
 

 
 

科ｺｰﾄﾞ  13813 

科目ｺｰﾄﾞ 68305 

科  名 ファッションディレクター専攻 

科目名 ファッションプロデュース論 

単  位 １単位 

授業期間 前期 
 

担当教員(代表)：菅原敬太 共同担当者：  

 
 

概要（教育目標・レベル設定など 200字程度）（職業実践専門課程認定要件に基づきＨＰ上で公開します） 

時代の空気に敏感で、人々のエモーショーナルな部分を刺激する「ファッション“力”を活かしたプロデュース術」は、ファ

ッション業界だけに留まらず様々な業界のプロデューサーにとっても必須能力となっています。そこでファッションプロデュ

ース論では、ファッション“力”を理解・向上させながらプロデューサーとしての見識と覚悟を養い生徒それぞれのプロデュ

ース哲学や信念を芽生えさせます。 
  

コマ 内 容 コマ 内 容 

1 オリエンテーション 16  

2 ファッションについて考える.1 17  

3 ファッションについて考える.2 18  

4 プロデュースについて考える.1 19  

5 プロデュースについて考える.2 20  

6 プロデュース実践.1 21  

7 プロデュース実践.2 22  

8 プロデュース実践.3 23  

9 プロデュース実践.4 24  

10 プロデュース実践.5 25  

11 プロデュース実践.6 26  

12 プロデュース実践.7 27  

13 プロデュース実践.8 28  

14  29  

15  30  

 
評価方法・対象・比重 

授業内課題（実践）への「チャレンジ真剣度」「成果物完成度」にて評価 
 
主要教材図書                   

参考図書 なし 

その他資料 なし 
 

記載者氏名 菅原敬太 

 

２０１５年度 カリキュラム科目概要 文化服装学院教務部 

 



 

 
 

科ｺｰﾄﾞ 13813 

科目ｺｰﾄﾞ 

68316・68317 

科名 流通専攻科 ファッションディレクター専攻 

科目名 ファッションプロデュース演習 A/B 

単  位   A ２ / B ２ 

授業期間 A 前期 / B 後期 

 

担当教員(代表)：川上 理恵  共同担当者：  

 
 

概要（教育目標・レベル設定など 200字程度）（職業実践専門課程認定要件に基づきＨＰ上で公開します） 

ファッションプロデュース、クリエイティブディレクションについて学びながら、これまでの２年間の専門性を

よりブラッシュアップし、自らの将来に向けたセルフプロデュースを実現していく 

卒業研究創作（セルフプロデュース）に向けてテーマ設定、研究、創作、発表、検証まで 
  

コマ 内 容 コマ 内 容 

1 イベント運営を通じて、2年間で得た知識・技

術を確認する。 

イベント企画～運営～検証 

 

28 企画書再検討 ブラッシュアップ 

 ２ 29 

３ 30 

４ 31 プレ卒展検討実施 

５ 卒展導入 32 

６ 卒展 個人テーマ検討～決定 33 

７ 34 

８ 35 

９ 36 

10 37 

11 38 卒展全体レイアウト検討 什器計画 

告知ツール 検討制作 12 39 

13 卒展内容検討 

企画書制作 

40 

14 41 

15 42 

16 43 

17 44 

18 45 

19 46 

20 47 

２０１５年度 カリキュラム科目概要 文化服装学院教務部 

 



21  48  

22 49 

23 50 

24 51 

25 企画書プレゼン 52 

26 53 

27   

 
評価方法・対象・比重 
 
授業態度、進捗における点検、自己評価と発表後の他己評価  点数評価 
 

 
主要教材図書                   

参考図書  

その他資料  川上 理恵 
 

記載者氏名  

 



 

 
 

科ｺｰﾄﾞ 13813    

科目ｺｰﾄﾞ 68004 

科  名 ファッション流通専攻科ファッションディレクター専攻 

科目名 ファッションプロモーション 

単  位   単位 

授業期間    通年 
 

担当教員(代表)：阿部 泰祐 共同担当者：  

 
 

概要（教育目標・レベル設定など 200字程度）（職業実践専門課程認定要件に基づきＨＰ上で公開します） 

プロモーションの原点は自分を知る事、そして相手(社会等も含む)を知ること、 目的を達成する為に必要な「知

識」と「意識」と「技術」を養い、「構築(組立方)」「発信(伝え方)」「検証(効果の測定方法)」を学ぶ。 同時

に 2 年間学んできたファッション各論の復習をしながら、実際の社会(現場)では何が求められ、何が活きるのか

を、ファッション業界最前線の実例を交えお伝えし、社会に出てからすぐに役立つよう努めます。 

  

授業概要 

・テーマ概要 

大きく分類すると3つの項目になります。 

 

【１】＝理論 

セルフプロデュース論 

プロモーション企画構築～発信～結果検証方法論 

メディア論 

 

【２】＝情報 

ファッションプロモーション実例紹介 

プロモーション手段のトレンド紹介 

 

【３】＝演習 

プロモーション企画書作成演習 

プレゼンテーション演習 

校外インターン研修（社会・実際を体感） 

 

・学習方法 

理論を学び、情報を収集し、最後に演習でまとめ、体感することによって体得する事を目指します。 

机上の空論では全く意味がないので、実際に存在するプロジェクト(案件)や具体的な企業・ブランド名 

を公表し、（ただし守秘義務遵守が原則）表面に見える部分だけではなく、裏側での仕掛けや思惑等 

も学ぶ機会を提供するよう努めます。 

前途した通りプロモーションとは「自分を知る事」「相手を知ること」、そして柔軟な発想をもって 

「仕掛け」を構築する戦略及び戦術です。 

そこで必要となるのは人間にしかできない発想、つまり「人間力」が重要となります。（機械は活用す

るもの）本講義を通して、この重要なポイントに気が付き、ファッション業界で活躍する人材となるよ

う３つのテーマを切り口に、ファッションプロモーションの現在(最前線)を中心にしながら、過去(事例) 

や未来（予測）を交え、分かりやすく講義を展開します。 

 
 
評価方法・対象・比重 

提出物の評価及び出欠状況・取り組み意欲等の総合評価 

２０１５年度 カリキュラム科目概
要 

文化服装学院教務部 

 



 
 
主要教材図書    弊社作成資料               

参考図書  ファッションビジネスの魔力 （朝日新聞社） 

その他資料 繊研新聞、ＷＷＤ等 
 

記載者氏名  

 



 

 
 

科ｺｰﾄﾞ  13813 

科目ｺｰﾄﾞ 53206 

科  名 ファッションディレクター専攻 

科目名 カラープランニング 

単  位  2 単位 

授業期間  通年 
 

担当教員(代表)：桑野 恵美 共同担当者：  

 
 

概要（教育目標・レベル設定など 200字程度）（職業実践専門課程認定要件に基づきＨＰ上で公開します） 

色彩に関する知識や技術を、演習を中心に行いながらその活用の仕方を習得する。 

色の手段としたカラープランニングを学び卒業制作に応用する。 

  

１．カラープランニングにおける色彩の応用について/色とイメージ 

  テキスト『ファッション色彩Ⅰ』『ファッション色彩Ⅱ』２，３章 

                                 <講義および演習2コマ> 

２．ユニバーサルデザインにおける色彩（色の機能性） 

             4章 視認性/誘目性 ユニバーサルデザイン配色案① 

                                 <講義および演習2コマ> 

３．配色応用１      4章 「流行配色」とその他の配色（配色効果）カラーワーク③ 

                ナチュラル・コンプレックス/ビコ・トリコロール/色相分割 

                                 <講義および演習３コマ> 

４．配色の応用2・3   4章 色による季節感/ファッションイメージ（クラッシク/ソフティ 

               ケート/エレガント/エスニック/スポーティ/モダン）/色・柄 

               によるイメージ 

               色（配色）分析・発表 ② 

               写真、ポスター、雑誌のページ、CDジャッケットなどの配色と 

               その効果を分析 

               雑誌タイトル色編集③ 

               色に関するキャッチコピーを考える④ 

                                  <講義および演習4コマ> 

５．商品価値を高める色 4章 重ね色目、日本の色名、ヨーロッパの色名 

    （色名）     カラープラン・色名を提案・発表⑤ 

               メガネフレームの色として3色のカラーを提案し、 

               それを商品として販売する場合のカラーネーム等をグループで考える 

                                  <講義および演習１コマ> 

６．カラーバリエーション  商品カラー展開色としての考え方を学ぶ 

                                  <講義および演習3コマ> 

７．時代と色（流行色） 1章 時代と色  

              2020年のオリンピックイヤーにおける流行色を予想・発表⑥ 

                                  <講義および演習2コマ> 

８．店舗と色彩     5章 空間の役割に応じた色使いを学び、陳列・演出に色を活用する方法を 

               学ぶ。 

９．ファッション産業と色彩 5章 情報としての色彩のデータ化/生産段階における色彩 

/色彩管理 

                                    <講義4コマ> 

１０．セルフプロデュースにおける色彩計画の実習 （卒業制作：他科目との運動） 

２０１５年度 カリキュラム科目概
要 

文化服装学院教務部 

 



             5章 カラープランニングの流れ 

                カラープランニングシート作成・プレゼンテーション⑦ 

                                  

 <講義および演習 5コマ> 

 
評価方法・対象・比重 

前期試験の得点、および提出物の評価を総合的に評価し、出席など授業態度を加味して最終評価とする。 

 
 
主要教材図書     『ファッション色彩Ⅱ』 （文化出版局）『WWD』 

参考図書 『ファッションカラー』 JIS地名表 DIC色表（日本の伝統的色・フランスの伝統色・中国の伝統色） 

その他資料 ベーシックカラー１４０B5版、カラーチャート（1年時使用） 
 

記載者氏名  

 



!!!

!
!

!

!

!

!

科ｺｰﾄﾞ　　　　　　 　　　　 科   名　 ファッションディレクター専攻科3年!
科目ｺｰﾄ　　　　　　　　　　科目名    ビジュアルマーチャンダイジング

単　　位 2

授業期間 前、後期／
隔週

担当教員(代表)：伊藤淑恵 共同担当者：

教育目標・レベル設定など!!
Ⅰ　  VMDについての理解を図る。 !
Ⅱ　 ショップにおける商品の視覚表現（VMD）を多様な視点で考察。 !
       ストア.ウオッチングとして、レポートでリサーチし、考察力を身に付ける。 !
Ⅲ　 器具、Props(演出物)の活用手法を演習!
Ⅳ　 ベーシックなVPテクニックと企画の習得。 !
Ⅴ　  VP企画から、企画書に基づきセッティング。企画を立て、企画通りプレゼンテーション出来るようにする。!!!!
授業概要＝テーマ(大・中・小項目)、方法(講義・演習・実験・リサーチ・グループ活動など)、製作物、!

テーマ別所要コマ数、他科目との関連性、使用パソコンソフト名・ボディ種類、見学先、!!!!
⒈ VMDの基本的な概論!!
⒉ VPの実践的な概論!!
⒊ ストアウオッチングとそれらを考察したレポート!!
⒋ VPテクニックの演習!!
⒌ VPテクニックの企画!!
⒍  ポートフォリオの基本的な編集!!
⒎ 授業全体をまとめたポートフォリオの提出と採点。!!!

評価方法・対象・比重!
演習での制作作品（個人又はチーム）　　・ポートフォリオ（個人）　　・出欠状況・授業態度　　これらを総合的に評価する。

主要教材図書              オリジナルプリントによるテキスト配布。!

参考図書         担当者個人のイメージファイル

その他資料     担当者オリジナルの　パワーポイント、DVDによる資料

記載者書名欄　　伊藤淑恵

２０１５年度　カリキュラム科目概要 文化服装学院教務部　　１



 

 
 

科ｺｰﾄﾞ  13813 

科目ｺｰﾄﾞ 68452 

科  名 ファッションディレクター専攻 

科目名 ショーイベントディレクション 

単  位 ２単位 

授業期間 通年 
 

担当教員(代表)：川上 理恵 共同担当者：  

 
 

概要（教育目標・レベル設定など 200字程度）（職業実践専門課程認定要件に基づきＨＰ上で公開します） 

学外コラボレーションをはじめ、学内外のファッションショーやイベントを通して、プロデューサーやディレク

ターを実体験する。 

企画・実習・検証までトータルで学ぶ。 
  

コマ 内 容 コマ 内 容 

1 ジャパンホビーショーに向けて、企画・実習・検証 16 靴下の日に向けて 百貨店での実習 打ち合わせ 企画 

 

靴下の日当日 プレゼン 検証 

2 17 

3 18 

4 日暮里ファッションウィークに向けて、企画・実習 19 

5 20 

6 21 

7 22 

8 日本ヴォーグ社 アートプリント作品制作・カタログ制作 

 

靴下の日にむけて 取り組み導入 

23 

9 24 

10 25 学内コンテストに向けて 準備 本番 

11 26 

12 27 

13 28  

14 29  

15  30  

 
評価方法・対象・比重 

 

 企画～検証を通して、出席率と取り組む態度、成果をトータルで評価 点数評価 
 
主要教材図書                   

参考図書  

その他資料  
 

記載者氏名  川上 理恵 

 

２０１５年度 カリキュラム科目概要 文化服装学院教務部 

 



 

 
 

科ｺｰﾄﾞ 13813 

科目ｺｰﾄﾞ 68600 

科名 流通専攻科 ファッションディレクター専攻 

科目名 ネットビジネス 

単  位   1単位 

授業期間 半期（ 後期 ） 
 

担当教員(代表)：一般財団法人 ネットショップ能力認定機構 

理事 森戸裕一 

共同担当者： 

 
 

概要（教育目標・レベル設定など 200字程度）（職業実践専門課程認定要件に基づきＨＰ上で公開します） 

ファッションリテールにおける電子商取引(Electronic Commerce；以下 EC)の役割と可能性を考察する。 

前半では、優良ファッション ECサイトの特徴と仕組み、課題を通して、ファッション ECの現状と展望を理解する。 

中盤～後半では、各種サービスを活用してファッション ECサイトを自ら出店し、運営業務を体験する。 

ファッション ECにおけるビジネスの基礎知識と運営の仕組み、全体像の理解を目標とする。 
  

コマ 内 容 コマ 内 容 

1 
ファッション EC 市場動向 

総務省や主力プレーヤー(企業)発表の調査統計データに基づく分析・考察 
16  

2 
ファッション EC 優良サイト分析(1) 

ファッション EC業界研究 
17  

3 
ファッション EC 優良サイト分析(2) 

プロモーション・キャンペーン最新動向、成功事例 
18  

4 
ファッション EC 消費者動向 

ソーシャルメディア、スマートデバイスの普及、オムニチャネルとは 
19  

5 
ファッション EC 課題と展望 

サイズ確認、試着対応、店舗連携、顧客管理 ※レポート発表 
20  

6 
ファッション EC 出店形態(1) 

ネットショップ開設サービス(ショッピングカート)解説、選定基準 
21  

7 
ファッション EC 出店形態(2) 

ネットショップ無料開設(登録)方法出店登録・設定 
22  

8 
ファッション EC 出店準備(1) 

ターゲティング、顧客ベネフィット(誰に何を買っていただくか) 
23  

9 
ファッション EC 出店準備(2) 

特定商取引法、決済、配送の仕組みと設定、プライバシーポリシー 
24  

10 
ファッション EC 制作(1) 

トップページ設定、デザイン編集 
25  

11 
ファッション EC 制作(2) 

商品管理（登録、基本情報、写真） 
26  

12 
ファッション EC プロモーション 

ソーシャルメディア連携、ネット広告、動画活用 
27  

13 
ファッション EC 運用(1) 

顧客対応、メール設定、問合せ対応 
28  

14 
ファッション EC 運用(2) 

来訪者・サイト分析、目標設定、実行、分析/評価、改善サイクル 
29  

15 
ファッション EC プレゼンテーション 

各自出店サイト企画、体験の発表と講評 ※各自プレゼンテーション 
30  

 

評価方法・対象・比重 ＊比重は【】内に記載 

評価対象① 出欠状況（学習姿勢・取り組み状況） 【4】 

評価対象② 5コマでのレポート発表  【2】 

評価対象③ 15コマでの出店サイト発表  【4】 

 

主要教材図書：ネットショップ検定公式テキスト 2014-15年版(日本能率協会マネジメントセンター) \2800(税別) 

参考図書： 

その他資料：各コマ(講師)別の補助資料、参考サイト・動画など 
 

記載者氏名：一般財団法人ネットショップ能力認定機構 理事 森戸裕一 

 

２０１５年度 カリキュラム科目概要 文化服装学院教務部 

 



 

 
 

科ｺｰﾄﾞ  13813 

科目ｺｰﾄﾞ 55050 

科  名 ファッション流通専攻科 ファッションディレクター専攻 

科目名 映像メディア 

単  位   単位 

授業期間 第 2時限(木曜日) 
 

担当教員(代表)：(株)インファス・ドットコム 角倉 典彦 共同担当者：  

 
 

概要（教育目標・レベル設定など 200字程度）（職業実践専門課程認定要件に基づきＨＰ上で公開します） 

ファッションに関する映像についての歴史と、現状の様々なファッション映像を考察し、実践的に映像制作を行

う上での基本知識と技術習得の一助を目的とする。放送開始 30年になる「ファッション通信」を主な題材に取

り上げ、時には制作担当者も呼び制作過程の紹介を行なう。受講生が将来様々な映像メディア制作にかかわる際

に、本講座がその一助となることを期待する。 
  

コマ 内 容 コマ 内 容 

1 インターネットや携帯電話の発達とファッションメディア 

ユビキタスネット時代のメディアの在り方とデザイナー 

16  

2 ファッションショーの成立の歴史的過程と演出についての考

察/歴史的な流れの中で、デザイナーが誕生し、ファッション

ショーが成立した過程/オールドスタイルのファッションショー 

17  

3 
ファッションショー成立の歴史的過程と演出についての考察2 

さまざまな形態のショー/失敗したファッションショーの例 

18  

4 ブランドマネージメント1/アルマーニのドキュメンタリー 19  

5 ブランドマネージメント2/片平秀貴元東大教授によるブラン

ド成立の3要素 

20  

6 インターネット出現によるマーケテイングの変化/ 

AIDMAからAISCEASへ実例を提示する 

21  

7 映像制作概論1/番組制作の手順 22  

8 ファッション番組の作り方/ 

「ファッション通信」チーフプロデューサーによる解説 

23  

9 ファッションジャーナリズム論考/川上系映像 24  

10 映像制作概論2/映像文法とモンタージュ理論 25  

11 映像制作概論3/基本的映像制作技術 26  

12 映像制作概論4/「省略と強調」の理解と企画の重要性 27  

13 映像制作概論5/「他者の目線」の理解 28  

評価方法・対象・比重 : 出席状況と課題レポート 
 
主要教材図書                   

参考図書  

その他資料 BS-Japan 「ファッション通信」/ファッション映像各種 
 

記載者氏名 角倉 典彦 

 

２０１５年度 カリキュラム科目概要 文化服装学院教務部 

 



 

 
 

科ｺｰﾄﾞ  13813 

科目ｺｰﾄﾞ 92600 

科  名 ファッションディレクター専攻 

科目名 美学 

単  位   単位  2 

授業期間 （    ） 
 

担当教員(代表)：五野井郁夫 共同担当者：  

 
 

概要（教育目標・レベル設定など 200字程度）（職業実践専門課程認定要件に基づきＨＰ上で公開します） 

 ファッション業界における情報デザインによる価値創造、さまざまなメディアでの制作に生かせるグラフィック・デザイン

の基本から、歴史、構成、配色や市場のトレンド、さらにファッションをとりまく政治・経済・文化・社会全体のグローバル

な流行の操作を分析し、ファション・プロモーションに不可欠な知識を会得することを目的とする。基本的には演習形式で講

義を進める。なお、実際の芸術作品に触れるために学外演習も行う予定である。 
  

コマ 内 容 コマ 内 容 

1 オリエンテーション美学の基礎１ 美とは何か 16 ユーゲントシュティール、分離派 

2 美学の基礎２ 美的と芸術的 17 デスティル、バウハウス、構成主義 

3 美学の基礎３ 美のカテゴリーとレパートリー 18 未来派、アールデコ、ダダイズム 

4 美学の基礎４ 美とモード 19 シュールレアリズムとその後 

5 20世紀のモードとデザイン史復習１ 20 インターナショナル、ビートニク 

6 20世紀のモードとデザイン史復習２ 21 ポップアート、スペース・エイジ 

7 20世紀のモードとデザイン史復習３ 22 サマー・オブ・ラブ、ラスタ 

8 かたちと機能 23 アンチデザイン、ミニマリズム 

9 美的なデザインと認知度 24 ハイテク、ストリート 

10 美とユーザビリティ 25 ポストインダストリアリズム 

11 美と訴求力の向上 26 デザインの今後 

12 美的なデザインの企画と決定 27  

13 近代デザイン史の概観 28  

14 アーツアンドクラフツ、審美主義 29  

15 アール・ヌーヴォーとその源泉 30  

 
評価方法・対象・比重 

 実技と課題、プレゼンテーションによって総合的に評価する。 

 
 
主要教材図書                  とくになし 

参考図書  講義毎に紹介する 

その他資料 講義毎に紹介する 
 

記載者氏名 五野井郁夫 

 

２０１５年度 カリキュラム科目概要 文化服装学院教務部 

 



 

 
 

科ｺｰﾄﾞ  13813 

科目ｺｰﾄﾞ 68453 

科  名 ファッションディレクター専攻 

科目名 イベント実習 

単  位   1単位 

授業期間   通年 
 

担当教員(代表)：川上理恵 共同担当者：  

 
 

概要（教育目標・レベル設定など 200字程度）（職業実践専門課程認定要件に基づきＨＰ上で公開します） 

教室では学ぶことができない現場での実体験を通し、経験値を上げ、よりリアルな知識・技術の習得を目指す。 

現場で起こる様々な予想しえない状況に、臨機応変に対応できる応対力・人間力の向上も目標とする。 

  

 

学外コラボレーションを始め、学内外のファッションショーやイベントでの時間外（放課後、土日、長期休暇など） 

実働時間を単位に反映する。 

 

【2015年度予定】ホビーショー、日暮里ファッションウィーク、靴下の日、日本ヴォーグ社との取り組み など 

 
評価方法・対象・比重 

 P評価 

 
 
主要教材図書  
 

参考図書 なし 

その他資料 なし 
 

記載者氏名 川上理恵 

 

２０１５年度 カリキュラム科目概要 文化服装学院教務部 

 



 

 
 

科ｺｰﾄﾞ  13813 

科目ｺｰﾄﾞ 10315 

科  名 ファッションディレクター専攻 

科目名 選択 アパレル演習 

単  位 ２単位 

授業期間 通年 
 

担当教員(代表)：川上 理恵 共同担当者：  

 
 

概要（教育目標・レベル設定など 200字程度）（職業実践専門課程認定要件に基づきＨＰ上で公開します） 

素材・デザインを問わず、各々のスキルに合わせてテーマを決め自由作品を製作する。 

 

  

コマ 内 容 コマ 内 容 

1 オリエンテーション 

導入 デザイン相談 

16 本縫い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まとめ 

2 17 

3 作図 パターン 18 

4 作図 パターン 19 

5 裁断 本縫い 20 

6 裁断 本縫い 21 

7 本縫い 

 

 

 

 

発表会 

22 

8 23 

9 24 

10 25 

11 26 

12 27 

13 デザイン相談 

作図 パターン 

28 発表会 

14   

15 裁断   
 
評価方法・対象・比重 

 
授業態度 点検 発表会 トータルで評価   
主要教材図書                   

参考図書  

その他資料  
 

記載者氏名  川上 理恵 

 

２０１５年度 カリキュラム科目概要 文化服装学院教務部 

 



 

 
 

科ｺｰﾄﾞ 13813 

科目ｺｰﾄﾞ 50700 

科  名 ファッション流通科ファッションディレクター専攻 

科目名 アート・デザイン 

単  位   ２単位 

授業期間 通年（  ） 
 

担当教員(代表)：酒井英実 共同担当者：  
 

概要（教育目標・レベル設定など 200字程度）（職業実践専門課程認定要件に基づきＨＰ上で公開します） 

アートとデザインでは基本的な方向やコンセプトは異なるが、表現上のボーダーはない。授業においては両者の

枠をこえて、様々な表現で、柔軟な発想と表現を広く体験させる。適切な題材の選択で、表現するうえで大切な

気持ちを喚起するようこころがける。  
  

コマ 内 容 コマ 内 容 

1  オリエンテーション 16  プラスティック造形 2 

2 鑑賞 17  プラスティック造形 2 

3 プラスティック造形基礎 18 アクリルドローイング 

4  紙の造形  19     〃  

5  紙の造形  20 エアブラシ表現 

6 ボンド技法 21 立体表現(発泡スチロール) 

7  速写をする 22 応用表現 

8  風景画 23        〃 

9 画材１．パステル技法 24        〃 

10      〃 25        〃 

11 画材２． 水墨表現 26 美術展鑑賞(詳細未定) 

12 画材３．水彩基礎技法 27 まとめ 

13 画材 4. 水彩 特殊技法 28 まとめ 

14 プラスティック造形の経験 29  

15      〃 30  

 
評価方法・対象・比重 

出席状況、授業態度、課題提出、提出内容を総合的に判断 
 
主要教材図書     特になし              

参考図書 特になし 

その他資料  
 

記載者氏名 酒井英実 

 

２０１５年度 カリキュラム科目概要 文化服装学院教務部 

 



 

 
 

科ｺｰﾄﾞ  13813 

科目ｺｰﾄﾞ 68454 

科  名 ﾌｧｯｼｮﾝ流通専攻科ﾌｧｯｼｮﾝﾃﾞｨﾚｸﾀｰ専攻 

科目名 アクセサリープロデュース演習 

単  位 2 

授業期間 通年 

 

担当教員(代表)：中川 清美 共同担当者： 

 

教育目標・レベル設定など 

アクセサリーは服を引き立たせるための小道具である。新しい素材を取り込み時代性・オリジナリティーの高いアートアク

セサリーの制作・服の制作・コーディネートのヒントになることを目標とする。 

 
授業概要＝テーマ(大・中・小項目)、方法(講義・演習・実験・リサーチ・グループ活動など)、製作物、 

他科目との関連性、使用パソコンソフト名・ボディ種類、見学先 

 

 

 

 １．アートアクセサリー鑑賞レクチャー             ８．アートアクセサリーデザイン 

    参考作品の素材の説明とアイデア提案             テーマ：樹脂で作るアクセサリー 

                                      樹脂の特徴・扱い方・説明 

    アートアクセサリーデザイン                 

    テーマ：紙粘土を使ったアートアクセサリー        ９．制作実習 

                                  自由樹脂・オーブン粘土の扱い方 

    アクリル絵の具、助剤の特徴・扱い方・説明 

  

 ２．アートアクセサリー制作実習               １０．制作実習 

    金属以外の物（紙・粘土・布ｅｔｃ…）に金属の腐食感  １１．制作実習 

    を出す方法 中川作品鑑賞               １２．制作実習 

１３. 仕上げ 

  

 ３．制作実習                        １４．シルバー粘土の特徴と扱い方 リング 

                                  リング、デザイン 

４．制作実習仕上げ                        制作実習 

 

５．アートアクセサリーデザイン               １５．制作実習 

    テーマ：卑金属・卑金属プラス異素材を使った         仕上げ 

    アクセサリー 

 

 ６．アートアクセサリー制作実習 

    アメリカンフラワーの扱い方 

 

 ７．アートアクセサリー制作実習 

    ハンダ付けの方法ｅｔｃ 

 
評価方法・対象・比重 

作品提出 英字採点 

 
主要教材図書 
 

参考図書 

その他資料 
 

記載者書名欄 

 

２０１５年度 カリキュラム科目概要 文化服装学院教務部 



 

 
 

科ｺｰﾄﾞ  13813 

科目ｺｰﾄﾞ 75160 

科  名 ファッションディレクター専攻 

科目名 ヘア ・ メ イ ク（自由選択） 

単  位 １ 

授業期間 前期 

 

担当教員(代表)：夏目 幸恵 共同担当者： 

 
 

教育目標・レベル設定など 

ファッションディレクターとしてヘア・メーキャップの技術と知識を学び、自己表現の可能性を広げる。 

 
授業概要＝テーマ(大・中・小項目)、方法(講義・演習・実験・リサーチ・グループ活動など)、製作物、 

他科目との関連性、使用パソコンソフト名・ボディ種類、見学先 

 

 

① メイクの基礎          （肌の基礎知識・マッサージ展示・実習） 

  

＜基 礎＞                      ＜応 用＞ 

 

② ナチュラルメイク      展示・実習      ②自由作品制作テーマ決め 実習 

 

③ スペースバランシング理論  解説・実習      ③作品制作Ⅰ準備     実習 

 

④ 子供メイク         展示・実習      ④作品制作Ⅰ       実習 

 

⑤ 大人メイク         展示・実習      ⑤作品制作Ⅱ準備     実習 

 

⑥ ヘアスタイルの基本     展示・実習      ⑥作品制作Ⅱ       実習 

                                  

2コマ ×６回 

 
評価方法・対象・比重 

授業作品評価＋出席状況  [点数] 
 
主要教材図書 
 

参考図書 

その他資料 
 

記載者書名欄  夏目 幸恵 

 

２０１５年度 カリキュラム科目概要 文化服装学院教務部 



 
 
 
 
 
 

科ｺｰﾄﾞ    13813 

科目ｺｰﾄﾞ  53209 

科  名 ファッションディレクター専攻 

科目名 パーソナルカラー実践・演習 

単  位 １ 

授業期間 前期 

。 

担当教員(代表)：小島 有紀 共同担当者：－ 
 

教育目標・レベル設定など  （＊パーソナルカラー検定２級、さらには 1級に対応できる内容） 

1年次で学んできた色彩学の理論・配色コーディネート、2年次で選択したパーソナルカラー理論などをベースに、 

ファッション業界のビジネスの現場で実践できる「パーソナルカラーコンサルティング」のスキルを習得する。      
 

授業概要＝テーマ(大・中・小項目)、方法(講義・演習・実験・リサーチ・グループ活動など)、製作物、 

テーマ別所要コマ数、他科目との関連性、使用パソコンソフト名・ボディ種類、見学先 

●授業概要説明：授業選択にあたってのオリエンテーション（１コマ） 

 ・講座説明／目的・習得スキルの説明／資格取得について 

●パーソナルカラー概論（１コマ） 

 ・パーソナルカラーの本来の目的や意味、似合う色の定義について 

 ・ファッション業界の現状を踏まえたパーソナルカラーの活用方法や、展開方法について 

 ・「パーソナルアイデンティティ（自分らしさ）」の確立、「自分ブランディング」について（外見と内面の自己実現） 

●パーソナルカラー概論（2～3コマ） 

 ・パーソナルカラーの色の分け方、見分け方（色感）／イメージワードの使い方 

  （ワードのボキャブラリーを増やす実践：グループ別ロールプレイ） 

 ・色素傾向の（肌・髪・眼の色や質感）のとらえ方／色素チェックの実践（自分自身、対クライアント） 

 ・色素と似合う色の関係性（色の三属性で捉える考え方）のセオリー 

 ・色素を踏まえた第一印象ディスカッション（パーソナルアイデンティティをとらえる／接客コミュニケーション） 

●クライアント対応実践（２コマ） 

 ・クライアント説明スキルの習得（1）：色の分け方、色素との関係を説明する実践ロールプレイ 

 ・クライアント説明スキルの習得（2）：パーソナルカラーの目的・意味をクライアントに説明する実践ロールプレイ 

●ドレーピング分析方法（２コマ） 

 ・分析理論、ドレーピング技法、接客コミュニケーションに活かすドレーピング方法 

 ・グループ別ドレーピング実習／顧客対応デモンストレーションと実践ロールプレイ 

●コンサルティング手法（２コマ） 

 ・パーソナルカラーをテーマにしたコンサルティングの理論／顧客プロファイルの活かし方 

  （色素をほめる、似合う色を活かす、好きな色や流行色を活かす等）→自分自身の見せ方に立ち返って考える 

・プロファイルの読み込み、コンセプト立て、提案資料（アドバイスシートの作成） 

 ・パーソナルカラーを踏まえた配色技法とクライアント対応→アドバイスシートの作成 

●コーディネート＆コンサルティング発表（２コマ）→ディスカッション、講評、まとめ 

  ・発表（ドレーピングを利用した見せ方、コーディネートのアレンジ提案をクライアントに対して行う） 
 

評価方法・対象・比重 

 出席、授業参加姿勢、コーディネート提案資料の内容、発表会での取り組み 
 
主要教材図書：「パーソナルカラー検定公式テキスト３級」日本カラーコーディネーター協会 

参考図書 なし 

その他資料 プリント教材、カラーカード 
 

記載者書名欄 小島 有紀 

 

２０１５年度 カリキュラム科目概要 文化服装学院教務部   



 

 
 

科コード 13813   科名   ファッションディレクター専攻 

科目コード 56400   科目名  パソコン演習 （選択） 

単  位 1 

授業期間 前期 
 

担当教員(代表)：西村 元良 共同担当者： 

 

教育目標・レベル設定など 

ファッションデザインの表現ツールとして、パーソナルコンピュータ及び、グラフィックソフトを使う能力を身につけると同時に、

各自のデザイン能力の向上を目指す。 

 CGを使用した企画表現力の基本制作と CG活用術 

 ドローソフト/Illustratorの操作と映像編集ソフト/Premiereの操作 
 

授業概要＝テーマ(大・中・小項目)、方法(講義・演習・実験・リサーチ・グループ活動など)、製作物、 

テーマ別所要コマ数、他科目との関連性、使用パソコンソフト名・ボディ種類、見学先、 

 

 

テーマ：コンテンツ制作と表現力の技能習得 

 

方法：1Illustratorの操作習得とオリジナルグラフィック作成…7コマ 

 トレース基礎 

 Illustratorの基本操作（パスの操作、塗りと線、フォントの使用、レイヤー操作活用 

 販促物としてコンポジ・ネームカード・ダイレクトメールの制作 

 

    イメージ映像の制作…6コマ 

 Premiereの基本操作 文字／映像編集／レイアウトなどの展開方法 

 編集映像と音楽の応用操作の説明と DVD制作と活用方法 まとめ 

 イメージ映像の制作 

     

 

制作物：課題物 

コマ数：13コマ 

他科目との関連性：デザイン展開・レイアウトの効率化・データの共有化 

使用ソフト名：Adobe社 Illustrator/Photoshop/Premiere Pro/Encore 

 

 

評価方法・対象・比重 

課題制作物、出欠日数で 6（課題制作物）：4（出欠日数）の比重で行う 

 
主要教材図書 

グラフィック マスター ブック 

参考図書    特にありません 

その他資料   筆記用具、USB2.0フラッシュメモリ 2.0 G以上（推奨）、ファイルホルダーＡ４サイズ  
 

記載者署名欄 

 

2015年度 カリキュラム科目概要 



 

 
 

科ｺｰﾄﾞ  13813 

科目ｺｰﾄﾞ 20100 

科  名 ファッションディレクター専攻 

科目名 アパレル染色演習（選択） 

単  位  1 単位 

授業期間 半期（  後期  ） 
 

担当教員(代表)：篠原幸子 共同担当者：  

   

概要（教育目標・レベル設定など 200字程度）（職業実践専門課程認定要件に基づきＨＰ上で公開します） 

テキスタイル染色に関する基礎的な知識、技法を各種実験・実習を通じて得ることにより、素材に対する新たな

デザイン発想と可能性を広げる。さらに、ファッション流通業界にあって企画・提案するためテキスタイルにつ

いての理解を深めることを目標とする。 
  

１. 染色概論        （１コマ） ・染色の意義と、繊維と染料の関係性の理解     （講義） 

      

 ２．製品染色          （１コマ）  ・一般的浸染方法の理解                            （実習） 

                        

 

３．捺 染           (４コマ) ・量産による染色生地生産工程の流れの理解   （講義・実習） 

 

・ハンドスクリーンプリントの特性を理解させる 

 

・デザインモチーフから連続柄の構成法について理解させる 

 

・色糊と助剤の関係の理解 

 

・スケージング、仕上げ工程の理解（ プリント工程 ） 

   

・反応性染料によるプリント 

               

   

 

４．抜蝕加工（ オパール加工 ）（２コマ ） ・繊維ごとの薬品による影響と加工法  （ 講義・実習 ） 

・繊維の複合状態と布表現の効果の理解 

 

   ５．デジタルプリントについて   （２コマ）   ・デジタルプリントの仕組みについて理解させる 

                                                                                    （ 講義・実習 ） 

６. 皮革加工         （４コマ）  ・皮革の種類と特性の理解         （講義） 

                     ・皮革への各種加工の理解         （実習）    
  
 

評価方法・対象・比重 
各実験・実習ごとの作品、レポートによる総合評価 

 
主要教材図書      

文化ファッション大系 服飾関連専門講座 3. アパレル染色論               
  

参考図書  

その他資料  
 

記載者氏名 篠原幸子 

 

２０１５年度 カリキュラム科目概
要 

文化服装学院教務部 

 



 

 
 

科ｺｰﾄﾞ  13813 

科目ｺｰﾄﾞ 30540 

科  名 ファッションディレクター専攻  

科目名 ファッション商品論（レザークラフト）(選択)   

単  位   2単位 

授業期間 （ 通年   ） 
 

担当教員(代表)：鈴木英明 共同担当者：  

 
 

概要（教育目標・レベル設定など 200字程度）（職業実践専門課程認定要件に基づきＨＰ上で公開します） 

バッグの制作を通して素材としての様々な革の種類や特性を学び、企業活動における商品企画、材料手配、制作

実行などに携わる際の適応性を高める。 

  

 

講義方法は実習による。 

 制作物はポーチ、バッグ、アクセサリーなど。 

 テーマ別所要コマ数は 

  ・革の歴史、革の種類、革の分類方法などについての概略  ＜１マ＞ 

  ・工具の使用方法、バッグの制作方法についての説明  ＜１コマ＞ 

  ・ナイフケース、カードケースの制作（基本作業の習得）  ＜4コマ＞ 

・アクセサリーなどの小物  ＜10 コマ＞ 

  ・ポーチ、バッグの制作  ＜10コマ＞ 

 

 
評価方法・対象・比重 

 制作物の提出、デザインと完成度、授業態度、出欠 

 
 
主要教材図書     なし 

参考図書 「手縫いで、革小物」文化出版局 

その他資料  プリント、企業カタログ 
 

記載者氏名  

 

２０１５年度 カリキュラム科目概要 文化服装学院教務部 

 



 

 
 

科ｺｰﾄﾞ 13813   科   名 ファッション流通科 ファッションディレクター専攻   

科目ｺｰﾄ 65543    科目名  キャリア開発Ⅲ 

単  位 １ 

授業期間 前期 
 

担当教員(代表)： 東條 文千代 共同担当者： 

 

教育目標・レベル設定など 

・学生が就職を志望する先に内定するために必要な「就職力」を講義＋実習を通して身につけさせる 
 

授業概要＝テーマ(大・中・小項目)、方法(講義・演習・実験・リサーチ・グループ活動など)、製作物、 

テーマ別所要コマ数、他科目との関連性、使用パソコンソフト名・ボディ種類、見学先、 

 

１． はじめに （…講義１コマ） 

働くことの意義、職業人の心構え 

２．身だしなみ．立居振舞い（…講義＋実習＝1コマ） 

第一印象の重要性．立居振舞いの理解と実践 

３．自分を知る（…講義＋実習＝1コマ） 

自己分析、自己 PR、志望動機のポイントを理解し実践 

４．自己紹介（…講義＋実習＝１コマ） 

選考のための自己紹介を理解し実践 

 ５．ビジネス文書（…講義＋実習＝１コマ） 

    選考を通る履歴書・エントリーシートのポイントを理解し実践 

６．コミュニケーション（…講義＋実習＝2コマ） 

コミュニケーション能力の習得 

７．言葉遣い（…講義＋実習＝1コマ） 

正しい言葉遣い、敬語、ビジネス会話の習得 

８．電話とメールのマナー （…講義＋実習＝1コマ） 

   電話/メールのマナーを理解・実践 

９. 職場のマナー 訪問のマナー（…講義＋実習＝1コマ） 

    職場のマナー、訪問のマナーの重要性を理解・実践 

１０.プディスカッション（…講義＋実習＝２コマ） 

    コミュニケーションスキル向上と試験対策 

11．面接試験（…講義＋実習＝1コマ） 

   面接試験の TPOとマナーを理解 

12. 会社訪問・店舗見学（…講義＋実習＝1コマ） 
   

評価方法・対象・比重 

・出欠席、受講態度、実習（面接練習、グループディスカッション練習、プレゼンテーション練習）参画度 
  
主要教材図書 

「自己プレゼン力 形成レクチャー」 （NPO法人 日本人材教育協会） 

参考図書  特になし 

その他資料 
  

記載者署名欄 

 

２０１５年度 カリキュラム科目概要 文化服装学院教務部  １ 



 

 
 

科ｺｰﾄﾞ  13813 

科目ｺｰﾄﾞ 97910 

科  名 ファッションディレクター専攻 

科目名 卒業研究創作 

単  位 ４単位 

授業期間 半期（後期） 
 

担当教員(代表)：川上 理恵 共同担当者：  

 
 

概要（教育目標・レベル設定など 200字程度）（職業実践専門課程認定要件に基づきＨＰ上で公開します） 

卒業研究創作テーマ：セルフプロデュースにおいて、各自の発表のための準備実働時間。 

他者に伝わることにポイントを置き、３年間の集大成として展示・発表する。 

  

コマ 内 容 コマ 内 容 

1  16  

2  17  

3  18  

4  19  

5  20  

6  21  

7  22  

8  23  

9  24  

10  25  

11  26  

12  27  

13  28  

14  29  

15  30  

 
評価方法・対象・比重 

 

準備態度 クオリティ 他者評価 出席日数  点数評価 
 
主要教材図書                   

参考図書  

その他資料  
 

記載者氏名 川上 理恵 

 

２０１５年度 カリキュラム科目概要 文化服装学院教務部 

 


