２０２１年度
科ｺｰﾄﾞ
科目ｺｰﾄﾞ

文化服装学院教務部

カリキュラム科目概要

KC2
004010/004110
004210/004310

科 名 アパレルデザイン科２年
科目名 アパレルデザイン Ⅰ

担当教員(代表)：安井 涼子

単
位
授業期間

共同担当者：1 組 安井

2 組 森本

１７
前期・後期

3 組 神藤

教育目標・レベル設定など
人体の構造や運動機能を視野に入れ、素材の特性を活かした作品を平面裁断、立体裁断のテクニックにより個々のデザイ
ンの発想力と表現力を身につける。

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
・アパレルデザイン
・アパレルデザイン演習
・アパレルデザイン演習
・アパレルデザイン演習

論 05011・05012
デザイン 05251・05252
ドレーピング 05351・05352
実技 05451・05452

４単位
５単位
４単位
４単位

計 17 単位

1、ドレーピング

43 コマ（前期）スカート 2 種、胸ぐせダーツ 1 種、胸ぐせ応用、衿 2 種、ブラウス
ドレーピングによるデザイン発想、実物製作・レポート
2、機能服からのデザイン発想
28 コマ（前期）作図理論、デザイン、パターン、実物製作、レポート
3、パンツ作品・スローパー展開 10 コマ（前期）作図理論、デザイン、パターン、実物製作、レポート
4、皮革作品
40 コマ（前期）作図理論、デザイン、パターン、実物製作、レポート
5、ジャケット
56 コマ（前期・後期）作図理論、デザイン、パターン、実物製作、レポート
ジャケット立体裁断 2 種
4、民族服
3 コマ（後期）作図理論
6、修了製作
56 コマ（後期）作図理論、デザイン、パターン、実物製作、レポート
計 236 コマ

評価方法・対象・比重
・アパレルデザイン論･･･筆記試験、レポート
・デザイン・実技･･･････製作物

・ドレーピング･･･提出物、実技試験

主要教材図書

服飾造形講座 スカート・パンツ、ブラウス・ワンピース、ジャケット・ベスト、コート・ケープ
高級素材、特殊素材、立体裁断 基礎編 応用編

参考図書

繊研新聞、WWD、情報誌、コレクション

その他資料

参考作品、プリント

授業の特徴と担当教員紹介
【授業の特徴】
発想力と表現力を養うために、平面とトレーピングのテクニックを併用できるように立体裁断でのデザイン展開されてい
る
ほか、デザイナー作品に触れることでそれぞれの美的感覚とバランス感覚を養う授業を実施。
【担当教員紹介】
森本 慧：中国の大連にある魯迅美術学院で 1 年半講師として勤務。海外の学校を訪問し、タイや中国で講演を行う。
トレンド研究グループに所属し、コレクションラインからモードコピーをしパターン、縫製の研究を続ける。
その他ブランドディレクションやデザインに携わり、学外でも活動の場を広げる。
神藤 綾：京都精華大学デザイン学部グラフィックデザイン学科を卒業後文化服装学院に入学し、服作りの基礎を学ぶ。
アパレルデザイン科を卒業後、株式会社三陽商会にデザイナーとして入社。
レディースブランド EPOCA にて、国内・海外のこだわり抜いた素材や、丁寧な物づくりに携わる。
イタリアのデザイナーGabriele Colangelo によるディレクションの元でのデザイナーな経験や、
セレクトショップのプライベートブランドの立ち上げなど、約 12 年間デザイナーとしての経験を積む。
退社後、デザイナーとしての経験を、未来のデザイナーに伝える事、学びのサポートに興味を持ち、母校である文化服装学院で講
師を務める。
記載者書名欄

安井 涼子

カリキュラム科目概要

２０２１年度
科ｺｰﾄﾞ

KC2

科

科目ｺｰﾄﾞ 200210

名

アパレルデザイン科 2 年

単

科目名 アパレル染色演習Ⅰ

担当教員(代表)： 伊藤 望

文化服装学院教務部

位

授業期間

1 単位
半期（前期）

共同担当者：

【授業概要、到達目標・レベル設定】
染色に関する基礎的な知識と技術を、各実習を通して習得し、それをもとにアパレル制作に応用展開できる能力を養う。
さらに、染色・加工の観点からテキスタイルについての理解を深めさせることを目標とする。
【授業計画】
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

1．ガイダンスおよび染色概論
・授業内容について
・主な染料の種類と特徴
・染料と繊維の染色適性
・染料と繊維の結合と染着過程

（1 コマ）

（講義）

2．酸性染料による原毛染色
・酸性染料の特徴
・羊毛の酸性染料による浸染法

（1 コマ）

（講義・実習）

3．直接染料による絞り染め
・直接染料の特徴
・絞り染めによる防染の仕組み
・絞り技法と染色法

（4 コマ）

（講義・実習）

4．顔料樹脂染料による型紙捺染
・型紙捺染の仕組み
・捺染の種類と版式
・顔料樹脂染料の特徴と染料との比較
・型紙制作と印捺、仕上げ方法
・特殊プリント加工

（4 コマ）

（講義・実習）

5．染色した羊毛を使用したフェルト制作
・羊毛の縮絨性
・羊毛のフェルト制作方法

（2 コマ）

（講義・実習）

6. マーブル染め
・マーブリングインクによるマーブル染めの方法
・台液に水を使用する方法と台液に糊を使用する方法

（2 コマ）

（講義・実習）

評価方法・対象・比重
学業評価 70％、授業姿勢 30％
主要教材図書

文化ファッション大系 服飾関連専門講座④アパレル染色論 文化服装学院編 文化出版局

参考図書
その他資料
授業の特徴 ：染色の基礎的な浸染法（無地染め）
・捺染法（模様染め）を実習する
担当教員紹介：伊藤 望；女子美術大学、文化服装学院 卒業後、文化服装学院勤務 現在教授
記載者氏名

伊藤 望

カリキュラム科目概要

２０２０年度
科ｺｰﾄﾞ

12202

科目ｺｰﾄﾞ 200320

科

名

科目名

文化服装学院教務部

アパレルデザイン科 2 年

単

アパレル素材論Ⅱ

授業期間

担当教員(代表)：
野沢 彰

位

２単位
通年

共同担当者：

【授業概要、到達目標・レベル設定】

1 年次の「アパレル素材論Ⅰ」で学んだ素材の知識を踏まえ、基本的知識を充実させ、アパレルデザインにおける
テキスタイルという観点から、素材の見方、選択のポイント、テキスタイル産地などについて、さらに消費性能
面から判断し布地の選択や品質表示にもつながるよう知識と理解を深める。
【授業計画】
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

素材の性質とアパレルデザイン（講義・実験・実習）・・・・・・・・・・・・（８）
・「可塑性」を利用したアパレルデザイン
・「布地の物理的性能実験」結果からデザインする
日本のテキスタイル産地（講義・実習）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・（６）
・生産品別地域区分と現状について

アパレル製品の品質（講義・実習）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（４）
・布地の特性とアパレル製品のクレーム例
・アパレル製品の品質表示について
・特殊素材を用いたアパレル製品の取扱いについて
布地の外観、風合いとその表現技法の関係（講義・実習）・・・・・・・・・・（６）
織物工場見学・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
（2）
・文化ファッションテキスタイル研究所見学

【評価方法】
ペーパー試験１回（学年末）、レポート課題など学業評価80％、授業姿勢20％

による総合評価

授業の特徴と担当教員紹介
野沢彰：文化服装学院専任教授 当科目他「アパレル素材論」
「テキスタイル産業論」などを担当
主要教材図書
文化ファッション大系 改訂版・服飾関連講座③「アパレル素材論」文化服装学院編 文化出版局
参考図書 「ワークブック・アパレル素材論」文化服装学院教科書出版部
その他資料 「テキスタイルファブリック」文化学園事業局
記載者氏名 野沢 彰

文化服装学院教務部

カリキュラム科目概要

２０２１年度
科ｺｰﾄﾞ

KC2

科

名

科目ｺｰﾄﾞ

400320

科目名

アパレルデザイン科 2 年

単

服装解剖学Ⅱ

授業期間

担当教員(代表)：高見澤ふみ

位

1 単位
半期（前期）

共同担当者：

【授業概要、到達目標・レベル設定】
１年次で学んだ服装解剖学の基礎を発展させ、筋の構造を解剖学的に理解させる。さらに動態計測（石膏計測）により、
衣服製作に必要な皮膚の運動量・変化を把握させ、機能性大の衣服設計の理解を深める。
【授業計画】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

方法

コマ数

オリエンテーション（講義内容の説明）

講義

1

人体の運動と筋（筋の種類・分類）

講義

1

人体の運動と筋（頸部の筋）

講義

1

人体の運動と筋（胸部の筋）

講義

1

人体の運動と筋（背部の筋）

講義

1

人体の運動と筋（腹部の筋）

講義

1

人体の運動計測①（石膏計測法の説明）

講義

1

人体の運動計測②

講義

1

人体の運動計測③

講義

1

機能性大の衣服について①

講義

1

機能性大の衣服について②

講義

1

機能性大の衣服デザイン

演習

1

体型の経年変化と各種ボディについて

講義・演習

1

【評価方法】
学業評価：レポート…50％、ノート・プリント…20％、平常点…10％

授業姿勢：出欠状況…20％

主要教材図書 服装解剖学ノート（文化出版局）
参考図書 なし
その他資料 なし
授業の特徴：衣服を着用する土台となる人体の構造や機能を把握し、動きやすく着心地の良い服、体に合う衣服製作への応用
を目指す。
担当教員紹介：文化女子大学（現文化学園大学）卒、文化・服装形態機能研究所 副所長兼務
衣服製作に関わる計測などを専門とし、外部企業や他大学との共同研究やボディ・商品開発などを行う。2011 年より
障がい者衣料の研究を継続。NHK E ﾃﾚ「バリバラ」のバリアフリーファッションショーにも参加。
（2015～17 年）
記載者氏名 高見澤ふみ

カリキュラム科目概要

２０２１年度
科ｺｰﾄﾞ

KC2

科目ｺｰﾄﾞ 500200

科

名

科目名

文化服装学院教務部

アパレルデザイン科 2 年

単

位

1 単位

デッサン

授業期間

前期

担当教員(代表)：牧かほり

共同担当者：

【授業概要、到達目標・レベル設定】

基本構造（遠近法、動き、立体感、質感など）を理解し描けるようにする。
見る、から視るへ、解像度を上げて捉えられるようにする。
無心に描く、ことによって自分のクリエーションに新たな視点を見つける。
【授業計画】
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

基礎形体を描写
「視る」ことに重点を置く、左脳を休め、右脳描写方の実習。
静物・石膏デッサンで物と物との「関係」の描き方、「空間」の提案
上手い絵、未熟な絵、魅力的な絵、について考察し、今後の作品制作につなげる。

【評価方法】
提出物／A，B, C, F
主要教材図書
参考図書
その他資料
授業の特徴と担当教員紹介
フリーランスのイラストレーターとして企業の広告、ディスプレイ製作の経験をもとに、基本的な「描き方」
、物と物との「関
係」の描き方、
「空間」の描き方などを実習しながら習得する授業を実施
記載者氏名 牧かほり

カリキュラム科目概要

２０２１年度
科ｺｰﾄﾞ

KC2

科

名

科目ｺｰﾄﾞ

500500

科目名

文化服装学院教務部

アパレルデザイン科 2 年

単

造形演習

授業期間

担当教員(代表)：牧かほり

位

1 単位
後期

共同担当者：

【授業概要、到達目標・レベル設定】
発想—表現—コミュニケーション の３つを連動させながらクリエーションの力をつける。
特に自分自身を見つめ、掘り下げ、何を創り、何を発信していくのか、に気づいていく時間です。
そのための様々な発想法を提示し、自分自身を開拓していくプロセスを大切にしています。
作品とともに、言葉によって自分の表現を社会にプレゼンテーションしていく姿勢を意識します。
【授業計画】
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
形容詞を 16 個書き出し、隣同士の言葉から連想するものをつなげていく発想法（心理テスト）
自分の名前（指名＝使命）はミッションである！という考えを元に、
自分の名前がタイトルの造形物を作り、平面構成、衣服のデザインへと展開
コラージュを作り誰かと交換し、他人の作ったコラージュの世界から物語を描く。
ことばの演習

etc.

【評価方法】
提出物／A，B，C，F

主要教材図書
参考図書
その他資料
授業の特徴と担当教員紹介
フリーランスのイラストレーターとして企業の広告、ディスプレイ製作の経験をもとに、発想、表現、コミュニケーションの
3 つを連動させながらクリーション力をつけ、実践的な発想力、表現力、伝える力を課題制作を行いながら習得する授業を実
施
記載者氏名 牧かほり

２０２１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 KC2
科目ｺｰﾄﾞ 500820

科 名 アパレルデザイン科 2 年
科目名 ファッションデザイン画Ⅱ

単

4 単位

位

授業期間
担当教員(代表)：岡本あづさ

通年
共同担当者：

【授業概要、到達目標・レベル設定】学生のデザインに対するアイデアの可能性を様々な角度から探り、考

え展開していく事を目標とする。
前半はデザインテーマをいくつか設定し、イメージソースからデザイン展開を考えデザイン表現をする
楽しさを実感していく。各種画材のテクニックを学ぶ事で基礎から応用へと進展させ、後半は独自の発
想（イメージ）をより具体的に表現できる実力を身に付け各自のテーマに沿った表現、展開をしてい
く。
プレゼンテーションの方法、伝える手段としてのアプローチの方法を常に考えながら表現して
いく事を目標とする
【授業計画】
Ⅰオリエンテーション（4 コマ）

•カリキュラム説明

「まるいもの」

「まるいもの」という同一テーマからの展開の可能性デザイン展開を
考える。

ズ・

Ⅱポー
・苦手なポーズの表限の習得

プロポーションの確認（4 コマ）
Ⅲ縫製テクニック（6 コマ）

デザインに合わせたポーズが選択できる様に表現の幅を広げる
•各自のデザイン表現の上で注目する縫製技法を選択。
プリーツ、ギャザー、ドレープなどの様々な技法のアイデアをプラスし
デザイン展開の可能性を広げていく

Ⅳ紙からのデザイン展開（6 コマ）

•A4 紙を使用し創り出した「立体や形」からイメージを膨らませテ
キスタイルやフォルムへと展開しデザインへと繋げて行く

Ⅴコラージュデザイン（2 コマ）

•洋服以外に惹かれる様々なジャンルからビジュアルを集め、コラージュ
しながら服のデザインへと展開していく

Ⅵ「色」からのデザイン展開（6 コマ） •「色」の持つパワーと意味、受ける印象、惹きつけられる意味を考え
デザインへと展開していく
Ⅶ「キーワード」(6 コマ）

•「キーワード」からイメージするものを様々な角度から調べそこから
デザイン展開へと広げて行く

Ⅷ「モチーフ」
（6 コマ）

•自然物、自鉱物、あらゆるモノの中から気になる「モチーフ」を選択し、
1/2 のボディを使用しそのモチーフからリアルなデザイン展開を探る

Ⅸ校内ファッション画展（8 コマ）
ナルのデザインアイデアを習得した技術を使用し構成を工夫し
表現としてまとめていく Ⅺまとめ(2 コ
マ）

【評価方法】
評価基準：学業評価８０％ 、授業姿勢２０％

主要教材図書

•オリジ

参考図書 各分野での展示カタログやアーティストの作品集、ファッション誌、雑誌等。
その他資料 卒業生の参考作品など YouTube 動画（デザイン画テクニック）
授業の特徴

2 年次で４単位という時間を有効に、いろんな角度のアイデアからどんなデザインを生み出し、具体
化できるのかを考えて行く。常に思考し、模索していける様実験的な課題を多く取り入れて行く

担当教員紹介 学院卒業後デザイン画講師として活動。
（文化服装学院 / 文化学園大学短期大学部 / 文化ファッション
大学院大学）その他、ユニフォームイラスト、ファッションイラストの仕事を手がけ、個展も開催
2017 年にはファッションイラストとして初めてイラストが日本郵便局から切手が発売された
2020 年から「ファッションドローイング」の YouTube チャンネル「ADUSA’s design drawing
technique」をスタートさせる
記載者氏名 岡本あづさ

２０２１年度

カリキュラム科目概要

科ｺｰﾄﾞ

科

KC2

科目ｺｰﾄﾞ 501900

名 アパレルデザイン科 2 年

科目名 色彩論

担当教員(代表)：天野豊久

文化服装学院教務部

単

位

授業期間

１

１
前期

共同担当者：

教育目標・レベル設定など
1 年次『服飾デザイン論』で学習した色彩の知識を基礎とし、色彩をファッションデザインに展開するための技術や考え方
を学習する。
。

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、

１．導入

導入

色彩のはたらき

２．概論

産業と色彩

〈講義 1 コマ〉
〈講義 1 コマ〉

産業における色彩の役割
流行色のしくみ
３．ファッションカラーコーディネーション

〈講義および演習 6 コマ〉

色相・トーンによる配色
ファッションカラーコーディネーション
トーン・オン・トーン／フォ・カマイユ
トーン・イン・トーン／コンプレックスハーモニー
色彩構成とデザイン展開
４．イメージと色彩
色彩の心理的効果／色の連想・象徴

〈講義および演習 3 コマ〉

ファッションイメージと配色
イメージからのデザイン展開
５．色彩計画

カラーデザイン①

コンセプト、テーマの策定

カラーデザイン② イメージ構築、カラーパレットの展開
カラーデザイン③ カラーバリエーションの展開

評価方法・対象・比重
Ｓ・Ａ～Ｃ・Ｆ評価 評価基準：学業評価７０％ 授業姿勢３０％
主要教材図書
文化ファッション体系服飾関連専門講座９『服飾デザイン』
（文化服装学院編／文化出版局）
参考図書 特になし
その他資料 Color Chart, ベーシックカラー１４０
授業の特徴と担当教員紹介
演習を中心とする。
天野豊久 東京造形大学造形学部美術学科卒 日本色彩学会会員
記載者書名欄 天野豊久

〈講義および演習 4 コマ〉

カリキュラム科目概要

２０２１年度
科ｺｰﾄﾞ

KC2

科

名

科目ｺｰﾄﾞ

504010

科目名

文化服装学院教務部

アパレルデザイン科 2 年

単

グラフィックワークⅠ

授業期間

担当教員(代表)：加藤正人

位

2 単位
通年

共同担当者：

【授業概要、到達目標・レベル設定】

ファッション産業におけるグラフィックの役割と有効性を理解し、ファッション表現の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着けると同時に、各自のデザイン能力及びプレゼンテーション能力の習
得、向上を目標とする。
デジタルファッション画、コラージュの製作を通してグラフィックソフトの基礎技法習得を目指す。
【授業計画】
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)パーソナルコンピューターの基本操作(0.5コマ)
・ハードウェアの操作/コンピューター本体、マウス、キーボード、モニター等
・OSの操作、ファイルの管理、文字入力
(2)Adobe Photoshopの基本操作(1.5コマ)
・Photoshop、ペイントソフトの基礎知識
・各種ツール、パネル、メニューの操作
・描画、加工、編集の基礎技法
(3)Adobe Illustratorの基本操作(5コマ)
・Illustrator、ドローソフトの基礎知識
・各種ツール、パネル、メニューの操作
・描画、加工、編集の基礎技法
(4)デジタルファッション画の製作 下絵取り込み〜修正〜着色〜完成(8コマ)
・Photoshopによるファッションデザイン画の製作
・下絵のスキャニング
・下絵の修正
・着色、陰影、立体感の表現
・カラー、素材等のバリエーション製作
・レイアウト、まとめ
(5)衣服製品図の制作(9コマ)
・衣服製品図の役割
・衣服製品図の描き方
・各アイテムごとの製品図の製作
Tシャツ、ジャケット、ブルゾン、他
・ディティール表現
・カラーバリエーション
・デザインバリエーション
(6)コラージュの製作(6コマ)
・コラージュの手法とプロセスの解説
・画像の合成、加工、編集
・レイアウト、まとめ
使用ソフト
・Mac OS
・Adobe Photoshop
・Adobe Illustrator
【評価方法】
・提出課題 ・実技試験(後期)

主要教材図書
参考図書
その他資料

・出席率

なし

なし
・課題別各種プリント、作例

授業の特徴と担当教員紹介
アパレル会社にてグラフィックデザイナーとして勤務後、フリーランスとして活動。
ファッションブランド、ショップ等のグラフィック、イラスト製作を手がける。
デジタルデバイス、グラフィックソフトによるファッショングラフィックの実践授業を実施。
記載者氏名 加藤正人

カリキュラム科目概要

２０２１年度

文化服装学院教務部

科ｺｰﾄﾞ KC2

科 名

アパレルデザイン科２年

単

科目ｺｰﾄﾞ 609510

科目名

アパレル商品企画Ⅰ（自由選択科目）

授業期間

担当教員(代表)： 高山

位

１

１
後期

彩香

教育目標・レベル設定など
決められたターゲットやゾーンに合わせてデザインを行うことで、企業デザイナーとしてのスキルを学ぶことを目標とす
る。また、素材や価格設定、商品投入のタイミングなどを具体的に落とし込むことで、店頭においてリアルに売れる服の
デザインを習得することを目指す。スカートをデザインし、トワルでプレゼンを行う。

【授業計画】
事前に全員聴講で株式会社アイアのデザイナーによる特別講義があり、それを受けてカリキュラムの
受講希望を募ります。

【授業内容】
１・２ 商品の流れとデザイン出しの方法について

３・４ ブランドの方向性をふまえて、スカートのデザイン出しを 20 型行う。

５・６ デザイナーと MD よりアドバイスをいただきながら一点、デザインを選出。

７・8 ピン組み立て・パターンチェック

９・１０ 企画プレゼンの方法とデザインの伝え方

１１・１２ トワルでデザイン発表・プレゼン・講評

１３・１４ トワルでデザイン発表・プレゼン・講評・まとめ

評価方法・対象・比重 … 授業評価 80％ 授業姿勢 出欠 20％
主要教材図書
参考図書
その他資料
授業の特徴と担当教員紹介
アパレル企業のデザイナーをはじめ各業務担当者が、アパレル企業におけるデザイナー、商品企画の業務を実践的に指導する

記載者書名欄

高山 彩香

2021 年度

カリキュラム科目概要

科ｺｰﾄﾞ

KC2

科

名

アパレルデザイン科２年

科目ｺｰﾄﾞ

620010

科目名 ファッションプランニング演習１

文化服装学院教務部

単

位

授業期間

１
後期

担当教員(代表)：神藤 綾
教育目標・レベル設定など
デザイナーを目指す学生に向けて、アパレル業界での業務推進に必要な知識を習得し、基本的なデザイン力、自己のアイデアを他
者に伝えられる積極的なコミュニケーション能力を養う。デザイナー職に求められる、基本的なスキルを鍛え、次年度の就職活動
や、卒業後の進路に向けての意識を高め、更なる自己啓発を促すことが目標。
<授業計画＞講義とオンライン授業、併用で行う
＜授業概要＞
1 アパレルのワークフロー・・・ 商品の流れについて～イントロダクション
2．デザイナーの仕事について・・・ブランドによって、下代，上代が違う件・・・やれることが違ってくる
３．自分のキャリアプランを考えてみる・・・「やりたいことと、やれること」「決めて欲しいのか・自分で決めるのか」
４．製品リサーチ・服の仕様を調べて、製品図にする・・・お客様目線で、見ていた服を、作り手側目線でみてみる
５．デザイントレーニング基礎編①～③ 定めた設定の中で、求められるデザインを、幾通りも出し、絵におこす。基礎編
①コーディネートを意識する…スカート編 ②デザイン性の強弱を意識する…パンツ編 ③素材感を意識する…ブラウス編
６．デザイントレーニング応用編④～⑥ ・・・定めた設定の中で、求められるデザインを、幾通りも出し、絵におこす。応用編
④⑤季節感を意識してデザインする、春夏編・秋冬編 ⑥シチュエーションやシーンを設定してデザインする
お客様の購買意欲を掻き立てるニーズ服のデザインは、どういうものか考える
７．実際のブランドを設定し、そのブランドのコンセプトを研究する、商品を見る→マップにする→アイデアをデザインにする。
実存するブランドを軸にしてデザインしていくためのプロセスとして、ブランドリサーチをしてもらう。
グループでのリサーチも可

＊ブランドをリサーチさせる

マークスタイラー、マッシュ、トゥモローランド、バロック、ベイクルーズ、UA、アングローバル、ファーイースト、アバハウス、アーバ
ン、イッセイ、エイネット、ワールド、オンワード、ビギ、メルローズ、パル・・・
リサーチしたものをマップ化して発表してもらう。
７、まとめ ブランドとシーズンに合わせたデザイン画をスタイル画で 3 体提案する
前回、リサーチしたブランドに対して次シーズンのデザインを考える。デザイン画を 3 体描く。
評価方法・対象・比重
授業姿勢 40％ 授業内課題 60％
家庭課題は少なめに、授業内での決められた時間内で、集中したデザインワークを実践し、
課題に対しての理解力、求められているコトに対する提案力、デザインの意図を伝えられる表現力。以上を総合的に評価対
象とする。

参考図書
その他資料
【授業の特徴】
できる限り、授業時間内で集中してデザインすること。
学生がリアルなアパレルの現状とブランドリサーチを行い、それらをベースにとらえて課題を進めていく。
アパレル企業でのデザイナー、商品企画の経験をもとに実践的な指導を行う。
記載者書名欄

神藤 綾

カリキュラム科目概要

２０２１年度
科ｺｰﾄﾞ

KC2

科

科目ｺｰﾄﾞ 900110

名

科目名

文化服装学院教務部

アパレルデザイン科・アパレル技術科 2 年

単

英会話Ⅰ（選択）

授業期間

担当教員(代表)：三村 典召

位

2 単位
通年

共同担当者：原田千尋

【授業概要、到達目標・レベル設定】

初級程度の英文法を学んだ学生を対象に文法の復習と、口頭での運用力の強化を主な目標とする。ファッションを
専攻している学生を対象としているため、ファッション関連の語彙を増すこと、ファッション関連の表現に接する
ことにも重点を置いた授業内容としている。
【授業計画】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

テーマ

方法

コマ数

方法

コマ数

Course Description and Placement Test

演習

1

ユニット 13 Likes and Dislikes

演習

1

ユニット 1 Self-introduction

演習

1

ユニット 14 Auxiliary Verbs

演習

1

Activity with Alphabet Cards

演習

1

ユニット 15 Prepositions

演習

1

ユニット 2 Countries and Fashion Brands

演習

11

ユニット 16 Conjunctions

演習

1

ユニット 3 Occupations and

演習

1

ユニット 17 Giving Directions

演習

1

ユニット 4 Dates and Months

演習

1

ユニット 18 Adjectives

演習

1

ユニット 5 Weather and Temperature

演習

1

ユニット 19 Comparatives and

演習

1

Personalities

superlatives
ユニット 6 Personal Pronouns

演習

1

New year’s resolution

演習

1

ユニット 7 indicative Pronouns

演習

1

Review

演習

1

ユニット 8 Time and Frequency

演習

1

Preparation for Oral presentations

演習

1

ユニット 9 Past tense

演習

1

Oral Presentation

演習

1

Review and Plans for the Summer

演習

1

ユニット 10 Present Perfect tense

演習

1

ユニット 11 Present Progressive and

演習

1

演習

1

Future Tense
ユニット 12 Interrogatives and
Questions
【評価方法】
学業評価（50%）、

授業姿勢（50％）

授業の特徴と担当教員紹介
コミュニケーション力を養うため可能な限りペアワーク・グループワークの機会を設ける
主要教材図書 Essential English for Fashion Students
参考図書
その他資料
記載者氏名 三村 典召

２０２１年度 カリキュラム科目概要
科ｺｰﾄﾞ
科目ｺｰﾄﾞ

文化服装学院教務部

KC2
科 名 アパレル技術科 2 年、アパレルデザイン科 2 年
900810 科目名 フランス語 Ⅰ

単

位

授業期間

2
通年

共同担当者：Camille Griot

担当教員(代表)：平野 佐和

初めて学ぶフランス語の音と仕組みに母国語とは異なる面白さを感じられるよう、個々の興味を促し、発音練習を
楽しめるように講義を行う。「聴く、話す、読む、書く」を通じて基本文法を理解しながら、挨拶と自己紹介、平
易な日常会話が出来るレベルを目指す。映画や音楽、香り、ファッション等の話題も紹介し、実際にフランス映画
やフランス語の歌を鑑賞する機会も提供する。
コマ

内

容

コマ

内 容

1

フランス語の文字・挨拶・数字

16

天候、旅行計画、移動等の表現

2

Introduction au français ・Alphabet

17

近接未来と近接過去の形式

3

動詞 être ・名詞の性と数

18

今週末の予定や近い過去の出来事の表現

4

日付の表現(曜日、月)・数字

19

5

動詞 avoir の活用・否定の表現

20

動詞 pouvoir,vouloir,devoir の活用

6

動詞 être と形容詞で人の様子を伝える

21

直説法複合過去形と使い方

7

er 型規則動詞の活用・疑問文

22

過去の行動、出来事を表現する

8

動詞 avoir で所有、存在、感覚を表現

23

フランス語での自己紹介表現

9

不規則動詞 faire の活用と表現

24

4 月から学んだ内容の総復習と補足

10 学んでいること、好きなものなどを伝え

25

願望、義務、可能性の表現・時刻の表現

復習と応用・フランス語の歌や詩を読む

る

11 復習・フランス語の歌と詩

26

12 フランス映画鑑賞

27

13 カフェでの表現

28

14 服飾・色の表現

29

15 不規則動詞 aller,venir の活用

30

フランス映画鑑賞

評価方法・対象・比重：
授業時実施の小テスト 50%(Camille Griot)
授業時実施の口述＆聴き取りテストと筆記課題 50%(平野佐和)
主要教材図書 『アラカルトでフランス語！』(Le français à la carte)／株式会社 朝日出版社
参考図書
その他資料

授業の特徴
フランス人教員と日本人教員がそれぞれの特性を生かした方式を交互に提供することで、文法理解や口述表現力向
上への相乗効果を目指す。フランス人教員による映画鑑賞や、日本人教員による香りや音楽等の文化紹介も行うこ
とにより、初心者がフランス語を楽しみながら基礎から学べるように指導する。
担当教員紹介
Camille Griot
サンテティエンヌ出身。ポール・ヴァレリーモンペリエ大学文学部卒業。専攻は舞台芸術、映画、視聴覚。アライ
アンスフランセーズパリにて DAEFLE（外国語としてのフランス語を教える適性の卒業証書）取得。映画、ビデオ
等のイメージ音楽ミュージシャン、作曲家（フリーランス）。東京の公立高校、私立語学学校、企業や公共機関に
てフランス語および英語の教師/インストラクターをつとめる。
平野 佐和
上智大学外国語学部フランス語学科卒。デザインコンサルティング会社にて企画担当、モード誌編集者、アロマセ
ラピストを経て、ホテル併設アロマトリートメントサロン監修。フリーランスのプランナーとして香りの商品企画
にも携わる。文化学園大学現代文化学部にて『ファッションとアロマ』講師（2005〜2014）。2010 年より文化服
装学院にてフランス語講師。香りの専門誌『PARFUM』編集メンバー。

記載者氏名 平野佐和

カリキュラム科目概要

２０２１年度
科ｺｰﾄﾞ

KC2

科目ｺｰﾄﾞ 902000

科

名

アパレルデザイン科２年

科目名 西 洋 美 術

単

史

担当教員(代表)：布施伊織

文化服装学院教務部

位

１

授業期間

単位

後期

共同担当者：

【授業概要、到達目標・レベル設定】

複雑な成立過程を孕むようになった近代の西洋美術作品を中心に解説。単純に美術作品を紹介するのではなく、
なぜそれらの傑作が生まれたのか、芸術家がどういう意図で作品制作を行ったのかを考察することで、クリエイ
ションの方法論を探り、デザイン発想の引き出しを増やすことにつなげる。
【授業計画】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

方法

コマ数

美術史的アプローチ方法の解説

座学

１

新古典主義、新たに成立した風景画、ロマン主義の哲学、芸術のメッセージ性（クールベ、マネなどを通じて）

座学

芸術の純粋性とは。印象派、ポスト印象派を通じて

座学

１

変容した絵画概念。セザンヌ、ゲシュタルト心理学などを通じて

座学

１

装飾概念の解説、キュビズムとフォービズム、表現主義。

座学

１

映画史解説

座学

素材、表現スタイルなど芸術の多様化。デュシャンなど

座学

バウハウス概説

座学

ポスト芸術。ポロックやウォーホルなど

座学

現代アート概説

座学

課題説明、実習

座学

１

実習、提出

座学

１

１

２
１
１
１
１

【評価方法】
出席率、授業内レポート、最終回のデザイン発想実習

授業の特徴と担当教員紹介
慶應義塾大学文学部美学美術史学専攻卒。文化服装学院アパレルデザイン科卒。アパレル企業勤務を経て、アスリートマネ
ジメントを行う会社に勤務。教養だけで終わりがちな西洋美術史の知識を、発想にいかせるように伝えることを目指す。
主要教材図書
参考図書
その他資料
記載者氏名 布施伊織

２０２１年度

カリキュラム科目概要

科ｺｰﾄﾞ KC2

科

名 アパレルデザイン科 ２学年

科目ｺｰﾄﾞ 904520

科目名

キャリア開発Ⅱ

担当教員(代表)： 井浦 つくし

文化服装学院教務部

単

位

授業期間

１

１
後期

共同担当者：

教育目標・レベル設定など
就職のために必要な「自己理解」
「社会・職業理解」
「コミュニケーション力」を講義・実習を通して身につけさせる

【授業概要】
１． オリエンテーション（…講義 1 コマ）
就職活動の進め方、活動計画立案
２． コミュニケーションの基本（…講義＋実習＝１コマ）
聴く力・伝える力を磨く
３． 社会理解（…講義＋実習＝２コマ）
時事問題研究、ファッションとのつながりを考える
４． 自己理解（（…講義＋実習＝２コマ）
自身の価値観や将来イメージについて考える
５． 企業・職種研究（…講義＋実習＝１コマ）
様々な職種・企業についての理解を深める
６． ポートフォリオ対策（…講義＋実習＝２コマ）
就職におけるポートフォリオのポイントを理解し作成する
７． 履歴書・エントリーシート対策（…講義＋実習＝２コマ）
効果的な履歴書・エントリーシートのポイントを学ぶ
８． 面接対策（…講義＋実習＝１コマ）
採用面接の基本を理解し、模擬面接を体験する
９． ビジネスマナー（…講義 1 コマ）
敬語、電話／メール応対、仕事の進め方の基本などを学ぶ
全１３コマ

【評価方法】
履修認定（Ｐ表示）
評価基準 ： 学業姿勢・出欠状況を基に、履修認定の是非を決定する
【主要教材図書】
「ＡＭ（Bunka Fashion College Placement Guide）
」
（学園就職支援室 就職支援二課）
【参考図書・その他資料】 特になし（適宜プリントを配布）
【授業の特徴】受け身の講義中心ではなく、個人ワーク・グループワークを多く取り入れることにより、自ら考え
気づきを得ること、また、社会で不可欠なコミュニケーション力を伸ばすことを重視する
【担当教員紹介】ファッション業界で 13 年にわたり人事職に従事。文化学園就職支援室にて学生相談も担当中。
記載者氏名： 井浦 つくし

２０２１年度

カリキュラム科目概要

科ｺｰﾄﾞ

KC2

科

名

科目ｺｰﾄﾞ

930020

科目名

文化服装学院教務部

アパレルデザイン科２年

単

校 外

授業期間

研 修

Ⅱ

担当教員(代表)：安井 涼子

位

1
後期（集中）

共同担当者：1 組 安井 2 組 森本

3 組 神藤

教育目標・レベル設定など
日本の伝統文化の中心である古都（京都、奈良）に赴き、仏教美術、仏像建造物、庭園などの美に触れ、さらに関西圏のア
パレル関連の企業見学を含め教養を高める。

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

●古美術研修旅行
飛鳥、奈良、平安、藤原、鎌倉、各時代の代表的な仏閣、仏像を巡り、併せて博物館
国宝館、美術館、記念館、庭園も含めて２泊３日の日程で研修する

●予備講話、現地講習

●その他
関西圏のアパレル関連の企業を見学
美術館・博物館見学

評価方法・対象・比重
参加・不参加・研修レポート及びデザイン発想による評価
主要教材図書

なし

参考図書

なし

その他資料

なし

記載者書名欄

安井 涼子

２０２１年度
科ｺｰﾄﾞ

カリキュラム科目概要
科

KC2

科目ｺｰﾄﾞ 940105/940106

名 アパレルデザイン科２年

科目名

企業・学内研修 a/ｂ（選択）

担当教員(代表)：安井 涼子

文化服装学院教務部

単

位

授業期間

共同担当者：1 組 安井

2 組 森本

教育目標・レベル設定など
アパレル業界の現場・現状を把握させるために、アパレル企業で実際に研修を受けることで、
学校教育で体験できない実学を学ぶ。
就職希望者の企業研修期間中に平行して、企業研修に参加しない学生は学内研修を受講

企業研修内容
企業の業務概要と、研修部門での業務について指導を受け、補助的な仕事に従事する。
終了後、研修報告をプレゼンテーションにて発表する。
学内研修内容
1、ピンワーク
2、コミュニケーションと文化Ⅰ
3、コミュニケーションと文化Ⅱ
4、ＯＥＭ
5、グラフィックワークⅠ
6、グラフィックワークⅡ
7、ポートフォリオ作成
8、リクルートカラー 自分色
商品企画カラー戦略
9、起業について
10、デザイン画 ハンガーイラスト
11、自由実習（民族服、グループ制作）10 コマ
12、3.4 限準備・発表 2 コマ
計＝36 コマ

※企業研修・学内研修のどちらかを選択する

評価方法・対象・比重
出欠、及び研修先からの報告書、各自の感想とプレゼンテーション
主要教材図書

なし

参考図書

なし

その他資料

なし

記載者書名欄

安井 涼子

２
後期
3 組 神藤

２０２１年度
科ｺｰﾄﾞ

KC2

科目ｺｰﾄﾞ 947200
担当教員(代表)： 安井

カリキュラム科目概要

文化服装学院教務部

科 名

アパレルデザイン科２年

単

科目名

コラボレーションｂ（自由選択科目）

授業期間

涼子

共同担当者：1 組 安井

位

2組

１

１
通年

森本

3 組 神藤

教育目標・レベル設定など
ファッションの動向、現状、情報、様々なデザイン、もの作りの考え方、クリエーションの一環として、コンテストやコ
ラボレーションに参加、及び制作をする。

◎年間通して行われる、コンテストやコラボレーション、コンソーシアム事業などの課外
活動に参加をし、デザイン感覚と技術を養う。
年間を通して、個人課外活動としてのコンテスト応募でノミネートされた場合や、コラ
ボレーションに参加が決まった際は、制作時間として作品制作に取り組む。

コラボレーション例
・ピギーズスペシャル ・企業コラボレーション
・フォルムプレゼンテーション ・衣装制作

評価方法・対象・比重 … 作品提出、プレゼンテーション、展示、出・欠席、感想文など
主要教材図書
その他資料
コレクション作品と参考資料作品、プリント資料、コンテスト・コラボ情報、映像資料、過去作品など
記載者書名欄

安井 涼子

２０２１年度

カリキュラム科目概要

科ｺｰﾄﾞ

KC2

科 名

科目ｺｰﾄﾞ

980020

科目名

アパレルデザイン科２年
特別講義Ⅱ

文化服装学院教務部

単

位

授業期間

担当教員(代表)：安井 涼子

アパレル産業の現状、先輩の実体験からのアドバイス、そして服飾造形にかかわる知識として、
レギュラー授業に加えたい内容の講義。

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、帽子の基礎知識・・・窪田 恵美子

3 コマ

2、舞台衣裳について・・・櫻井 利彦

1 コマ

3、スポーツウェアのディレクション・・・福山 正和
4、rooms 合同展示会とは・・・中崎 一郎

1 コマ

2 コマ

5、デザイナーの実務と必要条件・・・弥重 優人

1 コマ

6、テキスタイルプリントについて・・・小川 映圭
7、子供服のデザインについて・・・瀧川 歩
8、古美術研修予備講話・・・村松 哲文

1 コマ

1 コマ
1 コマ

9、生産管理概論・・・ 佐藤 明彦

3 コマ

10、皮革について・・・藤田 晃成

2 コマ

11、ブランドディレクターの仕事について・・・中島 英恵
12、皮革の縫製について・・・外山 篤

14、コレクション情報・・・ＷＷＤ

1 コマ

1 コマ

13、パターンからのデザインとは・・・林田 優平

1 コマ

1 コマ

15、自由選択 アパレル商品企画・・・高山 彩香

1 コマ

16、自由選択 アパレル商品企画・・・佐谷 眞樹

1 コマ

17、デザイナーの実務・・・藤田 哲平

1 コマ

18、EDWIN ジーンズセミナー・・・近藤 諭

2 コマ

19、サスティナブル キャピタリズム・・・長坂 真護
20、プリーツについて・・・杉本 武晴
1 コマ

1 コマ

1 コマ
計 28 コマ

評価方法・対象・比重

主要教材図書

なし

参考図書

なし

その他資料

講師により商品サンプルやパワーポイントなど

記載者書名欄

安井 涼子

通年

共同担当者：1 組 安井 2 組 森本 3 組 神藤

教育目標・レベル設定など

21、民族服について・・・未定

２

１

２０２１年度

カリキュラム科目概要

科ｺｰﾄﾞ

KD3

科

科目ｺｰﾄﾞ

004400/004600

科目名

名

文化服装学院教務部

ｱﾊﾟﾚﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ科 3 年ﾒﾝｽﾞﾃﾞｻﾞｲﾝｺｰｽ

単

位

１４ 単位

ﾒﾝｽﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ

授業期間

通年

004500
担当教員(代表)：鈴木 憲道

共同担当者：

【授業概要、到達目標・レベル設定】
メンズデザインおよび服飾造形に関する理論的知識、審美的見識を有する人材を育成するために、
専門的かつ高度な技能を教授研究するとともに、メンズアパレル業界に広く寄与できうる人材の輩出を
目的とする。
【授業計画】
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
・メンズデザイン論

通年４単位

004400

・メンズデザイン演習 実技

通年４単位

004600

・メンズデザイン演習 デザイン

通年６単位

004500

１ 紳士服の基本知識 １コマ（前期）

スタイル コーディネイト 副資材

２ 原型論

１コマ（前期）

衣服製作のための人体計測 男子原型の作図法 原型論

３ シャツ

３７コマ（前期） 『フレックスジャパン株式会社』とのコラボレーション「シャツ講座」連動
実物制作

４ パンツ

３９コマ（前期） デザイン展開と作図 パンツの縫製法／示範 実物制作

５ ネクタイ

２コマ（前期）

ネクタイの縫製

６ 部分縫い

４コマ（後期）

箱ポケット／フラップ付き両玉縁／チケット／剣玉縁

７ ベスト

３９コマ（後期） デザイン展開と作図 ベストの縫製法／示範 実物制作

８ 卒業制作

６７コマ（後期） ジャケットのデザイン展開と作図 ジャケットの縫製法／示範（毛芯仕立て）
（フォーマルウェア コート＝講義のみ） 実物制作 卒業ショー

【評価方法】
S〜C・F評価 評価基準： 論＝学業評価（各期末試験の得点）100％

演習＝学業評価（平常成績）80％／授業姿勢20%

主要教材図書
オリジナルプリント、メンズウェアⅠ・Ⅱ（体型・シャツ・パンツ・ジャケット・ベスト）
（文化出版局）
参 考 図 書 MEN'S CLUB BOOKS （ 婦 人 画 報 社 ）、 エ ス カ イ ヤ 版 ２ ０ 世 紀 メ ン ズ フ ァ ッ シ ョ ン 百 科 事 典 （ ス タ イ
ル社）
、GENTLEMAN、男子ズボン製図／素材対応のカッティング（アパレル工業新聞社）
その他資料
授業の特徴と担当教員紹介
テーラーの現場で習得した技術を活かし、紳士服の基本となるパンツ・ベスト・ジャケットなどを中心に示範を行い、
奥深い紳士服の技術や構造を伝えていく。
記載者氏名 鈴木憲道

カリキュラム科目概要

２０２１年度
科ｺｰﾄﾞ

KD3

科

科目ｺｰﾄﾞ

004700

科目名パタ―ンデザイン論

担当教員(代表)：

小川

文化服装学院教務部

名アパレルデザイン科メンズデザインコース

登

単

位

４ 単位

授業期間

通年

共同担当者：

【授業概要、到達目標・レベル設定】
授業概要：アパレル企業を始め衣料関係企業に於ける即戦力を目指した、パタンナーの育成。
到達目標：各アイテムの原型パタン作成に伴う、採寸方法、体型把握、実物型紙作製、着せ付けテクニック、補正方法迄。
レベル設定：メンズパタンナーの実技試験に対応する作図法で、シャツ、スラックス、ベスト、ジャケット、コートの各アイ
テムを機能性とデザイン性を加味した裁断方法で実習し型紙設計（パターンデザイン）を体型的に理解させる。
【授業計画】

内

コマ

容

1 デザイン領域・メンズ企画・品質・生産概論・パタン作製
メンズパタン概論に付いて

内 容

コマ

16 メンズフォーマルの基礎知識
・フォーマルのジャケット（ピークカラー）
・１/４尺定規によるフォーマルのトレースの作製。
・実寸による、ＳＢ１ボタンモデル製図の作製実習。

2 スラックス（基本構造と名称・採寸方法に付いて。）
・1/４尺定規によるワンアウトタックモデルの製図のトレース 作

17 フォーマルジャケット（ショールカラー）
・１/４尺定規によるＳＢ１ボタンモデル製図のトレースの

製実習

作製。

・採寸方法及び着せ付け方法に付いて。

・実寸によるＳＢ１ボタンモデル製図。

3 ドレスシャッ（基本ﾓﾃﾞﾙ作製）

18 SB３ッボタン中掛けモデル

・1/４尺定規によるドレスシャッモデル製図のトレース作製

・１/４尺定規によるSB３ッボタン中掛けモデルのトレース

・実寸によるドレスシャッモデルの製図の作製実習。

の作製。

・採寸要領及び体型補正方法の講師準備。

・実寸による、ＳＢ３ッボタンモデル製図の作製実習。

4 スラックス（基本モデル作製）ＪＩＳ基本サイズ。

19 ノーフォークジャケット

・1/４尺定規によるワンタックモデルトレース実習

・1/４尺定規のノーフォークのトレース作製。

・実寸によるワンタックモデルの製図の作製実習。

・実寸によるノーフォークモデル製図の作製実習

・現物仮縫いサンプルによるイメージと注意点の確認。

・現物本縫いサンプルによるイメージと注意点。

5 スラックス（ツータックモデル作製）

20 ジャケット用スリーブ基本モデルとブレザー。

・1/４尺定規によるスリーブ基本モデルの製図のトレース作製実

・１/４尺定規によるスリーブのトレース作製。

習。

・実寸による、スリーブモデル製図。

・実寸によるツータックモデルの製図の作製実習。

・実寸によるＤＢ４ブレザーモデル製図

・現物仮縫いサンプルによるイメージと注意点の確認。

6 スラックス（ニッカボッカ）

21 ラグランコート（基本構造と名称、採寸方法

・1/４尺定規によるニッカボッカ製図のトレースの作製実習。

・1/４尺定規によるﾗｸﾞﾗﾝｺｰﾄ製図トレース作製実習。

・実寸によるニッカボッカの製図の実習

・採寸方法及び着せ付け方法について。
・現物仮縫いサンプルによるイメージと注意点。

7 スラックス（補正方法に付いて）
・１/４尺定規による補正方法の書き方。
・ＪＩＳ基本サイズに付いて。

8 ベストＳＢ５ツボタンモデル（基本モデル作製）

22 ラグランコート（基本モデル）
・実寸によるラグランコートモデル製図の作製実習。
・現物仮縫いサンプルによる、イメージと注意点。

23 ラグランスリーブ（基本モデル）

・1/４尺定規によるＳＢ５ツボタンモデルの製図のトレース実習

・１/４尺定規によるﾗｸﾞﾗﾝスリーブのトーレス実習。

・実寸によるＳＢ５ツボタンモデルの製図の作製実習。

・現物仮縫いサンプルによるイメージと注意点の確認

・着せ付けによる体型把握、とパタン補正方法の実習。

・実寸によるラグランコートモデル製図の作製実習。

9 ベスト５ッボタンモデル

24 ラグランスリーブと補正方法の書き方

・実寸によるSＢ５ツボタンモデルの製図の作製実習。

・実寸による、ラグランスリーブモデルの製図の作製実習

・現物仮縫いサンプルによるイメージと注意点の確認

・ラグランコートモデルの補正方法の書き方。

10 ベストＤＢ６ツボタンモデルと補正方法の書き方

25 キングサイズジャケット（基本モデル）

・1/４尺定規によるDB６ボタンのトレース製図。

・1/４尺定規によるキングサイズ製図トレース実習。

・実寸によるDＢ６ツボタンモデルの製図の作製実習。

・実寸によるキングサイズジャケットの製図の作製。

・現物仮縫いサンプルによるイメージと注意点の確認

１１ スラックス。

26 キングサイズジャケット（基本モデル）

・実寸スラックスのパタン作製の確認を行い

・実寸によるキングサイズ製図の作製連習。

構造線と寸法変化に伴う出来上り製品の感覚を養う。

・実寸によるＳＢ２釦モデルの製図の作製実習

・基本構造と名称及びJIS基本サイズに付いて。

・1年間の進行状態の確認実施。

12 カマーバンド（５本ヒダ）と家庭用品品質表示法

27 ポロコート（基本モデル）

・1/４尺定規によるカマーバンドの製図トレース実習

・１/４縮尺ＤＢ６ボタンポロコートのトーレス実習

・実寸によるカマーバンドの製図の作製実習

・実寸による、ＤＢ６ポロコートモデル作製。

・現物仮縫いサンプルによるイメージと注意点の確認

・試験概要の説明。

・商品の品質に関する主な法律に付いて。

13 ジャケット（基本構造と名称・採寸方法に付いて。）

２８ ポロコート（基本モデル）

・1/４尺定規によるスリーブ製図のトレース作製実習

・実寸によるＤＢ６ポロコートモデルの作製。

・採寸方法及び着せ付け方法に付いて。

14 ジャケット（基本モデル作製）

29

・1/４尺定規によるＳＢ２ツボタン製図のトレース作製実習。
・実寸によるＳＢ２ツボタンモデルの製図の作製実習。
・現物仮縫いサンプルによるイメージと注意点の確認。

15 グレーディングの基本。ジャケット＆ベスト、スラ

30

・1/４尺定規によるグレーディングの基本実習
・１/４尺定規による体型補正方法
・紳士服の生産フローチャート
【評価方法】
１・実技作図試験

主要教材図書

２・ジャケット、スラックスモデル（メンズパタンナー実技試験対応）３・授業姿勢

１・伝統的紳士服裁断方法

４・出席時間数

２・オリジナルテキスト ３・オリジナル資料

参考図書
その他資料
授業の特徴と担当教員紹介
百貨店紳士服のカッティングデザイナーとしての経験をもとに、アパレル企業をはじめ衣料関係企業における即戦力を目指
したパターン技術を作品制作を行いながら習得する授業を実施

記載者氏名

小川 登

カリキュラム科目概要

２０２１年度
科ｺｰﾄﾞ

KD3

科

科目ｺｰﾄﾞ 102200

名アパレルデザイン３年メンズデザインコース

科目名

工業ニット演習

担当教員(代表)：白田訓子

文化服装学院教務部

単

位

授業期間

１
前期

共同担当者：

【授業概要、到達目標・レベル設定】

ニットの基礎知識、商品知識を習得し、アパレルにおけるニット製品を総合的に理解する。

【授業計画】
*ニットの一般知識について
ニットの起源・歴史

織りと編みの違い ニットの特性

ニットの三原組織 JIS記号 編成原理、素材 テキスタイル 器具 用具など

*丸編み製品
編み製品の理解 Tシャツパターンについて

＊Tシャツの説明
ニットの特殊ミシンの扱いを理解し 伸縮素材の テクニックを学ぶ

*ニットの基礎技術
棒針編み （三原組織） 基礎編み製作
かぎ針編み（三原組織）基礎編み製作
工業用手横機による基礎編み説明
ゲージについて （ゲージ見本配布）
ニットの指示書の書き方１/5で製図

＊横編み製品について
セーターの編み地、縫製方法

【評価方法】
提出物：８０％
出欠席、授業態度：２０％

主要教材図書
参考図書
その他資料 プリント類
授業の特徴と担当教員紹介
アパレル企業におけるニットデザイン業務担当経験をもとに、ニットの基礎知識・商品知識を作品制作を行いながらアパレ
ルにおけるニット製品を総合的に理解する授業を実施
記載者氏名 白田 訓子

２０２１年度
科ｺｰﾄﾞ KD3

カリキュラム科目概要

科 名 アパレルデザイン科３年メンズデザインコース

科目ｺｰﾄ 102400

科目名 グレーディング

担当教員(代表)：加藤紀人

文化服装学院教務部

単

位

授業期間

１

1
後期

共同担当者：

科目概要
消費者のニーズに対応すべく製品展開をすることを踏まえ、アパレル CAD を利用してグレーディング（サイズ展開）を学ぶ。
グレーディングの基になる平面作図・パターン展開に始まり、基本的な理論に基づいたサイズ展開をおこなう。
手作業でもグレーディングができるように理解を深めつつ、アパレル CAD の操作方法の習得をする。
授業概要
Ⅰ.ガイダンス（1 ｺﾏ）
Ⅱ.パターンメーキング（基礎）
（3 ｺﾏ）
① 文化式成人女子原型 囲み作図（直線作成、曲線作成、線カット等）
② シャツ有型からの作図（部品作成、ピンタック、曲線作成）
Ⅲ．パターンメーキング（応用）
（5 ｺﾏ）
① 工業用パターン（見返し、表衿展開 ※ジャケット有型使用）
② 縫い代付け（縫い代幅、角処理、高さ合せ）
③スキャンデータからのパターンメーキング
Ⅳ．グレーディング（レディース）
（3 ｺﾏ）
① 切開方式によるサイズ展開
② 計算式によるサイズ展開
Ⅴ．グレーディング（メンズ）
（1 ｺﾏ）
① パンツ（股上、股下の考え方）
② レディースとの違い

「使用ソフト」 東レ ACS 株式会社 クレアコンポ

評価方法・対象・比重
試験（実技・筆記）
（60％）＋データ（20％）＋出欠席（20％）
主要教材図書
参考図書
その他資料：私製プリント
授業の特徴と担当教員紹介
アパレル CAD の基本操作とサイズ展開について学ぶ。 文化服装学院 専任講師が担当。

記載者書名欄 加藤紀人

カリキュラム科目概要

２０２０年度
科ｺｰﾄﾞ

KD3

科

科目ｺｰﾄﾞ 200100

文化服装学院教務部

名 アパレルデザイン科３年メンズデザインコース

科目名

プリントデザイン

担当教員(代表)：飯塚 有葉

単

位

授業期間

１単位
後期

共同担当者：

【授業概要、到達目標・レベル設定】
１．デジタルテキスタイルプリンターを利用したテキスタイルプリントの工程・特徴を理解する。
２．Photoshop を利用してプリント柄を作成できる技術を身につける。

【授業計画】
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. デジタルプリントの概要：講義 １コマ
①デジタルプリントの特徴
②機械の種類

２. ワンポイント柄の作成：講義・実習 ５コマ
①画像の切り抜き
②画像の合成
④T シャツプリント

③T シャツグラフィックの作成

３.連続柄の作成：講義・実習 ６コマ
①四方送りの作成方法
④プリント

③画像合成・送りつけ

②画像の切り抜き

５. プレゼンテーション：実習 １コマ
①コンセプトシートの作成

②発表・講評

【評価方法】
学業評価 ６０％、授業姿勢 ４０％
主要教材図書
参考図書
その他資料 Adobe Photoshop CC2018/Adobe Illustrator CC2018
授業の特徴と担当教員紹介
講義と実習を交互に行い、実際に PC を操作しながらテキスタイルデザインをしていく授
業です。担当教員は、デジタルプリント・テキスタイルデザインを専門として、プリント以外にも手紡ぎ・手
織りの技法について研究しています。
記載者氏名

飯塚 有葉

２０２１年度

カリキュラム科目概要

科ｺｰﾄﾞ

KD3

科

名

科目ｺｰﾄﾞ

500830

科目名

文化服装学院教務部

アパレルデザイン科ﾒﾝｽﾞﾃﾞｻﾞｲﾝｺｰｽ３年

単

位

単位２

ファッションデザイン画

授業期間

(通年)

担当教員(代表) 橋本 定俊：

Ⅲ
共同担当者：

【授業概要、到達目標・レベル設定】
どのような方法でアパレル業界に携わり社会に結びついていくか自ら考えようとする能力と
学生各自のアイデンティティーの確立を基にメンズデザインのプロとして業界に対し戦力育成
を目指し就職対応のデザイン画ファイルを制作する。
【授業計画】
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 人体のプロポーション メンズ（３コマ）
ヌードプロポーション
正面・横・斜め・後ろ
２ ベーシックアイテムのスタイル画と製品図（４コマ）
シャツスタイル（着色仕上げ）
スーツスタイル ジャケット・パンツ
３ デザイン発想（４コマ）
テーマ設定の基にメンズアイテムのオリジナルデザイン
４ 企画ブック制作（３コマ） + 夏期課題
次シーズンのオリジナルデザイン提案
５ 機能服のデザイン考案（２コマ）
機能服の歴史から現代に合うテーマの基にオリジナルデザイン
６ パターン・図案のデザイン考案（２コマ）
オリジナル図案をデザインしベーシックアイテムに着色表現
７ ファッションクロッキー（２コマ）
制限時間内に素早く描くためのテクニック
８ 修了制作（５コマ））
校内ファッション画展
テーマの基ファッションイラストレーションを描く
画材紹介・パステル・マーカー（デモンストレーション）
９ まとめ（２コマ）

【評価方法】
１～８の各課題作品と学年末試験による評価 評価基準：学業評価７５％、授業姿勢２５％
授業の特徴と担当教員紹介
ファッションデザイン画のテクニック向上に加え、担当教員のアパレル業界でのデザイナーとしてのキャリアと知識に基づ
く、学生の未来に視点を置いた学習内容と指導になっている。
主要教材図書
参考図書
その他資料
記載者氏名 橋本 定俊

カリキュラム科目概要

２０２１年度
科ｺｰﾄﾞ

KD3

科

名

科目ｺｰﾄﾞ

504000

科目名

文化服装学院教務部

アパレルデザイン科３年メンズデザインコース

単

位

１ 単位

グラフィックワーク

授業期間

前期

担当教員(代表)：羽田 武幸

共同担当者：

【授業概要、到達目標・レベル設定】
アドビ・イラストレーターを使って精密なハンガーイラストの作成とデザインデータの展開。
先染め柄やプリント柄の製作とシミュレーション。
「デザインおよび企画プランのスピーディでわかりやすい
ビジュアル表現」を可能にする為のベース技術を学ぶ。

【授業計画】
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：（大）コンピューターを利用して表現する、ビジュアルなプレゼンテーション技術の修得
（中）ハンガーイラストによるデザイン、色のスピーディーな展開
（小）先初め柄、プリント柄の作成及びその展開

授業内容：イラストレーターによるハンガーイラスト

５コマ

イラストレーターによる先染め柄、プリント柄＜送りのある＞の作成
イラストレーターによる小物イラストの作成

２コマ

２コマ

写真のスキャニングとイラストレーターへの配置

１コマ

写真、イラスト、カラーイメージ、文字などをイラストレーターで編集した企画書表現

４コマ

授業方法：生徒の前で実演する
生徒に実習させ、個々の作業をサポートする
学習用のデータを配布

制作物

：ハンガーイラストのよるデザインとデジタルマップの作成

使用パソコン及びソフト：imac

アドビ

イラストレーター

【評価方法】
課題制作物＜スキル及びデザイン・イメージの表現力＞・出席率

主要教材図書
参考図書 なし
その他資料 製作手順のデータを配布
授業の特徴と担当教員紹介
デザイナーとして多くの企業のデザインや企画を担当した経験をもとに、グラフィックソフトを使って精密なハンガーイラス
トの作成とデザイン展開、プリント柄の制作とシミュレーション、デザインおよび企画プランの美しいビジュアル表現を可能
にするためのベース技術を作品制作を行いながら習得する授業を実施
記載者氏名 鈴木憲道

W

2021 年度

科ｺｰﾄﾞ

KD3

科目ｺｰﾄﾞ 504020

カリキュラム科目概要
科

名

科目名

文化服装学院教務部

アパレルデザイン科メンズデザインコース

単

グラフィックワークⅡ(選択)

授業期間

担当教員(代表)：佐谷 眞樹

位

2 単位
26

共同担当者：

【
【授業概要、到達目標・レベル設定】Adobe Illustrator を使って(アイテムとしたて T シャツを取り上げて)デザイニンを学習
タイポグラフィ、モチーフ・柄の作成を学び、より完成された T シャツをバリエーション化して企画する。

【授業計画】テーマ(大)デザインバリエーションを広げたプレゼンテーション資料(企画書)の作成
テーマ(中)ベースとなるデザインからシルエット・ディテールなどを細部までデザインし展開する手法を学ぶ
テーマ(小) 製品のアクセントとなるタイポグラフィ・トレードマーク・柄の作成を学ぶ

テーマ

方法

コマ数

図形のトレースから図形変化とバスファインダーを理解する

演習

2

文字の扱い・デザインを学ぶ

演習

1

シグネチャープリントなどの柄作成

演習

1

T シャツのベースボティー作成と展開(リブ衿・セットインスリーブ&ラグランスリーブ))

演習

2

T シャツのシルエット変化・カッティングライン変化手

演習

2

T シャツのハイブリットデザインと表現手法

演習

2

デザインバリエーションの作成

演習

4

図案のトレースからマークデザインを作成

演習

2

プリント柄を作成

演習

2

デザイン企画書の作成

演習

8

【評価方法】
課題制作物＜スキル及びデザイン・イメージの表現力＞・出席率

授業の特徴と担当教員紹 : 教員自身がレディース＆メンズのデザイン企画および企業ユニフォームのデザインプレゼンテーションの際に
用いる Adobe Illustrator ・Adobe Photoshop での CG 表現手法を学び、ビジュアル・プレゼンテーションの能力を高める。
使用ソフト: Adobe Illustrator ・Adobe Photoshop
使用機材: iMac
主要教材図書
その他資料 製作手順のデータを配布
記載者氏名 佐谷眞樹

２０２１年度
科ｺｰﾄﾞ
KD3
科目ｺｰﾄﾞ 608200

文化服装学院教務部

カリキュラム科目概要
科 名
科目名

ｱﾊﾟﾚﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ科 ﾒﾝｽﾞﾃﾞｻﾞｲﾝｺｰｽ３年
ﾒﾝｽﾞﾌｧｯｼｮﾝ環境情報

単
位
授業期間

2 単位
（ 通年）

共同担当者：

担当教員(代表)：金田武
【授業概要、到達目標・レベル設定】

メンズファッションデザイナーとしての情報収集能力、及び情報の咀嚼、活用能力の育成を目標とし、
卒業後企業において、即戦力として活躍できるレベルの、実務的ワーキングスキル修得を目指します。
【授業計画】

前期
・ロンドン.ミラノ.パリ〜秋冬コレクションより、画像をもちいたトレンドの分析

３コマ

・アパレルにおけるバリューチェーンと業務解説

２コマ

・アパレルにおける MD 及びデザイン業務の解説

２コマ

・サスティナブルとファッションビジネスの実践

６コマ

・アパレルにおける業務フローと関連事項の解説

２コマ

・ロンドン.ミラノ.パリ〜春夏コレクションより、画像をもちいたトレンドの分析

１コマ

・国内テキスタイルメーカーの世界市場における生地トレンド解説

１コマ

・トレンド情報と流通する生地サンプルからのデザイン演習

１コマ

・差別化できるブランディングとコンセプトメイキングの研究、資料作成

２コマ

後期

・サーベイによる情報からのブランド開発、ブランディング、マーチャンダイジング ３コマ
資料作成及びデザインワーク
・サーベイからの開発ブランドプレゼン資料作成とプレゼンテーション演習

２コマ

・その他、各企業のデザイナー、テキスタイルデザイナー等とのトークセッション

２コマ

その他 ： 社会勉強として時事問題の把握とそこからの意見発想

Google classroom にて毎週出題

【評価方法】
S〜C・F 評価

学業評価 60% 授業姿勢 40%

主要教材図書

なし

参考図書
その他資料 アパレル企業内実務資料
授業の特徴と担当教員紹介
実践型、体験型、授業
アパレル歴 37 年 フリーランスデザイナー(メンズ、レディース)
現在【 KATO`】ブランド(カイタックインターナショナル チームキットカンパニー)と契約
記載者氏名 金田武

科ｺｰﾄﾞ
科目ｺｰﾄﾞ

KD3

科

900120

文化服装学院教務部

カリキュラム科目概要

２０２１年度

名

科目名

アパレルデザイン科メンズデザインコース

単

英会話 II

授業期間

担当教員(代表)：増田和香子

位

2 単位
通年

共同担当者：三村典召

【授業概要、到達目標・レベル設定】
初級程度の英文法を学んだ学生を対象に、重要文法の復習とスピーキング、ライティングによるアウトプットを主な目標とす
る。ファッションを専攻している学生を対象としているため、ファッション関連の語彙を増すこと、ファッション関連の表現
に接することにも重点を置いたプログラムとしている。レベルは初級（中位）から中級まで。
【授業計画】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

Unit 1: Self-introduction

方法

演習

テーマ

コマ数

1

Unit 8 ＆11: Time expressions

方法

コマ数

演習

1

and daily life
Unit 2: How to pronounce the

演習

1

Unit 9: The past tense

演習

1

演習

1

Unit 10: The present perfect

演習

1

fashion brands
Unit 3: Occupations

tense
Unit 5: Adjectives 1 (weather and

演習

1

Unit 19: The comparative form

演習

1

Unit 6: Pronouns

演習

1

Unit 18: Adjectives 2 (for objects)

演習

1

Unit 7: Demonstrative pronouns

演習

1

Unit 20: Fashion 1 (Items, colors

演習

1

演習

1

演習

1

temperature)

and patterns)
Unit 12: "wh" questions

演習

1

Unit 22: Fashion 2 (Laundry
care)

Unit 16: Conjunctions

演習

1

Unit 21: Coordination (minipresentation)

Unit 31: Resume

演習

1

Culture 2: About winter

演習

1

Unit 32: Job interview

演習

1

Unit 28: Shopping

演習

1

Unit 15: Prepositions

演習

1

Unit 29: Large numbers

演習

1

Unit 17: Giving directions

演習

1

Unit 30: Refund

演習

1

Review from the spring semester

演習

1

Presentation

演習

1

【評価方法】 平常点（出席、クラス参加）30％、授業中の小テスト30％、ライティング10％、プレゼンテーション30％でS～C・F評価をする。
授業の特徴と担当教員紹介
テキストは文化服装学院オリジナルのテキストを用い、文法事項やファッション関係の語彙を再確認する。
主要教材図書
参考図書 なし
その他資料 なし

Essential English for Fashion Students（文化服装学院編）

記載者氏名 増田和香子

２０２１年度 カリキュラム科目概要
科ｺｰﾄﾞ
科目ｺｰﾄﾞ

文化服装学院教務部

KD3
科 名 アパレルデザイン科メンズデザインコース
900820 科目名 フランス語 Ⅱ

単

位

授業期間

2
通年

共同担当者：

担当教員(代表)：平野 佐和

毎回フランス語の発音・表現に親しみ、基本文法の理解に基づく平易な日常会話に必要なスキルの向上を目指す。講
義ではポピュラーなシャンソンを紹介し、歌いながら発音練習も行う。ファッション・香り・映画・料理なども題材
とし、文化の多様性にも意識を向けて、フランス語により興味を持って意識できる機会を多く設ける。目標レベルは
DELF A1〜2、または実用フランス語検定 4〜3 級。
コマ

内

容

コマ

内 容

1

フランス語 I の復習と目標設定

16 半過去形で過去の状態や習慣を表現

2

動詞の復習と pouvoir,vouloir,devoir

17 直説法単純未来形で未来の計画を表現

3

冠詞・形容詞・時刻表現

18 条件法現在形で反実仮想や依頼を表現

4

直説法複合過去の紹介

5

複合過去で過去の出来事を表現する

19 応用 4／過去の出来事や未来の計画を伝える

6

人称代名詞を用いた会話表現

21 接続法現在形で義務などを表現

7

強調構文 C‘est 〜 qui…等での表現

22 接続法現在形で意志や感情を表現

8

代名動詞

9

代名動詞の複合過去形

23 応用 5／叙法の確認

10 比較級と最上級
11 関係代名詞 qui, que, où, dont で表現

20 現在分詞とジェロンディフ

24 応用 6／語彙と会話表現の確認 1
25 応用 7／語彙と会話表現の確認 2
26 フランス語の歌や詩を読む

12 応用 1／自分の生活を伝える

27

13 応用 2／夏の計画を伝える

28

14 応用 3／カフェでの会話・買い物での会話

29

15 直説法半過去形

30

評価方法・対象・比重：授業時に実施する筆記課題と小テスト（口述＆聴き取り）

主要教材図書 『アラカルトでフランス語！』(Le français à la carte)／株式会社 朝日出版社
参考図書
その他資料

授業の特徴
基本文法理解の定着と活用を促し、表現力を拡げられるよう指導する。対面授業ではフレグランスの香りも紹介、フ
ランスの音楽や映画の話題も提供し、フランスの文化に触れながら日常会話に必要なスキルの向上を目指す。
担当教員紹介
平野 佐和
上智大学外国語学部フランス語学科卒。デザインコンサルティング会社にて企画担当、モード誌編集者、アロマセラ
ピストを経て、ホテル併設アロマトリートメントサロン監修。フリーランスのプランナーとして香りの商品企画にも
携わる。文化学園大学現代文化学部にて『ファッションとアロマ』講師（2005〜2014）。2010 年より文化服装学院
にてフランス語講師。香りの専門誌『PARFUM』編集メンバー。

記載者氏名 平野佐和

カリキュラム科目概要

２０２１年度
科ｺｰﾄﾞ

KD3

科目ｺｰﾄﾞ 902400

文化服装学院教務部

科 名 アパレルデザイン科メンズデザインコース

単

科目名 メンズファッション史

授業期間

担当教員(代表)：朝日 真

位

２単位
通年（

）

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）
古代から現在までのミリタリーウエア（軍服）などが公式服になっていく過程、また近代紳士服の原型であるスーツスタイ
ルの誕生からデザインの変遷を見ていく。第二次世界大戦以降はストリートに見るメンズファッションをその時代の音楽や
映画も合わせて考察する。そして男性服の流れを見る中で、デザインの発想力を高めていく。

内

コマ

容

コマ

内 容

1

古代中世のミリタリーウエア

16 1950年代アメリカの男子服

2

中世近世のミリタリーウエア

17 博物館資料実物解説

3

19世紀のミリタリーウエア

18 ビートルズとモッズ

4

博物館資料実物解説

19 クラブ・カルチャーとファッションの関係

5

19世紀ダンディズム

20 ｻｲｹﾃﾞﾘｸｽからﾋｯﾋﾟｰ、ｸﾞﾗﾑ

6

サヴィル・ロウ形成

21 1970年代パンク

7

アメリカ南北戦争ミリタリーウエア

22 1980年代ニューウェーブ

8

第一次世界大戦のミリタリーウエア

23 1980年代ヒップホップ

9

1920年代の男子服

24 1990年代グランジ

10 1930年代の男子服

25 博物館資料実物解説

11 スポーツウエアの歴史

26 1990年代マッドチェスター

12 1940年代の男子服

27 予備

13 授業内課題提出

28

14 第二次世界大戦ミリタリーウエア１

29

15 第二次世界大戦ミリタリーウエア２

30

評価方法・対象・比重

前期レポート提出（30%）、学年末定期試験（30%）
、出欠と授業態度（40%）
主要教材図書
授業ごとにプリント配布
参考図書
その他資料
授業の特徴と担当教員紹介
学生がデザイン発想するために役立つ授業展開を心がけている。メンズとストリートファッションに特に興味がある。
記載者氏名 朝日 真

２０２１年度

カリキュラム科目概要

科ｺｰﾄﾞ

KD3

科

名

科目ｺｰﾄﾞ

903300

科目名

文化服装学院教務部

アパレルデザイン科３年 ﾒﾝｽﾞﾃﾞｻﾞｲﾝｺｰｽ

単

位

１ 単位

企画論

授業期間

前期

担当教員(代表)：羽田 武幸

共同担当者：

【授業概要、到達目標・レベル設定】
学生レベルではなく企業間で行われている実践レベルのプレゼンテーションや企画立案を体験することにより就職活動や社
会に出てからの即戦力になる企画力・技術を習得

【授業計画】
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
フレックスジャパン株式会社とのコラボレーション『シャツ講座』に連携する
・プレゼンテーション論
プレゼンテーションとは
プレゼンテーションの考え方・方法

１コマ

・企画立案
商品とは
企画立案から商品が出来るまで

１コマ

・テーマに沿った資料作成（フレックスジャパンへの商品企画）
フレックスジャパンへのプレゼンテーション
マップの作成・相談
３コマ
・作成した資料・デザインのチェック（修正）３コマ
・プレゼンテーション演習
フレックスジャパンに向けての演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
・演習の確認

３コマ

１コマ

・フレックスジャパンに向けてプレゼンテーション
講評・採点

２コマ

【評価方法】
S〜C・F評価 評価基準：学業評価（平常成績）80％／授業姿勢20%
主要教材図書
参考図書
その他資料 オリジナルプリント・スライド
授業の特徴と担当教員紹介
デザイナーとして多くの企業の企画・デザインを担当した経験をもとに、企業間で行われている実践レベルのプレゼンテー
ションや企画立案を演習することにより、即戦力になる企画力・技術力を習得する授業を実施
記載者氏名 鈴木 憲道

カリキュラム科目概要

２０２１年度
科ｺｰﾄﾞ

KD3

科

名

科目ｺｰﾄﾞ

945010

科目名

文化服装学院教務部

アパレルデザイン科メンズデザインコース

単

インターンシップⅠ（自由選択）

授業期間

担当教員(代表)：鈴木憲道

位

1 単位
通年

共同担当者：

【授業概要、到達目標・レベル設定】
・将来のキャリアを視野に入れ、各自の専門性追及と業界・業態・職業自体への理解を深める事を目的とする。

【授業計画】
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

インターンシップⅠ

・期間（基本は１週間）
、時期は研修目的、受け入れ先の状況により決める。
・研修中は指導教員と定期的にミーティングを行い、受け入れ先での研修内容、進捗状況などを報告しアドバイスを受ける。

【評価方法】
・１単位分の出欠及び、レポート提出でP評価
授業の特徴と担当教員紹介
就職を視野に入れ興味のある企業などで実際に職業体験を行う。
体験を通じて業務内容や働く事の理解を深める。
主要教材図書
参考図書
その他資料
記載者氏名

鈴木憲道

２０２１年度

カリキュラム科目概要

科ｺｰﾄﾞ

KD3

科

名

科目ｺｰﾄﾞ

947300

科目名

文化服装学院教務部

アパレルデザイン科メンズデザインコース

単

コラボレーションｃ（自由選択）

授業期間

担当教員(代表)：鈴木 憲道

位

１ 単位
前期

共同担当者： 花田 浩朝

【授業概要、到達目標・レベル設定】
各自コンセプトに基づいたクリエーション性の高いデザインの表現力を向上させる。

【授業計画】
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

・企業とのコラボレーションにより自己の可能性を発見し創造性の領域を広げる。
人と人との様々な繋がりと調和が必要となる為、柔軟な人間力、コミュニケーション能力を身につける。

【評価方法】
出欠・作品・商品制作及びレポート提出
主要教材図書
参考図書
その他資料
授業の特徴と担当教員紹介
企業の方より直接ご指導を受けながら物作りを行う。
専門知識や技術などの向上を目指し、テーマに沿った企画立案を行う。
記載者氏名 鈴木憲道

カリキュラム科目概要

２０２１年度
科ｺｰﾄﾞ

KD3

科

名

科目ｺｰﾄﾞ

970000

科目名

文化服装学院教務部

アパレルデザイン科メンズデザインコース

単

位

４ 単位

卒業研究・創作

授業期間

通年

担当教員(代表)：鈴木 憲道

共同担当者：

【授業概要、到達目標・レベル設定】
各自（又は、グループ）で研究テーマを決め、習得した知識技術を駆使し一年を通して研究、制作を行う事により探究心、計
画性、自覚性の向上を目指す

【授業計画】
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
卒業研究・創作（52 コマ）
年間を通し各自（又は、グループ）で研究テーマを設定し研究を行いレポート又は作品制作によって提出。
年度末に発表会を行う。
研究テーマの検討・相談・決定
研究・実習
点検
発表・採点

【評価方法】
S〜C・F評価 評価基準：学業評価（平常成績）80％／授業姿勢20%
主要教材図書
参考図書
その他資料
授業の特徴と担当教員紹介
学生自身で研究テーマを設定し、年間を通して研究・制作を行う。
探究心・計画性・自覚生の向上と共に社会に出てから自身の強み（武器）になることを想定した授業。
記載者氏名 鈴木憲道

カリキュラム科目概要

２０２１年度
科ｺｰﾄﾞ

KD3

科

名

科目ｺｰﾄﾞ

980030

科目名

文化服装学院教務部

アパレルデザイン科メンズデザインコース

単

位

２ 単位

特 別

授業期間

通年

担当教員(代表)：鈴木 憲道

講 義

Ⅲ
共同担当者：

【授業概要、到達目標・レベル設定】
主にアパレル業界で活躍している講師を招き、実践経験をふまえた生の情報、リアルタイムな話題などを
短期集中で講義していただき、就職や個人の将来の参考、目標とする

【授業計画】
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

メンズコレクション情報・・・・・・・・５コマ 石辺 啓道 氏
メンズ業界のあり方
コレクション解説Ⅰ・Ⅱ／ファッションの変遷／ビジネスガイダンス／

２

先輩からのアドバイス・・・・・・・・・１コマ 後藤 愼平 氏
アパレル業界とは
vintage life・・・・・・・・・・・・ ４コマ 橋本 定俊 氏
ワークウェア（素材・テキスタイル〜アイテムを繋げる）
御幸毛織の世界・・・・・・・・・・・・１コマ 金子 賢一 氏
紳士服地の素材について
ビスポークテーラー・・・・・・・・・・１コマ 有田 一成 氏
カッターとしての心得
SDGs・・・・・・・・・・・・・・・・・・１コマ 奥谷 隆幸 氏
サスティナブルファッション
デザイナーの在り方・・・・・・・・・・１コマ 高栁 成克 氏
メンズデザイナーの役割
紳士服の歴史・・・・・・・・・・・・・１コマ 中野 香織 氏
スーツの神話から
メンズファッションの原点・・・・・・・２コマ 石津 塁 氏
日本のメンズファッション・現代の Ivy とは
カットソー・・・・・・・・・・・・・・２コマ 西川 真令 氏
T シャツ縫製技術・実習
商品開発・・・・・・・・・・・・・・・1 コマ 太田 洋平 氏
企業デザイナー・パタンナーの役割
半・分解展・・・・・・・・・・・・・・１コマ 長谷川 彰良 氏
半・分解展から探るパターンの変遷２５０年
カッティング技術・・・・・・・・・・・２コマ 杉本 浩一 氏
サヴィルロウのカッティング技術/ジャケット編
フォーマルウェアとファッション・・・・１コマ 横山 宗生 氏
ファッションに於けるファーマルウェアの重要性
服飾副資材・・・・・・・・・・・・・・２コマ 髙橋 侑起子 氏
二上 雅雄 氏
副資材の役割（室谷 株式会社）
服飾歳時記・・・・・・・・・・・・・・1 コマ 赤峰 幸生 氏
一生愛せる服
ファッションとオペラ・・・・・・・・・１コマ 上木 幸夫 氏
ヨーロッパ社交界 オペラの世界
メンズウェアの企画からブランド立ち上げについて・・・1 コマ 大島 裕幸 氏 ・ 小高 一樹 氏
ブランド立ち上げの HOW TO
マーチャンダイザーの為の知的財産権について・・・・・・・・・・１コマ 金井 倫之 氏
グローバル時代のブランドの守り方

ファッションの傾向／社会に出る前に／伊勢丹メンズ館見学
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【評価方法】
履修認定（P表示） 評価基準：学業姿勢・出席状況を基に、履修認定の是非を決定する
主要教材図書
参考図書
その他資料

なし

なし
なし

授業の特徴と担当教員紹介
企業デザイナーによるシャツ設計の講義、企業デザイナーによるデザイナーの仕事、メンズデザイナーの役割、メンズファッ

ションについて、企業デザイナー・パタンナーの役割の講義、カッターによるカッティング技術の指導、メンズシャツ企業と
のコラボレーションなど、企業の現場で働いている方々より、直接講義、指導を受ける授業を実施
記載者氏名 鈴木憲道

