（ちなみにそのコミュニティはこちらです。
https://ucdmuniversal.org）
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2021年10月受験　在宅試験実施要項
受 験 資 格：2021年9月30日現在、IBFが指定する各スクール

所定のカリキュラムを修了し、修了証書を有して
いる者。

願 書 配 布：2021年8月31日から配布。受験対象者にはスクー
ル指導部から送付します。お手元に届かない場合
はIBFへ直接請求してください。

受　験　料：国際メイクアップアーティスト11,000円（税込）
　　　　　　　インストラクター 16,500円（税込）
受験料振込先：みずほ銀行　大塚支店　普通預金　2292633
　　　　　　　口座名：一般社団法人国際美容連盟
振 込 期 間：2021年10月5日（火）まで
願書提出期限：2021年10月5日（火）〈当日消印有効〉
願書提出先：「〒171-0022 東京都豊島区南池袋１-25-９　今井ビル５F
　　　　　　　国際美容連盟 試験審査委員会　宛」
試験問題発送日：2021年10月15日（金）

解答用紙の提出期限：2021年11月5日（金）〈当日消印有効〉
試験科目：実技／筆記（実技試験にはモデルが必要になります）
合否発表：2021年11月26日（金）（郵送予定）
登録期間：合否通知到着後～2021年12月17日（金）
　　　　　※合格後の手続きになります。
登録料及び年会費：
国際メイクアップアーティスト：登録料…33,000円（税込）
　　　　　　　　　　　　　　　年会費…13,200円（税込）
　　　　　　インストラクター：登録料…16,500円（税込）
　　　　　　　　　　　　　　　年会費…13,200円（税込）
※既にIBF正会員の方は年会費を重複していただくことはありま
せん。

認定証発送：2021年12月27日（月）予定
願書請求・お問合せ先：IBF国際美容連盟　03-5928-3800（代）
　　　　　　　　　　　（受付時間／平日9：30～18：00）

■IBF国際美容連盟認定 第75回 国際メイクアップアーティスト試験
　第45回国際メイクアップアーティストインストラクター資格認定試験のご案内

■スクーリングのお問い合わせ
NYMA指導部　TEL：03-5928-0130（受付時間／平日9：30～18：00）　customer@nyma.jp

◆◆◆セミナーのお申込みはIBFビューティプロショップからチケットをご購入ください。◆◆◆
https://www.ibf.or.jp/shopping/products/list?category_id=30

今回は「小ポンパミックス巻き」（写真）を練習します。ポンパドー
ルスタイルにアイロンのミックス巻きで仕上げるスタイルでいろ
いろなシーンで人気の高いスタイルです。
※ヘアスタイリングベーシックス受講の皆様には、「小ポンパミッ
クス巻き」のプロ用テキストのコピーをプレゼントします！　
予習してきてください。

※ヘアスタイリング講座プロフェッショナルコース受講生は「小
ポンパミックス巻き」カリキュラムを予習して参加ください。

申込受付期間：8月23日（月）～開催日の２週間前まで受付。
※最少催行人数３名。定員になり次第締め切ります。

開催予定地・日程：①東京10月25日（月）東京都内会場
　　　　　　　　　　13：00～17：00
　　　　　　　　　②名古屋10月5日（火）名古屋市内会場
　　　　　　　　　　13：00～17：00
　　　　　　　　　③大阪10月12日（火）大阪市内会場
　　　　　　　　　　13：00～17：00
定　　員：各8名
参 加 費：ヘアスタイリングベーシックス受講生：5,500円（税込）

　　　　　ヘアスタイリング講座プロフェッショナルコース受講生：
　　　　　5,500円（税込）
参加資格：上記２講座いずれかを受講中の方、または修了した方。
持 参 物：オリジナルテキスト・筆記用具・ノート・教材（ヘア

資材）一式・スプレイヤー等。
　　　　　※参加申込者には改めて詳細をお送りします。
申　　込：IBFビューティプロショップでチケットを購入してく

ださい。

■N-004　ヘアスタイリング講座スクーリング（会場開催）

Zoomを使ったオンラインスクーリング。今回は「基本編」を
基にヘアアレンジをいくつか仕上げるところまでチャレンジす
る「基本アレンジ編」ともいえる内容。初心者の方でも参加でき
ます！ ヘア道具、教材一式と練習用ウィッグ、クランプをご用
意の上ご参加ください。カメラ/マイク付きのPCまたはスマート
フォン、タブレット端末とWi-Fiなどのネット環境があればどこ
らでもご参加可能です。
開 催 日：2021年9月27日（月）10：00-12：00
参 加 費：NYMAヘアスタイリング講座受講生2,750円（税込）
参加資格：NYMAヘアスタイリング講座受講生
講　　師：藤井奈穂（ヘアメイクアップアーティスト）

申　　込：IBFビューティプロショップでチケットを購入してく
ださい。

■N-003　ヘアスタイリング講座オンラインスクーリング（Zoomを使用します）

IBFビューティープロショップ
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【重要】IBF国際メイクアップアーティスト正会員年会費の口座振
替の事前ご案内（郵送）は控えさせていただいておりますのでご
了承ください。IBFの年会費13,200円は毎年１回、会員登録時に
ご提出いただいた口座振替依頼書記載のご指定口座からIBFが指
定した月（５月／８月／ 11月／２月のいずれか１回）に自動振
替させていただいております。指定月の27日（27日が金融機関

休業日の場合は翌営業日）に振替させていただきますので、前日
までに口座残高の確認をお願いします。
※今回は正会員番号の上７桁が1000011又は上４桁が1011の
方が対象となります。振替日は11/29（月）になりますので
11/26（金）迄に残高確認をお願いします。

※振替完了通知は行っておりませんので予めご了承ください。

■年会費口座振替のご案内

求人情報をIBF国際美容連盟ホームページで公開しております。
URL https://www.ibf.or.jp/
より多くの求人情報を公開できるよう、求人企業様との窓口を変
更し、随時公開しています。現在までに公開した求人情報提供企
業様の一例です。（現在募集終了しているものもありますのでウェ
ブサイトでご確認ください。）

（順不同）M・A・C／ BOBBI BROWN／エスティローダー／
RMK／ ADDICTION／ JILLSTUART／ポール＆ジョー ボーテ
／ shu uemura ／ランコム／そごう・西武／高島屋／三越伊勢丹
／ファンケル／オルビス／ちふれ化粧品／アトリエはるか／ケサラン
パサラン／カバーマーク／Dior ／ジバンシイ／ THE BODY SHOP
※求人情報一覧にはパスワード入力が必要な情報も含まれますの
で、以下のID及びパスワードを入力の上、ご覧ください。

　ユーザー ID：user　パスワード：ibfjob

■求人情報

美容やファッション等に関する様々な情報を配信しています。た
くさんの方に良い情報を配信していきたいと思いますので、お楽
しみに♪
★Facebookのページはコチラ→
　https://www.facebook.com/ibfjapan
★Twitterのページはコチラ→https://twitter.com/ibf_japan
★Instagramのページはコチラ→
　https://www.instagram.com/ibf_insta/
★NYMAのLINEページ

・パソコンからのご登録はコチラ→https://lineat.jp/nyma　
・スマホからのご登録はコチラ→
　https://line.naver.jp/ti/p/%40nyma
★NYMAスタッフブログのページはコチラ→
　http://ameblo.jp/nyma-make/
★youtubeチャンネルのページはコチラ→
　https://www.youtube.com/user/nymamovie77
★鎌林泉講師の大人ナチュラルメイクのコツはコチラ→
　https://www.nyma.jp/lp/around30/

■IBF国際美容連盟のオフィシャルSNS等のご案内

ヘアメイク事務所プリズム・プリズム代表、自らもメイクアップ
アーティストとして活躍する名取瞳氏によるバックステージトレ
ンドセミナー。パリコレのバックステージからトレンドメイクを
紹介し、実際にそのメイクアップにトライする実技レッスン付き
のセミナーです。コレクションバックステージ経験談や海外での
メイクアップアーティスト事情などもお話ししていただきます。
日　　程：2021年10月23日（土）13：00-17：00
場　　所：東京都池袋セミナールーム
定　　員：10名
費　　用：IBF正会員／DBD検定会員6,545円（税込）
　　　　　加盟校生（卒業生含）6,930円（税込）
　　　　　一般7,700円（税込）
持 ち 物：筆記用具・メイク道具一式
モ デ ル：不要（相モデルで実施します）※男性受講生は女性モ

デルを同伴してください。
講　　師：名取　瞳（ヘアメイク事務所プリズムプリズム代表）

東京都出身、武蔵野美術短期大学卒業。美術大学卒業
ならではの洗練された色彩感覚と、造形美の表現方法
は唯一無二の存在。骨格や目鼻立ちを引き立てるバラ
ンスの取れたメイク方法と、透明感のある肌作りはま
さに真骨頂。これまでに３万人もの女性をメイクして
きた豊富な経験と実績から、その人の魅力を最大限に

引き出す比類なきテクニックとセンスを持つアーティ
スト。キアヌ・リーヴス、ジョージ・クルーニー、ジョ
ディフォスターなど数多くのハリウッドスターのヘア
メイクを担当。現在も女優やモデル、AKB48などア
イドルも手掛ける他、TV出演や広告撮影、パリコレ
クションへの参加、メイクセミナー講師など国内外で
幅広く活躍中。

申　　込：IBFビューティプロショップでチケットをご購入くだ
さい。

■IB-002　Back Stage Trend “Paris Collection” Makeup Seminar（会場開催）

2021年、Emmy賞を受賞したメイクアップアーティスト、Motoko
のIBFオンラインセミナーを開催します！
参加者の方から事前にMotokoへの質問を募集し、その質問に
Motokoが回答していきます。
メイクアップ技術のこと、Motokoのキャリア、経験など、コス
メのこと、メイクアップに関わることであればなんでも質問でき
ます。フリートークスタイルなので、参加者も自由に発言できま
す。もちろんそれを「聞いているだけ」の参加でもオッケー。世
界のトッププロと直接言葉を交わせる、質問できるオンラインな
らではの90分！ 是非ご参加ください。

日　　程：2021年10月17日（日）
11：00-12：30

費　　用：IBF正会員4,675円（税込）
　　　　　受講生4,950円（税込）
　　　　　一般5,500円（税込）
講　　師：Motoko Honjo Clayton

（2021Emmy賞受賞メイク
アップアーティスト）

※本誌P22-23もご覧ください。
申　　込：IBFビューティプロショップ

でチケットをご購入くださ
い。

■IB-001　祝2021年Emmy賞受賞！ Free Conversation with Motoko （オンラインセミナー）



NYMAヘアスタイリングプロコースの前半最終日に行われたフォトシュートの授業。
各自モデルを同伴して都内スタジオに集合。
授業で練習したスタイリングテクニックを応用して、あらかじめ練ってきたスタイ
ルを作っていきます。フォトスタジオでプロのフォトグラファーに撮影してもらえ
る貴重な機会。
スタジオでは窓とドアを開放し、手指消毒はもちろん感染対策をしっかり意識し
ながら授業に入ります。前半はそれぞれ練習時間に当てます。時間の制限は特に
なく、後半に組み込まれた撮影時間に間に合えばどのように時間を使ってもOK
です。編み込み、アップスタイルを組み合わせる方が多いですが、オリジナルのス
タイルを作る方も。

藤井講師が見守る中、
少しずつ熱が入り、い
い緊張感がスタジオに
流れています。昼休み
を挟んでいよいよ午後
は撮影タイム。

スタイリングを完成してまずはテストシュート。モニタに流れてくる
写真を見て、講師と生徒さんそれぞれ、気が付いたところ、修正が
必要なところをチェックして、とても細かいところまで修正していき
ます。自分でスタイリングしているときはそれほど目立たない箇所
が写真で客観的に見ると気になってしょうがないという方がほとん
どでした。

後れ毛や毛の乱れをあえてそのまま残すのか、意図したものではな
いので、修正するか短時間で判断しなければなりません。
それ以外にも、カメラのアングルはどうするか、モデルの表情や、
ポーズはどうするか…など決めなければならないことがとても多い
のが撮影の授業。
ポスターなどの撮影現場であれば、ヘアメイクのコンセプトやモデ
ルのポーズなど大まかなことは、ディレクションする立場の人間が決
めてくれます。ヘアメイクとしては、ディレクターやプロデューサー、そ
してフォトグラファーの指示に従うというパターンが多いですね。

しかし撮影の授業はあくまで「自分の」ヘアメイク作品を撮影するのが目的なので、いわば自分がディレクターであり、ヘアメイ
クであるということになります。
これを「自由にできて楽しい」と感じるか、「考えることが多くて大変」と捉えるかで、大きく作品が変わってくると思います。

自分で決めることができずフォトグラファーや講師の提案を
受けて従った作品はもちろんプロのアドバイス通りなので写
真のクオリティは高いですが、「自分で」作った感が少しだけ薄
くなりかねませんね。撮影時間が進むにつれてそんなことにお
そらく皆さん気が付き始めたのだと思います。
撮影後半には、積極的に「入ります！」とフォトグラファーに声
をかけてヘアあるいはメイクを直す回数が増えていったように
思えました。
予定通りに授業がすべて終了すると、全員からホッとした笑
顔が見られました。
藤井講師からも「みんな頑張ってとてもいいヘアスタイルがで
きていたし、よい写真も撮れましたね。おつかれさまでした！」
とねぎらいのコメントをいただきました。
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が写真で客観的に見ると気になってしょうがないという方がほとん
どでした。

後れ毛や毛の乱れをあえてそのまま残すのか、意図したものではな
いので、修正するか短時間で判断しなければなりません。
それ以外にも、カメラのアングルはどうするか、モデルの表情や、
ポーズはどうするか…など決めなければならないことがとても多い
のが撮影の授業。
ポスターなどの撮影現場であれば、ヘアメイクのコンセプトやモデ
ルのポーズなど大まかなことは、ディレクションする立場の人間が決
めてくれます。ヘアメイクとしては、ディレクターやプロデューサー、そ
してフォトグラファーの指示に従うというパターンが多いですね。

しかし撮影の授業はあくまで「自分の」ヘアメイク作品を撮影するのが目的なので、いわば自分がディレクターであり、ヘアメイ
クであるということになります。
これを「自由にできて楽しい」と感じるか、「考えることが多くて大変」と捉えるかで、大きく作品が変わってくると思います。

自分で決めることができずフォトグラファーや講師の提案を
受けて従った作品はもちろんプロのアドバイス通りなので写
真のクオリティは高いですが、「自分で」作った感が少しだけ薄
くなりかねませんね。撮影時間が進むにつれてそんなことにお
そらく皆さん気が付き始めたのだと思います。
撮影後半には、積極的に「入ります！」とフォトグラファーに声
をかけてヘアあるいはメイクを直す回数が増えていったように
思えました。
予定通りに授業がすべて終了すると、全員からホッとした笑
顔が見られました。
藤井講師からも「みんな頑張ってとてもいいヘアスタイルがで
きていたし、よい写真も撮れましたね。おつかれさまでした！」
とねぎらいのコメントをいただきました。

現在は後半授業がスタートしており、8月23日で、全科目が終了します。もう一息ですね。練習を絶やさず、技術に磨きをかけて
ください。この日参加した方の作品をご紹介します。



M・A・Cと言えば世界中のメイクアップアーティストに愛され続けているコスメのトップブランド。
今回はIBFのオンラインセミナーにM・A・Cのレジデントレーナー工藤孝政氏が初登場。
ブランドヒストリーや直近のコラボ企画、最新のバックステージトレンドなどをご紹介いただきました！

レジデントレーナーとは、M・A・Cのアーティストをトレーニング、研修する立
場。商品知識はもちろん、百貨店などの現場、あるいはコレクションバックス
テージなど多岐にわたる分野の知識を持っていらっしゃる方。
セミナーはまずブランドの背景、エスティ ローダー グループの歴史などを紹
介。カナダのトロントで誕生したM・A・Cが世界に展開していった過程なども
わかりやすく解説していただきました。

M・A・Cは、社会貢献活動にも熱心で、VIVA GLAM（売上の100%
をM・A・Cエイズ基金に寄付）やBACK to M・A・C（使用後の容器
を集めるとリップガラスと交換してくれる）などにも力を入
れていること。
さらにアーティストや映画などとのコラボ商品もM・A・Cの特
徴の一つ。最近ではBLACK PINKのLISAがグローバルアンバサ
ダーに就任、ディズニー映画クルエラとのコラボシリーズや
avexの超特急とのコラボなどを実施中、コラボレーションす
る意味合いやその効果なども解説。

M・A・Cでは、毎年パリ、ロンドン、ミラノ、ニューヨーク
などのコレクションバックステージにトップアーティ
ストを出しています。そしてシーズンが終わると、その
時のトレンドをバックステージの映像やアーティスト
のインタビューで紹介するムービーを作っています。

トレンドをいくつかのワードにカテゴライズしてあり、このムー
ビーがとてもカッコいい。
セミナーで紹介されたのは、2021 S/Sのムービー4本！
今期のトレンドワードは「NATURAL」「BLUR（ミスティ）」「GLAM」
「DIY」。
それぞれのメイクの特徴を実際にコレクションのバックヤード
でのインタビューでM・A・Cのアーティストが解説します。
その後M・A・Cのアーティストによるメイクアッップチュートリ
アルの動画を見てセミナーは終了。最後に質疑応答タイムも設け
て、参加者からの質問にも回答していただきました！

M・A・C工藤様、セミナーありがとうございました！



舞台「私を代わりに刑務所に入れてください」
IBF国際美容連盟がヘアメイクで協賛している舞台が新宿シアターサンモールで上演されました。
元暴走族が牧師となり、非行少年、少女たちの自立を支援する立場になったという実話を元にしたストー
リー。
タイトル「私を代わりに刑務所に入れてください」は主人公が少年審判で少年院送致を言い渡されたとき
に、母親が裁判官に泣きながら叫んだ言葉だそうです。

舞台は重く暗くなりがちなシリア
スなテーマですが、笑いを交えた
演出で好評。東京以外での公演の
お話しも来ているとか。
主演は本作が舞台初主演となる
バッドボーイズの佐田正樹さん。

この舞台、実は昨年2020年に上演予定でしたがコロナ禍で延期され
たもの。
昨年もポスター撮影や稽古などギリギリまで動かれていたスタッフ、役
者さんたちにとって延期の決定はとてもショックだったことでしょう。

それから約1年後の７月、今回もコロナ禍は収束
していませんでしたが、配信上演も用意したうえ
で、上演決行となりました。２年越しの舞台とい
うことです。

舞台には、IBFからヘアメイクチームを入れて、ケ
ンカのシーンではアザメイクをしたり、すべての
役者さんのヘアメイクをさせていただく予定でし
たが、今回ヘアメイクを入れたのは配信と終演後
のトークショーが行われる初日のみ。そしてヘア
メイクも1名。これも楽屋での「密」を避けるため、
やむを得ないことです。

さて、舞台初日、ヘアメイクはIBF Proチームの
Svetaさん。

ロシアの方ですが、日本で今積極的にヘアメイクとして頑
張っています。今回の舞台は基本、役者さんはすべてヘア
メイクを自分でしていますが、主演の佐田正樹さん、トー
クセッションに出演するゲストの方たち、空き時間にはそ
の他の役者さん、女優さんなどのヘアメイクを行うという
スケジュール。

主演の佐田正樹さん



当日はあいにくの雨。新宿シアターサンモールの楽屋に12：30到着。
ちなみにこちらの劇場、エレベーターやエスカレーターは無しで階段移動です。
ヘアメイクあるあるですが、道具を満載したスーツケースは本当に重たいです。
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事前調査は必須ですね。
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IBF Pro teamの活動を報告します。今回ご紹介するのはIto Kanakoさん。
NYMAダブルマスター通学コースとヘアスタイリングプロコースを卒業後、ヘアメイクの現場に積極的に飛び込み、現在も仕事の幅を
広げるため頑張っています。IBFの案件でもポスター撮影やミス日本関連のヘアメイクなどに入っていただきました。

彼女の素晴らしいところは、チャレンジ精神。
ヘアメイクの仕事では、しっかりとヘアメイクの役割や進行表、香盤表などが提示される現場と、特に書面などは用意されておらず、
現場に入ってから流れで決めていくような現場があります。
当然ヘアメイクとしては、どこで何を、いつすればよいのか？これがわかっていたほうが安心ですね。でも後者の何が起こるかわからな
いみたいな現場も意外と多いもの。

今回2つの現場をご紹介しますが、どちらかと言えば、「細かく決まっていない」パターン。
それでもKanakoさんは、まず「ヘアメイクやりたいです」と手を挙げます。「今回現場入らないとわからないこと多いけど大丈夫？」
と聞くと「大丈夫です！」もちろん最低限確認すべきこと、集合時間、場所などは確認しますが、それ以外わからないことが多くても、
「頑張ります」という気持ちはけっこう大事。もちろん、入ってみたら本当に大変で、失敗もしてしまったということもあるかもしれません。
でもそれも修行、貴重な経験の一つになりますね。（Kanakoさんは失敗してません。念のため）

一つ目の現場は某ライブハウスでのライブ出演バンドのヘアメイク。「シザンサシズム」というユニット。時間と出演順、ヘアメイクする人数は
決まっていましたが、「特殊なメイクではない」ということ以外あまり情報が無かった案件ですが、バンドメンバーにも気に入られて、ヘアメイ
クもバッチリと好評だったようです。

もう一つは情報解禁前なので、詳細は公開できませんが、ある短編フィルムの撮影案件。
こちらはなんと長崎県へのロケ。監督、カメラ、役者さんとチームで移動して宿泊。
宿泊先でヘアメイクして現場までまた移動というスケジュール。
映画のロケの場合、スケジュールがアバウトな案件も多いです。
天気待ち（晴れるのを待って撮影したり）があったり、何かトラブルがあったりしてスケジュールが動いてしまうことも多いからですね。
Kanakoさんこちらの現場でも気に入られて、監督から「また声掛けさせて」とうれしいお言葉をいただきました。

Kanakoさん、これからますますご活躍されると思います。
頑張ってくださいね。



今回ご紹介するのはIBFでもセミナーや特別授業などで毎年ご登場いただいているMOTOKO。
2021年、ついにEmmy賞を受賞！
受賞の喜びの声とともにインタビューをご覧ください。
10月にはIBF主催オンラインセミナーも予定しています！

Ｑ１．まずはEmmy賞を受賞した感想を一言お願いします。
Ａ１．映画界はアカデミー賞、テレビ界はエミー賞なので、そのエミー賞を受賞させて頂き、

大変光栄です。
　　　受賞は７年間続けた「THE REAL」というトークショウのメイクでいただきました。
　　　１回目のノミネートは「え?!」と驚くばかり。
　　　２回目のノミネートは少し期待しましたが、ハードルが高いと実感。

３回目のノミネートはヘア部門とスタイリスト部門が受賞したのに、メイク部門はでき
ず泣きます。

　　　４回目のノミネートは諦めていましたが、受賞。本当に「サプライズ！」でした。

Ｑ２．メイクアップアーティストになろうと思ったきっかけを教えて
ください。

Ａ２．小さい頃から母のメイクを見るのが好きでした。社会人になる
と自分のために買ったshu uemuraさんの商品は友達にメイク
するための道具となり、アメリカに渡っても銀行員時代の同僚
たちにメイクをしていました。
ある日友達から、「そんなに人をメイクする事が好きならプロに
なったら？」と助言され、また同時期に知人のカメラマン助手
からプロのモデルをメイクするチャンスをもらいました。
が、私のメイク道具がプロ用ではなかった理由から（メイク道具
は母が作ってくれた箱に入っていました）モデルにメイクする
事を拒否罵倒されます。
この２つのことから、基礎を学ぶためメイク学校へ行く決心を
します。メイク学校に入ってすぐメイクアップアーティストが
適職であると確信します。
その理由は人を綺麗にすることが楽しく、好きで好きで仕方な
いからでした。
学校では特殊メイクとビューティーメイクを学びましたが、特
殊メイクをすると自分の体が疼くのでプロのビューティーメイ
クアップアーティストを目指し一歩一歩目標をクリアにしなが
ら今に至ります。

Ｑ３．メイクアップの技術はどのようにして学びましたか？
Ａ３．メイクを始めて最初の２年間で1,200人近くのメイクを

しました。その後アシスタントの仕事をしながら別のメ
イクアップアーティストのテクニックを見て学びます。
一人だけですが、口頭と実技でテクニックを教えてくだ
さった方もいました。
学んだテクニックはすぐに実行し、自分で練習しました。
あとは経験を積むことだけです。



Ｑ４．今までに数多くのセレブリティ、著名人の方のメイクアップをされてきたと思いま
す。その中で印象に残ったお仕事やセレブはいらっしゃいますか？

Ａ４．とても印象に残る仕事はいくつかあります。
歌手のマライア・キャリーとは６年間ほど一緒にお仕事をさせていただきました。
その中でも彼女と一緒にプライベートジェットに乗りカリブ海へ行って大きなク
ルーザーで長いこと島々を廻ったことは忘れません。もう二度と無い体験です（笑）。
イタリアのカプリ島で彼女のメイクをしたことも印象深いです。
マライアからは色々なことを学ばせてもらいました。その中で、短い時間内にメ
イクを済まさなくてはいけない状況が多く個々のつけまつ毛（Individual fake 
lashes）を早くつける技術は習得できました！
もう一つは中国人の女優さん、チャン・ツィイーのアカデミー賞とゴールデングロー
ブ賞のメイクをさせてもらったことです。
とても嬉しく、自分のメイクに対する自信を更に持てる機会となりました。その後、
他の女優さんのアカデミー賞、ゴールデングローブ賞、エミー賞などのメイクをさ
せてもらうことにつながります。

Ｑ５．好きな映画は？
Ａ５．オードリー・ヘップバーンの「麗しの

サブリナ」「ローマの休日」「マイ・フェ
ア・レディ」「ワンダーウーマン」「キャ
プテン・マーベル」「シャーロックホー
ム ズ」「Love and Basketball」「釣 り
バカ日誌」

Ｑ６．好きなアーティスト（画家、アーティスト）を教えてください。
Ａ６．沢山いて、ひとつにしぼれません。
　　　フランス画家：ジャック・ルイ・ダビッド、モネ、マルク・シャガール
　　　イタリア画家：ボッティチェルリ、ラファエルロ・サンツィオ
　　　スペイン画家：ピカソ(青の時代の絵)
　　　ウィーン画家：グスタフ・クリムト

Ｑ７．尊敬するメイクアップアーティストがいたら教えてください。
Ａ７．ケヴィン・オークイン。
　　　90年代、アシスタントとしてジャネット・ジャクソンのミュージックビデオの仕事をした時（エキストラのメイクをしました）、

ジャネット・ジャクソンのメイクを担当していたケヴィン・オークインと直接お会いすることができ、感激で泣きました。

Ｑ８．仕事でよく使うお気に入りの化粧品をいくつか教えてください。
Ａ８．*Anastasia Beverly Hills Eyeshadow Pallet （Norvina &  Amrezy）、*Pat McGrath Eyeshadow Pallet（Mother Ship VII 

Divine Rose）、*カネボウ　ルナソル＃01Natural Beige、*Nars Sheer Glow Foundations、*Ex:Beaute エクスボーテビジョ
ンファンデーションリキッド　モイスト＆マット、*Ex:Beaute エクスボーテハイエンドルースパウダー　クリア、*M・A・Cの
口紅、*RMKのグロス、*Pat McGrathのマットの口紅

Ｑ９．将来の展望、夢を聞かせてください。
Ａ９．出来たら、日本で私の学んだメイクの技術をもっと広げて行きたいです。特

に褐色肌のメイク方法、立体的なメイク方法、個々が持っている陰影を使っ
たメイク方法、眉の描き方など。

Ｑ10．最後に日本のメイクスクー
ルの生徒たちにメッセージ
をお願いします。

A10．できる限り練習をすること。
多くの人のメイクをしなが
ら自分のスタイル・好みの
メイクを確立して行ってく
ださい。そして多くの方々
を幸せにしてあげてくださ
い。

セミナー告知　MOTOKOオンラインセミナー開催決定！
Free Conversation with Motoko
10/17（日）11：00-12：30　詳細は本誌P05-07 Informationをご覧ください！

今回ご紹介するのはIBFでもセミナーや特別授業などで毎年ご登場いただいているMOTOKO。
2021年、ついにEmmy賞を受賞！
受賞の喜びの声とともにインタビューをご覧ください。
10月にはIBF主催オンラインセミナーも予定しています！

Ｑ１．まずはEmmy賞を受賞した感想を一言お願いします。
Ａ１．映画界はアカデミー賞、テレビ界はエミー賞なので、そのエミー賞を受賞させて頂き、

大変光栄です。
　　　受賞は７年間続けた「THE REAL」というトークショウのメイクでいただきました。
　　　１回目のノミネートは「え?!」と驚くばかり。
　　　２回目のノミネートは少し期待しましたが、ハードルが高いと実感。

３回目のノミネートはヘア部門とスタイリスト部門が受賞したのに、メイク部門はでき
ず泣きます。

　　　４回目のノミネートは諦めていましたが、受賞。本当に「サプライズ！」でした。

Ｑ２．メイクアップアーティストになろうと思ったきっかけを教えて
ください。

Ａ２．小さい頃から母のメイクを見るのが好きでした。社会人になる
と自分のために買ったshu uemuraさんの商品は友達にメイク
するための道具となり、アメリカに渡っても銀行員時代の同僚
たちにメイクをしていました。
ある日友達から、「そんなに人をメイクする事が好きならプロに
なったら？」と助言され、また同時期に知人のカメラマン助手
からプロのモデルをメイクするチャンスをもらいました。
が、私のメイク道具がプロ用ではなかった理由から（メイク道具
は母が作ってくれた箱に入っていました）モデルにメイクする
事を拒否罵倒されます。
この２つのことから、基礎を学ぶためメイク学校へ行く決心を
します。メイク学校に入ってすぐメイクアップアーティストが
適職であると確信します。
その理由は人を綺麗にすることが楽しく、好きで好きで仕方な
いからでした。
学校では特殊メイクとビューティーメイクを学びましたが、特
殊メイクをすると自分の体が疼くのでプロのビューティーメイ
クアップアーティストを目指し一歩一歩目標をクリアにしなが
ら今に至ります。

Ｑ３．メイクアップの技術はどのようにして学びましたか？
Ａ３．メイクを始めて最初の２年間で1,200人近くのメイクを

しました。その後アシスタントの仕事をしながら別のメ
イクアップアーティストのテクニックを見て学びます。
一人だけですが、口頭と実技でテクニックを教えてくだ
さった方もいました。
学んだテクニックはすぐに実行し、自分で練習しました。
あとは経験を積むことだけです。


