
 
    

科ｺｰﾄﾞ  11101 

科目ｺｰﾄﾞ 980010 

科  名 服装科１年 

科目名 特別講義Ⅰ 

単  位    １単位 

授業期間 通年 
 

担当教員(代表)：富樫 敬子 共同担当者： 1-富樫、2-重川、3-佐藤、4-此村、5-磯川、 

6-沖村、7-清藤 
 

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） 

・ファッション業界の各分野において幅広い知識と技術を習得すると共に、各自の進路（進学・就職）を考える動機付けを目

標とする 

・レギュラー授業において包括できない部分の専門関連分野の知識を習得する 
  
【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 

 

特別講義Ⅰ 1単位 15コマ 

１．ワコール下着セミナー   「下着の一般知識」         増田 亜紀子・上地朋子 １コマ 

２．心理学          「コミュニケーション 能力開発」  野町 一成       ２コマ     

３．着物の知識        「基礎知識と浴衣の着付け」     近藤 尚子・菅野 絢子 ３コマ 

４．トレンド解説       「２０１９・２０ＡＷトレンド 」  澤住 倫子       １コマ 

５．裏地の知識                          吉澤 知佐       １コマ 

「ベンベルグ裏地ミュージアム見学・解説」   

６．舞台衣装オリエンテーション   

「ミュージカル衣装解説 」     岡本 義次       １コマ 

７．伝統的工芸品「こぎん刺し 染と刺し」             角館 徳子       1コマ 

８．ファッション業界の職種について                中山 路子       １コマ 

「物つくりの現場から」     

９．舞台衣装の業界について  「衣装製作と舞台裏」        渡邉 礼子       １コマ                                                                         

１０．メンズファッションについて                  西岡 遥        １コマ 

「メンズ業界とメンズファッション」                                               

１１．ポートフォリオ講座    「ポートフォリオ作成 」      吉田 康成       １コマ 

１２．デザイナーの仕事                       根本 貴史       １コマ 

「コレクションデザイナーと起業について」 
 
評価方法・対象・比重 

出欠100% 
 
主要教材図書 なし                  

参考図書 なし 

その他資料 講師持参プリント、ビデオ、標本他 
 

 

 

授業の特徴と担当教員紹介      

 下着メーカーによる下着の一般知識、繊維メーカーによる裏地の知識、衣装製作会社による舞台衣装解説、メンズファッ

ション企業によるメンズ業界とメンズファッション解説など、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 富樫 敬子 

２０１９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    11101 

科目ｺｰﾄﾞ 500810 

科  名 服装科 1年 

科目名 ファッションデザイン画Ⅰ 

単  位   ２単位 

授業期間   通年 
 

担当教員(代表)：大谷 順 共同担当者： 橋本 定俊 

 
 

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） 

ファッションデザイン画における基礎的なプロポーションと技術の習得。 

オリジナルデザインの表現方法の基本を習得する。 

  

 

○ 8頭身の基本プロポーションの習得 

○ デザイン画的な動きのあるポーズの習得 

○ 基本的なアイテムの描き方とデザイン 

○ 製品図の書き方の基本の習得 

○ オリジナルデザインの発想方法 

○ 彩色表現の基礎 

○ 素材表現の基礎 

○ イラストボードの作成 

 
評価方法・対象・比重 

  出席状況・授業態度・各課題の評価・学年末試験による評価 

各課題の評価90％ 学年末試験による評価10％ 

 
 
主要教材図書      
 ファッションデザイン画の教科書・補助プリント 

参考図書  ファッション雑誌 

その他資料  

 

 

授業の特徴と担当教員紹介      

 アパレル企業にてレディス、メンズウェアの企画デザインを担当、ユニフォームデザイン、コスチュームデザイン、 

ファッションイラスト作成などの経験をもとに、ファッションデザイン画の実技指導を実施。 

アパレル企業でデザイナーを担当していた経験をもとに、ファッションデザイン画における基礎的なプロポーション

と技術の指導し、オリジナルデザインの表現方法の基本を習得させる。 

記載者氏名 大谷 順 

２０１９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  11101 

科目ｺｰﾄﾞ 904010 

科  名 服装科１年 

科目名 就職対策講座Ⅰ 

単  位    １単位 

授業期間 後期  
 

担当教員(代表)：杉本 直鴻（３・６組） 共同担当者：長谷川 直美（１・２・４・５・７組）  

企業研究：砂生 政信 

ファッションビジネス概論：澤住 倫子 
 

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） 

・社会人と学生の違いを認識し、将来の方向性を決めるきっかけを作る 

・職業人に求められる「人間力」の向上を促し、実践教育を通して「就職力」の強化につなげる 
  
【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 

 

就職対策講座Ⅰ 1 単位 15 コマ（後期） 

 

１. 職業人意識 

２. 自己分析 

３. 履歴書の書き方 

 ４. 電話・Ｅメール 

５. ケーススタディ 

６.    〃 

７． 作品プレゼンテーション 

８．   〃 

９．エントリーシート  

10．企業研究（砂生） 

11.  〃 

12．ファッションビジネス概論（澤住） 

13．     〃 

14．     〃 

15．キャンパスプラン登録（学園就職支援室） 
 
評価方法・対象・比重 

出欠100％ 
 
主要教材図書 なし                 

参考図書 なし 

その他資料 就職対策講座テキスト、講師持参プリント、ビデオ、標本他 

 

 

 

授業の特徴と担当教員紹介      

人材教育コンサルタント、イメージコンサルタントとして活動経験をもとに、職業人に求められる「人間力」の向上を促

し、実践教育を通して「就職力」の強化につなげる授業を実施 

企業の人事部において採用・社員研修担当、人材開発研修企画担当、企業研修・人事担当者向け講座、大学生向け就職対

策講座の企画、講師などの活動経験をもとに、職業人に求められる「人間力」の向上を促し、実践教育を通して「就職力」

の強化につなげる授業を実施 

記載者氏名 富樫 敬子 

２０１９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 11102 

科目ｺｰﾄﾞ 600100 

科  名 服装科 2年 

科目名 ファッションビジネス概論 

単  位  １ 単位 

授業期間 後期（    ） 
 
担当教員(代表)：金久保 雅人 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） 

● 現代ファッション産業における必要とされる基礎的ビジネス概要を、アパレル社会側見た現状、又は問題点などを講義 

● 今後、現代アパレル社会が求める人材、必要とされる基礎知識・基礎能力を高める 

  
【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、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 

 

● ２年次までに学んだ自分のイメージするデザイン・物作りから、就職後の実社会（アパレル社会）    

において『消費者に向けての服作り』に必要な実践的な基礎知識の学習 

● 服飾産業の基礎① 

服飾産業基本構造の講義【繊維産業の流れ】 

現代アパレル周辺産業（繊維/布帛・ニット）の製造構造の講義 

 

服飾産業の基礎② 

現代アパレルの流通産業の基本構造の講義 

流通の基本構造の講義 

 

服飾産業の基礎③ 

アパレル産業におけるブランドビジネスの概要と特性の講義 

ブランドプランニングの組み立て 

市場マーケティングの必要性・実践練習（店舗リサーチ） 

 

服飾産業の基礎④ 

アパレル会社の基本構造・経営の仕組み・企業としての責任/個人としての責任など社会に向けた講義 

 
 
評価方法・対象・比重 

受講態度/市場マーケティングの練習と発表（チーム単位） 

 
 
主要教材図書 

ファッションビジネス基礎編 

 

その他資料  

 

記載者氏名 金久保 雅人 

授業の特徴と担当教員紹介      

アパレル企業にて商品企画、デザイン、生産管理、商品受注管理、接客販売などの業務経験をもとに、現代ファッション産

業界で必要とされる基礎的ビジネス概要をアパレル社会側見た現状、又は問題点などを講義し、現代アパレル社会が求める

人材、必要とされる基礎知識・基礎能力を高める授業を実施 

 2019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    11102 

科目ｺｰﾄﾞ 904020 

科  名 服装科２年 

科目名 就職対策講座 Ⅱ 

単  位    １単位 

授業期間 通年（ 集中 ） 
 

担当教員(代表)：玉田 恵美子 共同担当者： １－玉田 ２－森 ３－吉岡 

       ４－萩田 ５－野沢 
 
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） 

  就職にそなえ社会人として人間力、コミュニケーション能力を向上させることと、就職対策の実施を 
 行っている講義と実習をすることにより、実践的な力を養うことを目標としている。 

  
【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、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 

コマ 内 容 コマ 内 容 

1 適性検査             担当：担任 14  

2 適性検査             担当：担任 15  

3 
適性検査の見方、いかし方     担当：山﨑 朋一  先生 

16  

4 履歴書・エントリーシートの書き方 担当：井浦 つくし先生 17  

5 ポートフォリオの作成と伝え方   担当：大谷 順先生 18  

6 ポートフォリオ 製作実習     担当：担任 19  

7 ポートフォリオ 製作実習     担当：担任 20  

8 ポートフォリオ 提出・好評    担当：大谷 順先生 
21  

9 
コミュニケーション力アップのために１ 

                 

担当 井浦 つくし先生 

22  

10 コミュニケーション力アップのために２ 

 担当：井浦 つくし先生 
23  

11 コミュニケーション力アップのために３ 

                 担当：井浦 つくし先生 

24  

12 
グループディスカッション１    担当：東条 文千代先生 

                  （日本人材教育協会） 
25  

13 

 

グループディスカッション２    担当 東条 文千代先生 26  
 
評価方法・対象・比重 

         履修認定（Ｐ・Ｆ） 
 
主要教材図書                   
           就職対策ガイドブック 

参考図書  

その他資料      講師からのプリント 

 

授業の特徴と担当教員紹介      

アパレル企業での企画デザイン担当経験者によるポートフォリオの製作実習指導、服飾店店長経験等によるコミュニケ

ーション力アップの実習指導、元アナウンサーによる話し方指導、百貨店における販売、顧客管理、販売員教育や人材

教育のコンサルティング、大学生対象就職対策講座企画・運営・講師などの経験をもとに就職に必要なコミュニケーシ

ョン力強化、ビジネスマナー等の実践指導を実施 

記載者氏名 玉田 恵美子 

２０１９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  11102 

科目ｺｰﾄﾞ 980020 

科  名 服装科２年 

科目名 特別講義 Ⅱ 

単  位     １単位 

授業期間 通年 
 

担当教員(代表)：玉田 恵美子 共同担当者： １－玉田 ２－森 ３－吉岡 

       ４－萩田 ５－野沢 
 
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２ 

１． 服飾関連の幅広い分野の専門家による講義を受講し、各自の幅広い知識・技術を広げる。 
２． 職業意識や職域を広げ、就職につなげる。 

  
【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、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．最新の接着芯・テープ                 １コマ   小川 拓也 先生 

                           （株式会社日東紡インターライニング 

 ２．コレクション情報     トレンド解説(春夏)     １コマ   澤住 倫子 先生 

３．デザイナーとして     子供服の特徴とデザイン   1コマ   瀧川 歩  先生 

                          （株式会社ナルミヤインターナショナル） 

４．毛皮について       毛皮の一般知識       1コマ   猪飼 隆  先生 

                                      （ツカキ株式） 

５．子供服の安全性                    １コマ   吉村 とも子 先生 

 ６．障害者衣料について                  1コマ   中澤 恵子 先生 

７．ニットの一般知識     ニット製品について     1コマ   田才 由美子 先生 

                編み組織とゲージ 

 ８．特殊衣料     スポーツウェア、ワーキングウェア  1コマ   髙見澤 ふみ 先生 

 ９．ディスプレイ       ディスプレイの一般知識   １コマ   川井 佐江子 先生 

１０．ＣＡＤパターンメーキング ＣＡＤの知識と操作     1コマ   加藤 紀人 先生 

１１．コレクション情報     トレンド解説(秋冬)     １コマ   澤住 倫子 先生 

１２．アタッチメント使用の特殊縫製             1コマ   井関 貴也 先生 

（株式会社 ベビーロック） 

１３．歌舞伎オリエンテーション 歌舞伎の歴史及び見方など  1コマ   窪寺 祐司 先生 

                                     （松竹株式会社） 

１４．研修旅行オリエンテーション 古美術の予備知識     1コマ   小林 克也 先生 
 
評価方法・対象・比重 

    履修認定（Ｐ・Ｆ表示） 
 
主要教材     なし       

参考図書     なし 

その他資料    講師からのプリント 

 

記載者氏名 玉田 恵美子 

授業の特徴と担当教員紹介      

 衣料用接着芯地・資材企業による最新の接着芯とテープの講義、子供服メーカーによる子供服の特徴とデザイン、毛

皮企業による毛皮の一般知識、ミシンメーカーによるアタッチメント使用による特殊縫製、歌舞伎・演劇等実施企業に

よる歌舞伎の歴史・衣装等の解説など、実技・講義の授業を実施 

２０１９年度 カリキュラム科目概要 文化服装学院教務部 

 


