
 

 
 

科ｺｰﾄﾞ 12101 

科目ｺｰﾄﾞ 980010 

科  名 ファッション工科基礎科１年 

科目名 特別講義Ⅰ 

単  位 １ 

授業期間 通年 

 

担当教員(代表)：早渕千加子他担任 共同担当者：1-大津・2-石井・3-池端・4-塚崎・5-徳増 

6－田中・７－山根 
 
科目概要（教育目標・レベル設定など。200字以内で記入してください。ＨＰ等に引用し、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・技術を修得すると共に、各自の専門性を考える動機付けを目標とする。 

・レギュラー授業で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】 

１.マーケットリサーチ（１コマ） 

   波多野 辰美  先生 

２.トータルコーディネーションとは・・・ヘア・メイクについて（１コマ） 

   夏目 幸恵 先生 斎藤 房枝先生 

３.コンピュータグラフィック・・・ポートフォリオ作成（３コマ） 

   高崎 利々子 先生 

４.マーチャンダイニング・・・（１コマ） 

  未定  

５．ファッション業界について・・・・アパレル業界の現状について（１コマ） 

   未定  

６. 日本の装束・・・着物の一般知識・着装コーディネート・着付け（３コマ） 

 伊丹 宗友先生 

７.歌舞伎鑑賞オリエンテーション（１コマ） 

   窪寺 祐司 先生 

８. ニッセンケン安全服‥‥子供服（１コマ） 

   滝口 順司・竹中 直 先生 吉村 とも子先生 

  ９. 下着の知識・・・下着の歴史、役割、サイズ、取扱いについて（１コマ） 

   増田 亜紀子 先生  小林 知美先生 

 １０．ニットデザインについて（1コマ） 

    未定 

 １１．パタンナーについて（1コマ） 

    依田 聖彦 

 １２．学生生活について （２コマ） 

    野町 一成 先生 

 
評価方法・対象・比重 

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 
なし 

参考図書 なし 

その他資料 プリント他 
 

 

 

 

授業の特徴と担当教員紹介      

 下着メーカーによる下着の知識の講義、品質評価センターによる安全服（子供服）の講義、企業での企画経験によるマー

ケットリサーチ、マーケティングの講義、企業の社長によるマーチャンダイジングの講義、ブランドデザイナーによるフ

ァッション業界の現状についてやデザインについての講義、着物デザイナーや舞台企画企業による日本の装束や歌舞伎の

知識解説や着装実習、パタンナーによる企業におけるパターンの解説など、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 

記載者署名欄    早渕 千加子 

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    12101 

科目ｺｰﾄﾞ 904510 

科  名 ファッション工科基礎科１年 

科目名 キャリア開発Ⅰ 

単  位 １ 

授業期間 通年 

 

担当教員(代表)：早渕千加子他担任、 

森 薫子、井浦 つくし 

共同担当者：1-大津・2-石井・3-池端・4-塚崎・5-徳増 

      6－田中・7-山根 

森、井浦 
 

【科目概要】 

・人材育成のための講義と進級に関する講義で構成する。 

（キャリアに関しては別紙参照） 

・新しい環境の中で社会人と学生の違いを認識し、将来の進路を考えるきっかけを作る。また、コミュニケーション能力

を高め、自分という存在について考え成長できる『人間力』の育成を目指す。 

・各自の適性を把握し、進路について考え将来の方向性を決める。 

 
 
【授業計画】 

キャリア開発Ⅰ 後期集中７コマ 

別紙参照 

 

オリエンテーション２コマ 

進級相談・上級教室見学５コマ 

 

 

 

 

評価方法・対象・比重 

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 

 キャリア：プリント 

参考図書 

なし 

その他資料 

各種参考資料他 

 

 

授業の特徴と担当教員紹介      

企業の人事部での経験やキャリアコンサルタントとしての経験をもとに、人材育成、コミュニケーション能力アップ、

人間力の育成を実施 

企業の社員研修企画・インストラクター実務担当等の経験やキャリアコンサルタントとしての経験をもとに、人材育

成、コミュニケーション能力アップ、人間力の育成を実施 

記載者署名欄   早渕 千加子 

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    12422 

科目ｺｰﾄﾞ 600910 

科  名 インダストリアルマーチャンダイジング科２年 

科目名 ファッションマーケティングⅠ 

単  位 ２ 

授業期間 通年 

 

担当教員(代表)：波多野 辰美 共同担当者： 

 

教育目標・レベル設定など 

アパレル業界におけるマーケティング業務の実務を講義と実習により指導し、ファッションマーケティングの基礎知識を

習得させる「実学」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 

（前期） 

テーマ  マーケティングの概要  講義  コマ数＝６ 

 ・マーケティングとは     ・マーケティング発想のデザイン画    ・ブランディングの方法論   

・新宿ルミネ市場調査    

 

テーマ  ブランドマーケティング実践  実習  コマ数＝８ 

 ・ブランドのターゲット設定  ・ターゲットイメージマップ作成   ・ブランドコンセプト設定 

 ・ＭＤマップ作成       ・ブランドプレゼンテーション 

 

（後期） 

テーマ  ファッションマーケットの現状と課題  講義  コマ数＝４ 

 ・ファッションマーケットの流れ   ・アパレルの生産体制 

 ・販路別特性   ・現状の問題点とその解決案 

 

テーマ  ブランドマーケティング実践  実習  コマ数＝８ 

 具体的な商業施設を想定したブランドマーケティング 

 ・ターゲット設定と分析      ・コンセプト設定 

 ・イメージマップ作成       ・生産計画表作成 

 ・ＭＤマップ作成         ・プレゼンテーション 

 

評価方法・対象・比重 

出席  10%  課題  40%  授業内課題  30%  授業理解度  20% 

 
主要教材図書 
 

参考図書 

その他資料 

 

記載者書名欄 

 

授業の特徴と担当教員紹介      

アパレル企業における商品企画経験をもとに、アパレル業界におけるマーケティング業務の実務を講義と実習により 

指導し、ファッションマーケティングの基礎知識を習得させる実学を実施 

２０１９年度 カリキュラム科目概要 

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 12422    科 名  インダストリアルマーチャンダイジング科 ２年 

科目ｺｰﾄﾞ 501610   科目名  色彩計画Ⅰ 

単  位 ２ 

授業期間 通年 

 

担当教員(代表)：天野豊久 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』で習得した色彩の基礎を発展的に学習する。 

配色やイメージ表現などの基本的な色彩スキルをトレーニングしたのち、コンセプト策定からプレゼンテーションまでの色

彩計画の考え方を演習を通して学習する。 
 
【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．概論  産業における色彩の役割     〈講義 2コマ〉 

  流行色の仕組み 

２，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 9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 

  フォ・カマイユ／トーン・オン・トーン／トーン・イントーン／トーナル 

  ナチュラル・ハーモニー／コンプレックス・ハーモニー 

 無彩色の配色 

 配色の分析 

３．色彩心理 色彩の心理的効果／色の連想・象徴    〈講義および演習 5コマ〉 

 イメージと配色 

 色彩によるイメージ表現 

４．色彩とコミュニケーション 

  カラーシステムとカラーコード 

  色名 慣用色名と系統色名     〈講義および演習 2コマ〉 

５．色彩計画 情報収集と整理・分析 

  カラーコンセプトの策定とカラーパレットの作成 

  カラーデザインと配色計画 

  プレゼンテーション資料の作成     〈講義および演習 12コマ〉 

 

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 

 

記載者書名欄 天野豊久 

 

授業の特徴と担当教員紹介      

カラーコンサルティングの経験をもとに、アパレル商品企に必要となる配色やイメージ表現などの基本的な色彩スキル

のトレーニングを行い、コンセプト策定からプレゼンテーションまでの色彩計画の考え方を演習を通して習得させる授

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  １ 



 

 
 

科ｺｰﾄﾞ    12422 

科目ｺｰﾄﾞ 500820 

科  名  ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱ・ﾏｰﾁｬﾝﾀﾞｲｼﾞﾝｸﾞﾙ科 ２年 

科目名 ファッションデザイン画 Ⅱ 

単  位   単位２ 

授業期間   通年 
 

担当教員(代表)：橋本 定俊 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） 

衣服のデザイン、構造を的確に描くことができるようになることを第一の目標に、学生個々の表現力を伸ばしていく。 

材質表現を中心としたベーシックなドローイング、彩色テクニックの習得及び明瞭なアイテム図の描き方を習得する。 

  
【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 

Ⅰ・ランジェリーデザイン／人体プロポーションのバランス確認と応用ポーズの作成 

             レース柄、透ける素材の描き方を練習                    ＜３コマ＞ 

                

Ⅱ・ディテールからの造形練習／ギャザー、フレアー、プリーツ、ドレープなどのディテールを応用しデザイン展開                          

グレーマーカーによる陰影とホワイト彩色によるハイライト効果     ＜３コマ＞ 

                  

Ⅲ・各種素材表現／皮革のデザイン・・・・・マーカーの彩色技法、補助画材としての色鉛筆の使い方 

         デニムデザイン・・・・・パステルの彩色技法                    ＜４コマ＞ 

 

Ⅴ・アイテム図/衣服を明確な線図として描く。 

         各種アイテムのバランスの取り方とペン（太、中、細）の扱い方            ＜３コマ＞ 

 

Ⅳ・絵画からの発想/画材の混色とマチエールの研究 

          筆のタッチによる材質感（織柄、編み地など）の描き方               ＜４コマ＞ 

 

Ⅵ・アイテム研究/アイテムの歴史とディテールの研究。 

         基本的な構造や機能を理解した上でのデザイン展開。                 ＜４コマ＞ 

          

Ⅶ・修了制作／創作デザインと画面構成 タブローとしてのデザイン画の表現を学ぶ            ＜５コマ＞ 

 

Ⅷ・早描き練習／1年間のまとめ及び学年末試験に向けての対策                     ＜１コマ＞ 
 
評価方法・対象・比重 

授業課題作品及び実技試験で評価。 期限後の提出作品は減点とする 

S〜C・F評価  学業評価 ・・・８０％      授業姿勢・・・２０％ 
 
主要教材図書  文化ファッション大系『ファッションデザイン画』    

参考図書  

その他資料  

 

記載者氏名 橋本 定俊 

 

授業の特徴と担当教員紹介      

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、衣服のデザイン、構造を的確に描くこと、材質表現を中心と

したベーシックなドローイング、彩色テクニック、明瞭なアイテム図の描き方を習得する実習授業を実施 

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 12422 

科目ｺｰﾄﾞ 904520 

科  名 ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙﾏｰﾁｬﾝﾀﾞｲｼﾞﾝｸﾞ科２年 

科目名 キャリア開発Ⅱ 

単  位  １ 単位 

授業期間 後期（    ） 
 
担当教員(代表)：飯島 一敏 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） 

●志望する就職先に内定するために必要な「総合的就職力」を養う 

  ・企業職種研究を通して、仕事の面白さを考え、希望する企業や職種がイメージできるようになる 

・面接練習などを通してプレゼンテーション能力が高まる 

  ・筆記試験 

●育成プロセスとして、単なるやり方を伝えるだけでなく、意識させ、繰り返してできるようになるまで行う 
  

【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年後期、2年前期に学んだキャリア開発の総仕上げとして、就職活動に必要な力と能力「総合的就職力」を

育成。 

具体的にには、①基本マナーと好感を与えるコミュニケーションスキル 、②PDCAサイクル、 ③企業・職種

研究 などの 2年前期に学んだ就職活動の基本を踏まえつつブラッシュアップさせ、更に以下 2点を強化。 

② プレゼンテーション能力  

②筆記試験対策 

 

あわせて、企業研究・職種研究を通して「仕事の面白さ」を発見し、志望する就職先や職種を見つけ、内定

するために必要な力は何かを考え学び実践。 

これらの「総合的就職力」を、講義＋ワーク＋実習＋SPI対策を通して身につけさせる。 

全 13回、すべての回を通して SPI対策を実施し、後半では、履歴書やエントリーシートを書き、模擬面接(集

団・個人・グループディスカッション)も行う。 

 
評価方法・対象・比重 

受講態度（個人ワーク及びグループワーク・プレゼンテーション実習）７０%＋レポート２０%＋課題１０% 

 
 
主要教材図書 

・キャリア開発 就職対策（第 6版） 

・レジュメ 

参考図書 SPI対策本 

その他資料  

 

記載者氏名 飯島 一敏 

 

 

授業の特徴と担当教員紹介      

企業のコンサルティング業務経験をもとに、就職活動に必要な総合的就職力の育成を行う、基本的マナー、コミュニケー

ションスキル、プレゼンテーション能力等、講義、ワーク、実習棟と通して身に着ける授業を実施 

２０１８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  12422 

科目ｺｰド 980021/980022 

科  名 ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙﾏｰﾁｬﾝﾀﾞｲｼﾞﾝｸﾞ科２年 

科目名 特別講義ⅡＡ、ⅡＢ 

単  位   ２単位 

授業期間 （ 通年 ） 
 

担当教員(代表)： 西平 孝子 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） 

アパレル産業の現状を先輩の実体験からのアドバイス、そして科の特色に沿った知識として 

レギュラー授業に加えたい内容の講義・実習 

  
【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 

 

トレンド変換…２コマ                講師：澤住 倫子 先生 

トレンド解説（コレクション情報）…２コマ      講師：WWDに依頼 

ブランド運営…１コマ                講師：森 崇 氏 

カットソーの縫製…３コマ              講師：西川 真令 先生 

アパレルの企画から生産…２コマ           講師：関 徹 氏 

ファッション情報とテキスタイル…１コマ       講師：金子 博也 氏 

キャリア開発…７コマ                講師：森 薫子 氏 

販売促進について…１コマ               講師：酒井 英典 氏 

リサーチと新企画提案…２コマ             講師：三浦 健 氏 

染色について（染色の一般知識と染色実習）…２コマ  講師：伊藤 望 先生 

アパレル企業の仕事体験 …３コマ           講師：（株）エフリード 

バイヤーの業務…１コマ                講師：鈴木 絢也 氏 

 
評価方法・対象・比重 

 履修認定（P） 

   学業姿勢、出席状況により 

 
 
主要教材図書 なし 

参考図書 なし 

その他資料  講師作成資料 

 

記載者氏名 西平 孝子 

 

 

 

授業の特徴と担当教員紹介      

ファッション情報誌編集長によるトレンド解説、企業デザイナーによるブランド運営、アパレルの企画から生産の講義、

テキスタイル商社での経験をもとにテキスタイル情報収集、布地の見分け方の講義、丸物縫製企業によるカットソー縫製

の実習、アパレル企業での仕事体験、企業での企画生産業務経験をもとにリサーチと新企画提案の実習指導、バイヤーの

経験をもとにバイイングからＶＭＤｍでの基礎知識の講義など、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 
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科ｺｰﾄﾞ 12422  

科目ｺｰﾄﾞ 940105/940106 

科  名 ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙﾏｰﾁｬﾝﾀﾞｲｼﾞﾝｸﾞ科２年 

科目名 企業・学内研修 a  b 

単  位    １～２単位 

授業期間 （ 後期集中 ） 
 

担当教員(代表)： 西平 孝子 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） 

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 
  

【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 

 

学研修内容 

新ブランド立ち上げ ・・・2コマ 

工業縫製技術 ・・・2コマ 

ショップディスプレイ ・・・2コマ 

ピンワーク実習 ・・・2コマ 

デザイン画 ハンガーイラスト ・・・2コマ 

リクルートカラー 自分色 商品企画カラー戦略 ・・・2 

コミュニケーションと文化 ・・・2コマ 

グラフィックワーク ・・・2コマ 

ポートフォリオ作成 ・・・2コマ 

OEM業界について ・・・2コマ 

オリジナルブランドにおけるシーズン企画立案 ・・・16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 

履修認定（P） 

   学業姿勢、出席状況により 
 
主要教材図書 なし 

参考図書 なし 

その他資料 企業・講師作成資料 

 

記載者氏名 西平 孝子 

 

 

授業の特徴と担当教員紹介      

 各企業において、ファッション産業界の各分野において実際に職業体験を行う。 

学内研修においては、各企業やアパレル業界で働いている方々より、ピンワーク実技実習、商品企画カラー戦略、ＯＥＭ

講義、ディスプレイ実習など、直接講義、指導を受ける授業を実施 
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科ｺｰﾄﾞ 12423 

科目ｺｰﾄﾞ 606500 

科  名 ビジュアルマーチャンダイジング 

科目名 インダストリアルマーチャンダイジング科 3年 

単  位 2単位 

授業期間 通年 
 

担当教員(代表)：浦川 仁 共同担当者：福持正義（ワールド社員）  
 

【授業概要、到達目標・レベル設定】 

・授業概要：VMD基礎（VMD 基礎知識/座学、VMD 基礎知識に基づく演習・実習・プラン及び実践・応用） 
・到達目標：VMDの基礎知識を踏まえ、プラン～実践（陳列・演出）・応用が出来るレベルを目指す 
・レベル設定：Lv1.VMD基礎知識を習得 Lv2.基本的な実践（陳列・演出）が出来るレベル 

Lv3.VMD 基礎知識に基づきプラン～実践（陳列・演出）・応用が出来るレベル 
  

【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 

コマ 内 容 

1 VMD基本1 VMD （ディスカッション、プレゼンテーション） 

2 VMD基本2 VMD／MP／VP （演習） 

3 VMD基本3 PP／IP／HOTSPACE （演習） 

4 VMD基本4 グッズアクセサリーディスプレイ （演習） 

5 VMD基本５ ブランディング／ショップコンセプト （実習） 

6 VMD基本６ ショップモデル （実習） 

7 VMD基本７ ショップモデル （実習・プレゼンテーション） 

8 VMD応用１ IT’S DEMOコラボレーション （ブランドプレゼンテーション） 

9 VMD応用２ IT’S DEMOコラボレーション （実習） 

10 VMD応用３ IT’S DEMOコラボレーション （実習） 

11 VMD応用４ IT’S DEMOコラボレーション （実習・プレゼンテーション） 

12 VMD応用５ ブランディング／ショップコンセプト （実習） 

13 VMD応用６ ショップモデル （実習） 

14 VMD応用７ ショップモデル （実習・プレゼンテーション） 

15 VMD応用８ 卒業アートワーク  

 
【評価方法】  

・授業への出席日数・座学/演習/実習の態度及び実施内容・制作物提出の有無及び制作内容・試験の結果（VMD基礎知識の理解度） 
 
主要教材図書                   

参考図書  

その他資料 「VMD TRAINING Manual BOOK」（ワールドオリジナル VMD教育資料） 

 

記載者氏名 浦川 仁 

 

授業の特徴と担当教員紹介      

アパレル記号のＶＭＤとしての経験をもとに、ＶＭＤの基本を講義と演習により習得し、ブランディング、店舗設計を実

習し実践的な授業を実施 
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科ｺｰﾄﾞ    12423 

科目ｺｰﾄﾞ 102020、102100 

科  名 ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙﾏｰﾁｬﾝﾀﾞｲｼﾞﾝｸﾞ科 3年 

科目名 ﾏｰﾁｬﾝﾀﾞｲｼﾞﾝｸﾞ論Ⅱ演習・企画 

単  位   2  3単位 

授業期間 通年 
 
担当教員(代表)：波多野 由美 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） 

１ ｱﾊﾟﾚﾙ製造業のﾏｰﾁｬﾝﾀﾞｲｼﾞﾝｸﾞ業務について指導を行い、社会に適合したﾏｰﾁｬﾝﾀﾞｲｻﾞｰ、ﾃﾞｻﾞｲﾅｰを目指す 

  学生の為の実務教育を行う 

２ ｱﾊﾟﾚﾙﾏｰﾁｬﾝﾀﾞｲｼﾞﾝｸﾞの発想法、手法、ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ、ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝについて体系的かつ具体的な実践学習に 

  よるｽｷﾙ習得 

３ 前期には個々で既存ﾌﾞﾗﾝﾄﾞを設定。ﾘｻｰﾁによりｺﾝｾﾌﾟﾄ＆商品計画を組み立て、そのﾌﾞﾗﾝﾄﾞの具体的な企画 

  を立てる事により、ﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾏｰﾁｬﾝﾀﾞｲｼﾞﾝｸﾞの基礎を習得。ｱﾊﾟﾚﾙﾋﾞｼﾞﾈｽの基礎能力を身につける 

４ 後期にはｸﾞﾙｰﾌﾟにて仮想設定によるﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞの過程を実践。 

  ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸでﾌﾞﾗﾝﾄﾞ設定、ﾌﾞﾗﾝﾄﾞのｺﾝｾﾌﾟﾄ～ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ MDの基本構想を計画。 

  それにもとずいた S/S商品企画～ﾃﾞｻﾞｲﾆﾝｸﾞを行い、造形授業と連動しｻﾝﾌﾟﾙ製作する。 

  ﾊﾟﾜｰﾎﾟｲﾝﾄによるﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝを行う事によりｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ力などの個々の能力向上を目指す 
  
【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 

コマ 前期      内 容 コマ 内 容 

1論 4/11 ﾏｰﾁｬﾝﾀﾞｲｼﾞﾝｸﾞ概論 7論 6/6 2017AW ﾃﾞｻﾞｲﾝﾏｯﾌﾟ作成 

1演習  ↓  ｱﾝｹｰﾄ、ﾌﾞﾗﾝﾄﾞの設定 9演習  ↓  MDﾏｯﾌﾟ作成 

2論 4/18 ﾌﾞﾗﾝﾄﾞｺﾝｾﾌﾟﾄ、ﾋｽﾄﾘｰ 8論 6/13 MDﾏｯﾌﾟ作成 

2演習  ↓  ﾌﾞﾗﾝﾄﾞｺﾝｾﾌﾟﾄ、ﾋｽﾄﾘｰ作成 9論 6/20 ｱｲﾃﾑﾏｯﾌﾟ作成 

3論 4/25 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｲﾒｰｼﾞﾏｯﾌﾟ、ｱｲﾃﾑﾏｯﾌﾟ作成 10演習  ↓  商品構成作成 

3演習  ↓  ﾌﾞﾗﾝﾄﾞｲﾒｰｼﾞﾏｯﾌﾟ、ｱｲﾃﾑﾏｯﾌﾟ作成 10論 6/27 ﾌﾟﾗｲｽ作成 

4論 5/2 ﾎﾟｼﾞｼｮﾆﾝｸﾞによる市場分析 11演習  ↓  ｻｲｽﾞ構成作成 

4演習  ↓  ﾎﾟｼﾞｼｮﾆﾝｸﾞﾏｯﾌﾟ作成 11論 7/11 ﾏﾝｽﾘｰMDﾏｯﾌﾟ作成 

5演習 5/9 ｲﾒｰｼﾞｷｬﾗｸﾀｰとﾀｰｹﾞｯﾄ分析 12演習  ↓  ﾏﾝｽﾘｰMDﾏｯﾌﾟ作成 

5論 5/16 ｲﾒｰｼﾞｷｬﾗｸﾀｰﾀｰｹﾞｯﾄﾏｯﾌﾟ作成 12論 7/18 ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ 

6演習  ↓  環境分析 ﾌｧｯｼｮﾝﾄﾚﾝﾄﾞﾏｯﾌﾟ作成 13演習  ↓  ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ 

7演習 5/23 2017AW ｲﾒｰｼﾞﾏｯﾌﾟ作成   

6論 5/30 2017AW ｲﾒｰｼﾞﾏｯﾌﾟ作成   

8演習  ↓  2017AW ﾃﾞｻﾞｲﾝﾏｯﾌﾟ作成   
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コマ 後期     内 容 コマ 内 容 

13論 9/12 ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ戦略 20論 11/14 春、夏ｽﾀｲﾘﾝｸﾞﾏｯﾌﾟ作成 

14演習  ↓  ﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾈｰﾑ設定 28演習  ↓   

15演習  ↓  ﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾈｰﾑの由来 ﾌﾞﾗﾝﾄﾞｺﾝｾﾌﾟﾄ

作成 

29演習  ↓   

14論 9/19 社会環境、現在のﾏｰｹｯﾄ状況 21論 11/21 素材調達 

16演習  ↓  ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ概要作成 ﾃﾞｻﾞｲﾅｰﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ 30演習  ↓   素材調達 

17演習  ↓  ﾌﾞﾗﾝﾄﾞｲﾒｰｼﾞﾏｯﾌﾟ作成 31演習  ↓   素材調達 

15論 9/26 ﾌﾞﾗﾝﾄﾞｲﾒｰｼﾞﾏｯﾌﾟ作成 22論 11/28 MDﾏｯﾌﾟ作成 

18演習  ↓  商品説明 ｱｲﾃﾑ、産地などの特徴 32演習  ↓   MDﾏｯﾌﾟ作成 

19演習  ↓  ﾎﾟｼﾞｼｮﾆﾝｸﾞﾏｯﾌﾟ作成 33演習  ↓   MDﾏｯﾌﾟ作成 

16論 10/3 ｲﾒｰｼﾞﾀｰｹﾞｯﾄ ﾘｱﾙﾀｰｹﾞｯﾄ設定 23論 12/5  ｻｲｽﾞMD、ﾌﾟﾗｲｽMD 

20演習  ↓  商品計画 商品構成 34演習  ↓   販売計画 短期～中期～長期 

21演習  ↓  2018S/Sｼｰｽﾞﾝ情報 ﾄﾚﾝﾄﾞ予測 35演習  ↓   販売ﾁｬﾈﾙ計画 

17論 10/10 2018S/S企画ﾃｰﾏ ｺﾝｾﾌﾟﾄ設定 24論 12/12 販売先計画 

22演習  ↓  ﾃﾞｨﾚｸｼｮﾝﾏｯﾌﾟ作成 36演習  ↓   ｼｮｯﾌﾟﾃﾞｻﾞｲﾝｺﾝｾﾌﾟﾄ作成 

23演習  ↓  ﾃﾞｨﾚｸｼｮﾝﾏｯﾌﾟ作成 37演習  ↓   ｼｮｯﾌﾟﾃﾞｻﾞｲﾝｺﾝｾﾌﾟﾄ作成 

18論 10/17 春、夏ｲﾒｰｼﾞﾏｯﾌﾟ作成 25論 1/16  ｼｮｯﾌﾟﾃﾞｻﾞｲﾝｺﾝｾﾌﾟﾄ作成 

24演習  ↓   26論 1/23  展示会企画書作成 

25演習  ↓   38演習  ↓    展示会企画書作成 

19論 10/24 春、夏ｽﾀｲﾘﾝｸﾞﾏｯﾌﾟ作成 39演習  ↓   展示会企画書作成 

26演習  ↓   27論 1/30  ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ計画作成 

27演習  ↓   28論  ↓   ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ計画作成 

  40演習  ↓   ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ計画作成 

  41演習 2/20 ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ 

  42演習  ↓  ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ 

  
評価方法・対象・比重 

マーチャンダイジング論 

マーチャンダイジング演習：課題提出80％、授業姿勢20％ 

  



主要教材図書               

参考図書   

その他資料  

 

記載者氏名  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

授業の特徴と担当教員紹介      

企業での企画デザイン業務の経験をもとに、アパレル製造業のマーチャンダイザー、デザイナーの実務教育、アパレル

マーチャンダイジングの発想法、手法、マネージメント、プレゼンテーションについて体系的かつ具体的な実践学習、

前期は既存ブランドを設定し具体的な企画を立てることによりブランドマーチャンダイジングの基礎およびアパレル

ビジネスの基礎を習得、後期は仮想設定によるブランディングを実践、ブランドコンセプトからプロダクトＭＤの基本

構想を計画、商品企画からデザイニングを行いサンプル製作をする実践教育を実施。 



 

 

 
 

科ｺｰﾄﾞ 12423     科   名インダストリアルMD ３年 

科目ｺｰﾄﾞ 001400    科目名 アパレル造形 演習 カット＆ソー 

単  位 2単位 

授業期間 2019,4,11～2020,1,29 

 

担当教員(代表)：マレイ(有)取締役 西川 真令 共同担当者：マレイ(有) 中川絵里奈 

 

教育目標・レベル設定など 

丸編みカットソーの縫製的知識とミシン活用 

美しいシルエットを立体裁断のパターンを取得と企業パターンの実践指導。 

 
【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 

講義と実習内容 

横編み 縦編み 丸編みのニットジャージー素材の縫製知識と各種ミシンの縫製技術の理解 

商品作りの知識の取得 

 

カットソー丸編み概論・・・丸編みを中心にしたニット素材のパターン製作と縫製知識 

パリコレや東京コレクションの経験と知識、情報を伝えての豊かな商

品つくり 

立体パターンの基本知識・・・美しいシルエットのダーツ無しパターン習得 と ボーダー柄や編み

立てリブニットに適した工業パターンの習得と高級感のある縫い方

指導をもって教える。 

針を使わないで縫い上げる・・工場管理のマチ針無しで縫い上げる縫製指導 

アパレルで企画するインクジェットプリントと製品染めの理解  

アウター、インナー、スポーツウェアー、水着など就職拡大・・・カットソーの広がりから下着やス

ポーツウェアーにも関心を持たせ 製品作りで自信を持たせ就職先

を広げるようにする。 

 

各種素材の違うデザイン・パターン・縫製・・・・・伸びの少ない天竺タイプのゆとりのあるパター

ン、収縮が大きいベアニットやフライス、テレコタイプの細身パター

ンの作図 異なった素材の応用で製品の縫製をしながら理解をさせ

る 

              各種ミシン技術の習得 ハイレベルな縫製技術を理解させ、検針意識

を持たせた商品作りを年間通し教える。 

 

立体裁断から 

１回目綿フライスＷ付け丸衿・・美しいシルエットの立体裁断カットソー服作り Ｗ付けのＶ衿とバ

インダー・ランニング 縫製の応用として２，３本針両振りミシンや

各種バインダー、ロック引き（天地）縫い方の取得、 

２回目丸首Ｔシャツ・・・・天竺素材で既製服のゆとりがあるパターン作りと 各種ミシンの体得か

らオーバーロック 天地 ２本針振りミシン バインダーの使用で基

本 Tシャツの理解  （進行が早ければ天竺夏用実習） 
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             デザイン Tシャツの基礎となるパターン作りであり、縫製の基礎知識も

ある。 

 

３回目オープンファスナー付けと裏毛パーカー・インクジェットプリント・・・・人気のある裏毛パ

ーカー、企業就職を考えインクジェットや転写プリントの実践習

得  、裏毛とリブ使いの理解とフード、ポケット、オープンファス

ナー使いの縫製技術、インクジェットプリント体験をしながらパター

ン・縫製と製品作り 

                

 

４回目製品染めポロシャツ・・ポロ衿の編み立てリブと 綿糸縫いの後染め加工の製品作りを実習、

男・女前立ての作り方、スリット等体得、ニット用釦ホール、ポロ

シ ャ ツ の 製 品 染 め は 授 業 に て 染 色 。           

 

               

           

1 年間の授業内容は アパレルに就職して即戦力として使えるように 企画、パターン、縫製技術の

豊富な知識を教えること。     
 

評価方法・対象・比重 

実技評価 Ｓ Ａ Ｂ Ｃ 

 
主要教材図書 

参考図書    洋書 

その他資料  パリコレや東京コレクションで製品縫製した素材 やサンプルを参考見本とする 
 

記載者書名欄 

 

 

 

 

 



 

 
 

科ｺｰﾄﾞ  12423 

科目ｺｰﾄﾞ 200700 

科  名 インダストリアル MD科３年 

科目名 テキスタイル造形演習 

単  位 ２ 

授業期間 ４～１月 

 

担当教員：真田玲子  

 

教育目標・レベル設定など 

前期：「手織り」を通じて、布帛の構造や特徴を理解することで、アパレルデザインにおけるテキスタイルの可能性を学ぶ。 

後期：テキスタイルデザインにおける先染め、後染め、染色仕上げ加工の技法の理解と習得。 

 

 
【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 

 

「織物実習」 

 

①基礎織り------紡毛 綿糸 ２種の糸を用いて制作通して素材違いから織物風合い 特徴を理解する。 

                                       

②ウールの原毛フェルトによる 立体小物制作 

 

③プラプレートによる表面効果 アルミホイル スポンジなど 様々な資材で線から面を構成する。 

 

（① との並行作業）（12コマ） 

 

 

「染色加工」 

           

 ① 布地の造形要素として背景、意義、目的の理解をする 

   精錬 漂白等工程の復習 

   先染め 直接酸性染料にて原料、繊維の染色を学ぶ 

② テクスチュアと加工、後加工、溶解、縮絨等表面加工。地風、地合いの表現を学ぶ  （14コマ） 

 

 

 

「オリジナルの布作り」 

    

   卒制や コンテスト出品をふまえ 各自の企画でオリジナルテキスタイル制作 

   また、アパレル素材 ファッショングッズ、小物の企画、制作  （10コマ） 

 

 

 
評価方法・対象・比重 ：①試験０％ ②課題提出 70％③授業姿勢 10％④出欠席 20％⑤その他０％による総合評価 

 
主要教材  アパレル染色論（文化服装学院教科書） 

参考図書 なし 

その他資料 なし 
 

記載者書名欄 眞田玲子 
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科ｺｰﾄﾞ    12423 

科目ｺｰﾄﾞ 600920 

科  名 インダストリアルマーチャンダイジング科３年 

科目名 ファッションマーケティングⅡ 

単  位 ２ 

授業期間 通年 

 

担当教員(代表)：波多野 辰美 共同担当者： 

 

教育目標・レベル設定など 

アパレル業界におけるマーケティング業務の実務を講義と実習により指導し、ファッションマーケティングの基礎知識を

習得させる「実学」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 

 

（前期） 

テーマ  マーケティングの概要  講義  コマ数＝５ 

 ・マーケティングとは     ・ファッションマーケットの現状    ・広義のブランド力とは   

・ファッションブランド構築の方法論    ・カセット企画とは     

 

テーマ  ブランドマーケティング実践  実習  コマ数＝７ 

 ・ブランドのターゲット設定  ・ターゲットイメージマップ作成   ・ブランドコンセプト設定 

 ・ＭＤマップ作成       ・ブランドプレゼンテーション 

 

（後期） 

テーマ  ファッション業界の計数管理  講義  コマ数＝４ 

 ・ＶＭＤとＳＫＵ管理       ・アパレル業界の計数管理 

 ・売上予算作成からの生産計画   ・アイテム別生産計画表 

 

テーマ  ブランドマーケティング実践  実習  コマ数＝１１ 

 具体的な商業施設を想定したブランドマーケティング 

 ・ターゲット設定と分析      ・コンセプト設定 

 ・イメージマップ作成       ・生産計画表作成 

 ・ＭＤマップ作成         ・プレゼンテーション 

 

評価方法・対象・比重 

出席  10%  課題  40%  授業内課題  30%  授業理解度  20% 

 
主要教材図書 
 

参考図書 

その他資料 

 

記載者書名欄 

 

授業の特徴と担当教員紹介      

アパレル企業における商品企画経験をもとに、アパレル業界におけるマーケティング業務の実務を講義と実習により実施 
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科ｺｰﾄﾞ 12423 

科目ｺｰﾄﾞ 606500 

科  名 インダストリアルマーチャンダイジング科 3年 

科目名 セールスワーク 

単  位     1単位 

授業期間 前期（4月～7月） 
 

担当教員(代表)：小林 章子  共同担当者：  
 
【授業概要、到達目標・レベル設定】 

・販売員の重要性、必要性を理解する 

・接客販売の流れとそのポイントを理解する 

・販売としての基本的な立ち居振る舞い、また接客の楽しさ、難しさをロールプレイングを通して学ぶ 
 

【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 

 

1 . オリエンテーション 

・販売員として購買理を理解しお客さまの声を知ることは、企画側にとっても大切な視点であることを知る 

・5年後、1年後のビジョンを描き、今やるべきことを考える 

2. コミュニケーションスキルの向上 

・第一印象の重要性とホイント(表情、声のトーン、身だしなみ) 

3. 販売員の基本マナー 

・姿勢、言葉遣い、お辞儀、接客 8大用語 

4. 接客販売の基本とテクニック 

・お客さまの購買理と販売員のアクション 

・商品の取り扱い方の基本 

・待機姿勢、迎い入れ、ファーストアプローチ、情報収集、商品提案、F 日対応、コーディネート提案、不安

の解消、背中を押す一言、レジ応対とお見送り等、講義とロールプレイングで学ぶ 

5. 販売員の役割と重要性 

・優秀販売員の接客から、販売員の役割と必要性を考える →理想の販売員像をイメージする 

・販売員の重要性、良い販売員とは何かについて考える 

6. 社会人基礎カ 

・チーム内でのお互いの評価や意見交換により、相手の意見を受け入れる力、言いにくいことを伝える力を醸成する 

・毎回の自己の振り返りから、現状把握→課題を捉える→改善につなけるというプロセスを身に付ける 

 

【評価方法】 ①S～C・F評価 

評価基準学業評価%ロールプレイング、レホート、ファイル管理 

授業姿勢50% :出席状況、授業に対する参加度による総合評価 
 
主要教材図書                   

参考図書  

その他資料 なし 

 

記載者氏名 小林 章子 

 

授業の特徴と担当教員紹介      

アパレル企業の接客販売を担当した経験をもとにコミュニケーションスキルの向上、販売員の基本マナー、接客販売の基

本とテクニック、販売員の役割と重要性の講義と実習を実施 
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科ｺｰﾄﾞ 12423 

科目ｺｰﾄﾞ 980031 980032 

科  名 ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙﾏｰﾁｬﾝﾀﾞｲｼﾞﾝｸﾞ科 3年 

科目名 特別講義ⅢAB 

単  位   ２単位 

授業期間   通年 
 

担当教員(代表)：花田 浩朝 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） 

  レギュラー授業には含まれない関連分野の専門知識を習得する。 
  

【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 
 

1、 就職活動情報 （1コマ） 

2、 コレクション情報 （2コマ） 

3、 テキスタイルトレンド情報（2コマ） 

4、 メンズウェアの企画から立ち上げについて （1コマ） 

5、 企業におけるマーケティング活動 （1コマ） 

6、 流行色解説 （2コマ） 

7、 販売業務（2コマ） 

8、 ニューヨークコレクション情報 （1コマ） 

9、 広告活動と広告戦略（3コマ） 

10、 テキスタイル制作 （2コマ） 

11、 メンズウェア概論 （1コマ） 

12、 アウトドアウェアの基礎知識 (1コマ) 

13、 毛皮の基礎知識 （2コマ） 

14、 ユニフォームの基礎知識 (1コマ) 

15、 世界の布・織物 (2コマ) 

16、 舞台衣装の知識 (1コマ) 

17、 シューズの商品知識（1コマ) 

18、 ヴィジュアルマーチャンダイジングの目的 (4コマ)   
 
評価方法・対象・比重 

  出席状況 
 
主要教材図書                   

参考図書  

その他資料  

 

記載者氏名 花田 浩朝 

 

 

授業の特徴と担当教員紹介      

ファッションデザイナーによるメンズコレクション解説、知的財産権教育協会の弁護士の方より知的財産権についての

講義、商品企画販売企業によるグッズの商品企画についての講義、ファッションブランド経営者による日本のモノづく

りの現状についての講義、マーチャンダイザーによるマーチャンダイザー業務の講義、アパレルメーカー社長等による

商品企画からブランド立ち上げについての講義、ファッション情報誌編集長によるコレクション情報の講義、アパレル

企業での素材開発等の経験をもとにテキスタイル企画の講義、デザイナーによるドメスティクブランドの役割の講義、

アパレルメーカーのデザイン企画の経験をもとにアウトドアウェアのデザイン・生産プロセスの講義、デザイナーによ

るブランド運営にあたっての実務講義、デザイナーによるアウトドアウェアコンセプトメーキングについての講義など、

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 
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