
 

 
 

科ｺｰﾄﾞ 13051 

科目ｺｰﾄﾞ 606700 

科  名 ﾌｧｯｼｮﾝ流通高度専門士科 1 年 

科目名 ファッション販売 

単  位     1単位 

授業期間 前期 
 

担当教員(代表)：市村 弘美 共同担当者：  

 
【授業概要、到達目標・レベル設定】 

・販売員の仕事を理解し、知識と技術を体得する  
・販売員として、お客様を「おもてなしする」という意識付けや知識、技術を習得する  
・社会人に必要な言葉遣いや立ち居振る舞い（販売マナー・ビジネスマナー）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． 販売員として、社会人として、必要な能力の理解と体得 

 第一印象・販売（ビジネス）マナー・コミュニケーション能力の関連と必要性、習得  

2． 販売員の必要性、サービスの理解  

購買心理と接客の関わりと知識の習得 

3． 接客技術  

「おもてなし」を意識した接客技術の習得  

動的待機～アプローチ～ニーズ把握～セールストーク～クロージング～レジ応対～お見送りをロール 

プレイングにより体得 

4． クレーム応対の理解  

クレーム応対での注意ポイントを理解する  

5． 販売員リサーチ  

店舗に出向き、販売員の接客を受けレポートにまとめる  

6． 最終課題  

グループごとに設定されたお客様に対しての応対を、レポートとロールプレイングにて発表提出 

 
評価方法・対象・比重  
Ｓ～Ｃ・Ｆ評価  
評価基準：学業評価50％（最終課題ロールプレイング・販売員リサーチレポート等）  

授業姿勢50％（出席状況・授業に対する参加度）  
 

主要教材図書                   

参考図書  

その他資料  
 
 

  

記載者氏名 市村 弘美 

２０１９年度 カリキュラム科目概要 文化服装学院教務部 

 

授業の特徴と担当教員紹介 

販売コンサルタントとしての実務経験をもとに、販売員の仕事内容を理解させ、お客様を「おもてなしする」という意識付けや知識、技

術、ビジネスマナーを習得させる授業を実施。 



 

 
 

科ｺｰﾄﾞ  13051 

科目ｺｰﾄﾞ 600000 

科  名 ファッション流通専門高度専門士科１年 

科目名 ファッションビジネス 

単  位     2単位 

授業期間 通年 
 

担当教員(代表)：佐草 勇樹 
共同担当者：  

 
【授業概要、到達目標・レベル設定】 

ファッション流通業に必要とされるファッションビジネスに関する基礎を学びながら、ファッションビジネス能力検定３級 

資格の取得を目指す。さらに企画について情報活用・提案までを理解し、２年次以降のビジネス応用につなげる 

  
【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 

 

１．ファッションビジネスの定義と特性、変遷    

  ・ファッションビジネスとは  

  ・ファッション消費とビジネスの変遷（５０～００年代） 

２．ファッション産業と流通     

  ・流通の仕組み   

・アパレル産業構造   

  ・アパレル産業の職種 

３．ファッションマーケティング   

  ・経営と情報活用 

  ・マーケティングの定義と概要   

４．ファッションマーチャンダイジング・マーケティング   

   ・マーチャンダイジング定義・概論 

 ５. 経営と情報活用 

   ・情報の流れ 

   ・経営の基礎知識 

６．計数管理 

 ８．ファッション販売 

９．ビジネス基礎知識   

  ・社会常識、企業と組織、職種  

１０．検定試験対策  

１１．企画演習  

  ・企画の定義・概論 

・情報源と活用、ライフスタイルマップとマーケットセグメンテーション 

・企画プレゼンテーション演習 

 
【評価方法】  

総合評価 : 出席率30%＋プリントノート40%＋テスト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⑫ファッションビジネス・FB検定対策テキスト 

参考図書  

その他資料 プリント 
 
 

 

 

 

         

記載者氏名 佐草 勇樹 

２０１９年度 カリキュラム科目概要 文化服装学院教務部 

 

授業の特徴と担当教員紹介 

アパレルマーケティング企業においてマーケットリサーチとその分析、担当企業へのレポーティングを行うコンサルティング業務に携

わっていた教員による授業である。この経験生かし、アパレル業界の仕組みからブランディングに渡る実践的な指導を行う。 



   
 
 

 
 
担当教員(代表)：田島 重則 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） 

グローバルファッションとは何か？  世界のファッション構造はどの様になっているのか？  何故今、グローバルな思考が

重要なのか？ グローバルで戦う為に必要な国際意識を植え付け、創造的な " 検索力・情報収集力 " " 分析力・編集力 "  

を磨き、"正解のない問題に対して、考える力・解決する力"を鍛え、" 伝える力" を育成。また、国際社会で重要な" 議論

する力"" 質問力" を磨き、人工知能が持たない創造性豊かなビジネス思考を育成。   
  

【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 コマ 内 容 

1 ＊Introduction：自己紹介を兼ねて自身のNew York時代 の
経験談と世界の勝ち組vs負け組企業から学ぶ、グローバル
意識の重要性を説明。 

14 ＊世界のファッションマーケットの未来：世界のアパレル市場
と日本のアパレル市場の相違点を理解し、日本企業の課題
を見出し、今後の展望を考える。 

2 ＊ブランディングとは：グローバル視点で世界のブランドを
参考にブランディングの重要性を画像マトリックスによって
議論、学習。 

15 ＊世界のファッションマーケット/ラグジュアリー マーケットを
知る：世界を支配する 3大コングロマリット企業、そしてLVMH
からラグジュアリービジネスの成功を学習。 

3 ＊Global Fashion：世界４大ファッション都市の特徴を知り、
それらの都市から生まれるブランドの特徴や役割、世界に
及ぼす影響力を分析し、皆で議論し合う。 

16 ＊世界のファッションマーケット/ファストファッションマーケット
を知る：近年のファッションマーケットを大きく変えた、世界の
ファストファッションを Zaraのビジネスモデルを基に説明。 

4 ＊Global Fashion：世界４大ファッション都市のファッションブ
ランド分析研究発表会に向けて、グループ分けし、プレゼン
資料の作成方法、ガイドラインを説明。 

17 ＊世界のファッションマーケット/アッパーミドルマーケットを知
る：日本が得意とし、グローバルマーケットにおいて、まだ伸
び代があり、参入可能な状況を解説、議論。 

5 ＊Global Fashion：チーム別に4大ファッション都市を分析し、
日本の特徴を知り、グローバル市場において、何をすべき
かをチームで考える。 

18 ＊考える力：Global で戦う思考回路、正解の無い問題に答え
を出す力の育成、クリエイティブな発想でビジネスをデザイン
する事の重要性、想像力の育成。 

6 ＊Global Fashion：グループ別発表会。伝える事の重要性、
議論する事の重要性を学習しながら、世界４大ファッション
都市の特徴、グローバル市場に対しての日本の役割を考え
る。 

19 ＊勝ち組 vs  負け組：Global戦略が成功している 無印良品
の成功事例を基本に Global Marketへの参入の重要性を説
明、議論。 

7 ＊License Business、Import Business：グローバルブランドビ
ジネスにおいて、２つの構造を学習。 

20 ＊勝ち組 vs  負け組：AMAZON 等異業種のアパレル参入
から、新しいシステム論を学び、これからのファッション業界の
展望を考える。 

8 ＊Ethical：世界中で意識される "Ethical/エシカル" 効果を
知り、これからのファッションビジネスにおいての重要性を学
習。 

21 ＊海外進出：地方創生、日本企業の海外進出、ブランディン
グの可能性を解説し、議論する。 

9 ＊Presentation 手法: US 企業のプレゼン事例から、様々
な手法のプレゼンテーションを学習。 

22 ＊海外進出：地方創生、日本企業の海外進出、ブランディン
グの可能性を解説し、議論する。 

10 ＊Presentation 手法: ”My Favorite Brand”をテーマに、情
報収集力、編集力、考える力、伝える力を鍛える為の基礎
作業を実施。 

23 ＊海外進出：発表会 

11 ＊Presentation 手法:基本的ガイドラインを参考に自分自身
の創造性を加味した資料作成作業。 

24 ＊海外進出：発表会 

12 ＊Presentation 手法:プレゼン、レポートによって、伝える事
の重要性を体験する。 

25 ＊海外進出：発表会 

13 ＊UI / UX  Design、AI / Singularity：新しい商品開発領域と
価値観を理解し、新時代の商品開発、AI に勝つ働き方を考
え、Global で働くための考え方を議論。 

26 ＊海外進出：発表会 まとめ 

 
評価方法・対象・比重 

出席率（3０%）、授業態度・授業内での質問力（3０%）、プレゼンテーション・論文（４０%）、 
 
主要教材図書                   

参考図書  

その他資料 The Business of Fashion 、アメリカ企業勤務時代と現在の業務資料、マーケティング資料、インターネット 
 
 

 

 
    

   

科ｺｰﾄﾞ 13051  

科目ｺｰﾄﾞ 600410 

科  名 ファッション流通高度専門士科 1年 

科目名 グローバルビジネス I 

単  位  2 単位 

授業期間 （ 通年 ） 

記載者氏名 田島 重則 

２０１９年度 カリキュラム科目概要 
文化服装学院教務部 

 

授業の特徴と担当教員紹介 

国内外企業のグローバル化に向けた企画、新規事業の担当経験をもとに、グローバルで戦うために必要な国際意識を養い、情報収

集力、分析力、思考力、伝達力を育成とともに、議論する力、質問力を磨き、創造性豊かなビジネス思考を育成する授業を実施。 



           

科コード  13051 

科目コード 504510 

科  名 ファッション流通高度専門士 １年 

科目名 コンピュータワークⅠ 

単 位 ２単位 

授業期間 通年 

 

担当教員(代表)：塚田大祐 共同担当者： なし 
 

【授業概要、到達目標・レベル設定】 

オフィスソフト・グラフィックソフトを用いて、目的・用途に応じて使い分けることができることと表現方法に広がりを持たせることを目標とする。 

また、クラウドを活用してのデータ共有等の現場活用できる利用方法を習得する。 

• ドロー系ソフト／Illustrator の基礎とペイント系ソフト／Photoshop の基礎 

• オフィスソフト／Excel・PowerPoint の基礎 
  

【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 コマ 内 容 

1 オリエンテーション（PC基本操作・文字入力設定） 16 Illustrator基礎（資料を元にしてのレイアウトデザイン練習１） 

2 クラウドでのデータ活用方法 17 Illustrator基礎（資料を元にしてのレイアウトデザイン練習２） 

3 Photoshop基礎（選択範囲・画像合成） 18 Illustrator／Photoshopの応用操作１ 

4 Photoshop基礎（文字入力・レイヤー操作・色調補正） 19 Illustrator／Photoshopの応用操作２ 

5 Photoshop基礎（Instagramにアップ出来る画像を制作） 20 コラージュ課題制作１（Illustrator／Photoshop） 

各持参の画像を使用してコラージュを制作 

6 Illustrator基礎（名刺制作） 21 コラージュ課題制作２（Illustrator／Photoshop） 

各持参の画像を使用してコラージュを制作 

7 Illustrator基礎（名刺制作） 22 コラージュ課題制作２（Illustrator／Photoshop） 

各持参の画像を使用してコラージュを制作 

8 Illustrator基礎（名刺制作） 23 エディトリアルデザイン１（Illustrator／Photoshop） 

イメージマップを制作するための応用操作１ 

9 Excel基礎（表作成・四則演算・関数） 24 エディトリアルデザイン２（Illustrator／Photoshop） 

イメージマップを制作するための応用操作２ 

10 Excel基礎（関数・グラフ作成） 25 エディトリアルデザイン３（Illustrator／Photoshop） 

最終課題・トレンドを予測してのイメージマップを制作する１ 

11 クラウドでのデータ活用 

PowerPoint基礎（スライド作成・画像加工） 

26 エディトリアルデザイン３（Illustrator／Photoshop） 

最終課題・トレンドを予測してのイメージマップを制作する１ 

12 PowerPoint基礎（キレイに見せるプレゼン資料の作り方１） 27 エディトリアルデザイン３（Illustrator／Photoshop） 

最終課題・トレンドを予測してのイメージマップを制作する１ 

13 PowerPoint基礎（キレイに見せるプレゼン資料の作り方２） 28 エディトリアルデザイン３（Illustrator／Photoshop） 

最終課題・トレンドを予測してのイメージマップを制作する１ 

14 Illustrator基礎（ツール基本操作１） 29  

15 Illustrator基礎（ツール基本操作２） 30  
 

【評価方法】 Ｓ～Ｃ・Ｆ評価 

評価基準：学業評価７０％、授業姿勢１０％、出席率２０％ 

 

主要教材図書：事前に準備した素材を配布 

参考図書：特にありません 

その他資料：筆記用具、USB フラッシュメモリ 
 
 

 

 
     

      

記載者氏名 塚田大祐 

２０１９年度 カリキュラム科目概要 
文化服装学院教務部 

 

授業の特徴と担当教員紹介 

DTP による印刷制作や雑誌、カタログ、チラシ、HP のデザイン制作、運営を中心とする実務経験から、オフィスソフト、グラフィックソフ

トの目的・用途別の使用方法と表現方法についての授業を実施 



            

科ｺｰﾄﾞ  13051 

科目ｺｰﾄﾞ 905010 

科  名 ファッション流通高度専門士科 1年 

科目名 キャリアディベロップメントⅠ 

単  位  ２ 

授業期間 通期 
 
担当教員(代表)：二上 武生 共同担当者：  
 
【授業概要、到達目標・レベル設定】 

フィールドワーク課題、自由研究課題を通し、自分の興味を明らかにし、ビジネススキルを修得する 

・自分を掘り下げて、ファッションと自分の原点を探る 

・興味のあるファッション情報や社会課題などに着目する 

・研究、調査方法を磨く 

・文章作成やプレゼンテーションを通じた表現力を磨く 

  ・チームワーク力を磨く 
  

【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．ガイダンス･･･････････････････････････････････････（講義・グループワーク）＜１コマ＞ 

・授業のねらい、授業の概要の理解 

 
Ⅱ．ビジネススキルを修得する････････････････････････（講義・グループワーク・プレゼンテーション）＜５コマ＞ 

・レポーティングスキル 
・プレゼンテーションスキル 
・チームワークスキル 

 
Ⅱ．自分とファッション興味を掘り下げる･･･････････････（講義・グループワーク・プレゼンテーション）＜６コマ＞ 

・自分の過去の具体的出来事や社会課題から探る 

・ロールモデルから探る 

 

Ⅲ．ビジネスマナーの修得･････････････････････････････（講義・ロールプレイング）＜２コマ＞ 

・履歴書の書き方 

・アポイントのメールの出し方や電話のかけ方 

 

Ⅳ．企画力を磨く（フィールドワーク課題の実践）･･･････（講義・グループワーク・プレゼンテーション）＜５コマ＞ 

・「コンセプト」を考える 

・伝わるプレゼンテーション力を磨く／スライドの作り方を学ぶ 

・企画プレゼンテーションを実践する 

・フィールドワーク課題／振り返り（企画立案、プレゼンテーション、チーム協働） 

 

Ⅴ．将来について考える（自由研究課題の実践）･････････（講義・グループワーク・プレゼンテーション）＜７コマ＞ 

・自由研究課題について考える 

・やりたいことを考える 

・調査研究方法について考える（行動計画立案含む 

・自由研究課題発表のプレゼンテーションを考える 

 

Ⅵ．授業まとめ･･･････････････････････････････････････（講義・グループワーク・プレゼンテーション）＜１コマ＞ 

 

※各授業でプレゼンテーションやレポート作成を行う 
 

【評価方法】プレゼンテーション・レポート80%＋グループワーク20% 

 
主要教材図書 特になし 

参考図書  特になし  

その他資料 随時配布 
 
 

  

記載者氏名 二上 武生 

２０１９年度 カリキュラム科目概要 
文化服装学院教務部 

 

授業の特徴と担当教員紹介 

フリーランスのキャリアプロデューサーとして大卒未就学者支援や社会人の転職の支援などの分野で活動する経験を活かし、ビジネ

ススキルとマナーを修得させ、表現力を磨くために自己分析や文章表現、プレゼンテーションを行う。 



 

 
 

科ｺｰﾄﾞ 13051 

科目ｺｰﾄﾞ 980010 

科  名 ファッション流通高度専門士科 １年 

科目名 特別講義Ⅰ 

単  位   ２単位 

授業期間 通年 
 
担当教員(代表)：山口容子 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） 

個々に持つファッションへの興味を「マイビジネスプロジェクト」として結実させるために、ぜひとも知っておきたい生活文化や人文科学

の分野などから特別講義として実施する。 

・レギュラー授業の中に収めることが難しいが、学びの入り口として重要な要素を特別講義として導入 

・ファッションを知り、ビジネスを知り、自分を知る中で大切な視点を反映させる。 
  

【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 
 

特別講義のカテゴリーは 

・デザイン画(プロポーションと商品のバランス) 

・セレクトショップ経営とは 

・グローバル社会における日本の会社経営とは 

・ファッションとITの可能性 

・ＰＢ商品とは 

・素材から商品を考える 

・定点観測から見る日本のファッション 

・ＶＭＤの仕事 

・ＭＤの仕事 

・バイヤーの仕事 

・プレスの仕事 

・エディターの仕事 

・ファッション業界におけるサスティナビリティ 

・Ｅコマースの現状 

他 

 
評価方法・対象・比重  履修認定(Ｐ表示) 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                   

参考図書  

その他資料  
 
 

 

  

記載者氏名 山口容子 

２０１９年度 カリキュラム科目概要 文化服装学院教務部 

 

授業の特徴と担当教員紹介 

セレクトショップ店長による地域による市場の違いについて、及びセレクトショップが提案するプライベートブランド商品について、アパ

レル企業社長による会社経営とは、フリマサイトの運営会社で AR 分野を研究するエンジニアよりファッションと IT の可能性につい

て、ファッション、トレンドの分析やマーケティング、コンサルタント事業を行う企業よりコレクションから見るファッショントレンドについて

など、4 年次に行うマイビジネスプロジェクトを結実させるためのベースとして、知っておきたい生活文化やファッションビジネスの重要

な要素を取り入れたテーマで講義を行う。 



 

 
 

科ｺｰﾄﾞ  13052 

科目ｺｰﾄﾞ 600500 

科  名 グローバルビジネスデザイン科 2年 

科目名 ビジネスプランニング 

単  位           3単位 

授業期間 通年 
 
担当教員(代表)：山口壮大 共同担当者： 池田叶苗 

 
【授業概要、到達目標・レベル設定】 

他者へと物事を伝える方法を学び、今後の活動へと応用できる技術を習得する。 

  
【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 
コマ 内 容 コマ 内 容 

1 授業についての説明/ポートレート撮影企画開始 16 後期企画① 企画書発表修正  

2 ポートレート企画 企画書説明  17 後期企画① 企画書②作成 

3 ポートレート企画 企画書作成  18 後期企画① 企画書②発表・修正  

4 ポートレート企画 企画書チェック① 19 後期企画① 撮影(仮) 

5 ポートレート企画 企画書発表/修正 20 後期企画① web立ち上げ準備(マーケティングリサーチ等) 

6 ポートレート企画 撮影(仮) 21 後期企画① 振り返り 

7 ポートレート企画 撮影(仮) 22 後期企画② 企画書説明・作成 

8 ポートレート企画 撮影(仮) 23 後期企画② 企画書発表・修正 

9 ポートレート企画 振り返り/古着企画(仮)開始・説明 24 後期企画② 撮影 

10 古着企画(仮)企画書説明・作成 25 後期企画② 振り返り/後期企画③ 企画書説明・作成 

11 古着企画(仮)企画書発表・修正 26 後期企画③ 発表・修正  

12 古着企画(仮) 撮影 27 後期企画③ 発表・修正 

13 古着企画(仮) 撮影/前期振り返り 28 後期企画③ 撮影/全体振り返り 

14 古着企画(仮)振り返り・反省会/後期企画① 企画書作成 29  

15 後期企画① 企画書発表・修正 30  

 
【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  
 
 

 

  

記載者氏名 池田叶苗 

２０１９年度 カリキュラム科目概要 文化服装学院教務部 

 

授業の特徴と担当教員紹介 

スタイリスト兼ショップディレクターとしてのキャリアを活かし、コンセプト設計、予算立案、企業・ブランドへのアプローチ、PR、接客の

一連の過程を体験させる授業を実施。 



2019 年科目概要  

科ｺｰﾄﾞ 13052 

科目ｺｰﾄﾞ 618010 

科名 グローバルビジネスデザイン 2年 

科目名 ネットビジネスⅠ  

単  位    1単位  

授業期間  通年  
  

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  
櫻木 諒太  

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）  

インターネットをはじめとした先端テクノロジーがファッション業界に与える影響を理解し、ネットとリアルの特性を生かしたビジネスの企
画立案ができるようにな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名・ボディ種類、見学先 

コマ  内 容  コマ  内 容  

1  IT×ファッションの最新動向 1  16  チャネルシフトについて理解をする  

2  IT×ファッションの最新動向 2  17  ファッションビジネスプランニング 1  

3  IT×ファッションの最新動向 3  18  ファッションビジネスプランニング 2  

4  Web メディア 1  19  ファッション EC 制作 1  

5  Web メディア 2  20  ファッション EC 制作 2  

6  Web メディア 3  21  ファッション EC 制作 3  

7  動画メディア 1  22  クラウドファンディング   

8  動画メディア 2  23  ファッションビジネスプランニング 3  

9  動画メディア 3  24  ファッションビジネスプランニング 4  

10  ｘＲ時代のファッションを体験する 1  25  ファッション EC 制作 4  

11  ｘＲ時代のファッションを体験する 2  26  ファッション EC 制作 5  

12  ｘＲ時代のファッションを体験する 3  27    

13  ｘＲ時代のファッションを体験する 4  28    

14  ｘＲ時代のファッションを体験する 5  29    

15  ファッション EC 業界研究  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）評

価対象② 提出物          【6】  
【4】  

 
  
 

  

授業の特徴と担当教員紹介 

ネットショップで勤務するために必要な能力を評価・認定する企業での活動経験をもとに、ファッション業界に関わるインターネットビ

ジネスの最新動向と今後の可能性を考察する授業を実施。 



 

 

 
 

科ｺｰﾄﾞ  13052 

科目ｺｰﾄﾞ 600420 

科  名 グローバルビジネスデザイン科 2年 

科目名 グローバルビジネス II 

単  位  2 単位 

授業期間 （ 通年 ） 
 

担当教員(代表)：田島 重則 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） 

グローバルな視点とクリエイティブな視点で、スピーディーに変化する世界のファッションビジネスの重要ポイントを分析。

自分自身のヴィジョンを明確に、具体的にファッションビジネスへ反映させる思考の育成。そして、プレゼンテーションス

キルを磨き、伝える事の重要性を学習。 
  

【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 
コマ 内 容 コマ 内 容 

1 ＊New York海外企業との取り組み: 私がディレクターとして

関わる実際のNew York Apparel企業を日本で展開する為

の戦略、カタログ作成。 

16 ＊世界のファッション企業分析：発表会。 

2 ＊New York海外企業との取り組み: 私がディレクターとして関

わる実際のNew York Apparel企業を日本で展開する為の戦

略、カタログ作成。 

17 ＊世界のファッション企業分析：発表会。 

3 ＊New York海外企業との取り組み: 私がディレクターとして関

わる実際のNew York Apparel企業を日本で展開する為の戦

略、カタログ作成。 

18 ＊ファッションにおける新しい領域：商品だけを提供する事

だけがゴールではなくなった今、クリエイティブな発想とファ

ッション知識で、参入できうる領域を議論。 

4 ＊New York海外企業との取り組み: 発表会 19 ＊ファッションにおける新しい領域：ファッションのプロが参

入すべき、新しい領域を探る。 

5 ＊NY vs Tokyo ブランドビジネス：私自身が実施した、NY出店と

東京出店の実際の事業計画案、実施、そして、グローバルマー

ケットの相違点を学習。 

20 ＊グローバルプロモーション：グローバルブランドが重視す

るブランディング、商品開発、販売促進のあり方を参照。 

6 ＊世界のビジネス戦略：売る事とは何か。どうすれば売れるの

かをマーケティング、MD の視点で考える。  

21 ＊グローバルプロモーション：SNS等の、世界のデジタルプ

ロモーション戦略のあり方を考える。 

7 ＊社会動向とファッション : 世界の社会情勢とファッションの流

れを調査・研究し、年代別ファッションの推移を知る。 

22 ＊グローバル・ヒット商品：時代の流れと共に生まれたグロ

ーバルヒット商品事例、ヒット商品が生まれる理由を研究。 

8 ＊社会動向とファッション：1960 -現在までの社会の流れとファ

ッションの流れを年表によって説明 (服装史とは別のグローバ

ルビジネスの視点で分析） 

23 ＊グローバル・ヒット商品：世界でヒットした商品の分析作

業。 

9 ＊社会動向とファッション：1960 -現在までの社会の流れとファ

ッションの流れを年表によって説明 (服装史とは別のグローバ

ルビジネスの視点で分析） 

24 ＊グローバル・ヒット商品：発表会 

10 ＊社会動向とファッション：発表。 25 ＊グローバル・ヒット商品：発表会 

11 ＊社会動向とファッション：発表。 26 ＊グローバル・ヒット商品：発表会、まとめ。 

12 ＊前期まとめ。 27  

13 ＊世界のファッションニュース 28  

14 ＊世界のファッション企業分析：時代において、注目するグロー

バル企業（チャネル別）の商品、経営戦略や実態を学習。 

29  

15 ＊世界のファッション企業分析：世界で活躍、成功する企業・ブ

ランドの実態を学習。 

30  

 
評価方法・対象・比重 

出席率（3０%）、授業態度・授業内での質問力（3０%）、プレゼンテーション・論文（４０%）、 
 
主要教材図書                   

参考図書  

その他資料 The Business of Fashion 、アメリカ企業勤務時代と現在の業務資料、マーケティング資料、インターネット 
 
 

 

  

記載者氏名 田島 重則 

２０１９年度 カリキュラム科目概要 文化服装学院教務部 

 

授業の特徴と担当教員紹介 

フリーランスで国内外の企業のグローバルに向けた企画、新規事業を担当した経験をもとに、グローバルな視点とクリエイティブな視

点で、スピーディーに変化する世界のファッションビジネスの重要ポイントを分析させ、ヴィジョンを明確に、具体的にファッションビジ

ネスへ反映させる思考の育成とプレゼンテーションスキルを磨く授業を実施。 



 

 
 

科ｺｰﾄﾞ  13052 

科目ｺｰﾄﾞ 001106 

科  名 グローバルビジネスデザイン科 ２年 

科目名 アパレル造形演習 Ⅱ 

単  位 4 

授業期間 通年 
 

担当教員(代表)：北村 都美子 共同担当者： 

 
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。） 

１、 スカートの基礎知識と下半身の体型を理解し、実物作品を完成させ素材の扱い方、構造、機能性品質を学ぶ。 

２、 バザー作品を商品として製作、検品のポイントを学ぶ。  

３、 ブルゾンの製作を通して素材の扱い方、構造、機能性、品質を学ぶ。 
 
【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 

 

スカート 

Ⅰ.各自の体型に合ったパターントレース 機能性、ゆとり、明き位置（2 コマ）  

Ⅱ. 実物裁断 パターン配置、柄合わせ方法、印つけ、芯地の役割 扱い方（1コマ） 

Ⅲ. 本縫い  脇 後ろ中心ファスナー付け、ウエスト見返し、裾始末、アイロンテクニック（7コマ） 

Ⅳ.2着目作成 （2コマ） 

Ⅴ. まとめ  糸始末、アイロン仕上げ、検品方法、提出（2 コマ） 

                       計 14コマ 

バザー 

Ⅰ.オリエンテーション、デザイン相談、生地相談 （1コマ）  

Ⅱ.導入 パターンメーキング、（1コマ） 

Ⅲ.実物裁断 パターン配置 柄合わせ方法 印つけ（1コマ） 

Ⅳ.縫製方法（工業縫い）、ミシン、糸、糸調子、針目（1 コマ） 

Ⅴ.本縫い （6 コマ） 

Ⅵ.まとめ 糸始末、アイロン仕上げ、検品方法、提出（3コマ） 

                         計 13 コマ 

ブルゾン 

Ⅰ.オリエンテーション、デザイン相談、生地相談 （1コマ）  

Ⅱ.実物裁断(裁断機使用) パターン配置 柄合わせ方法 印つけ、芯地の役割 扱い方（2 コマ） 

Ⅲ.縫製準備（工業縫い）ミシン、糸、糸調子、針目（1コマ） 

Ⅳ.本縫い ポケット、袖、衿、見返し、裾、ステッチ （15 コマ） 

Ⅴ.穴かがり かがり準備、特殊ミシン使用（2コマ） 

Ⅵ.ボタン ボタン付け、装飾品、（2コマ） 

Ⅶ.まとめ 糸始末、アイロン仕上げ、検品方法、提出（3コマ） 

Ⅷ.発表会 コーディネート実践（1 コマ）                

                         計 27 コマ 
 
評価方法・対象・比重  提出物（4 割）＋出席率（3割）＋授業態度（3 割） 

 
主要教材図書文化ファッション大系流通講座⑤ コーディネートテクニックアパレル編Ⅱ（商品構成） 

参考図書   文化ファッション大系流通講座⑤ コーディネートテクニックアパレル編Ⅱ（商品構成） 

その他資料  実物参考標本、実物段階標本、参考パターン、生産管理実習室（特殊機器）  
  
 

  

記載者書名欄 北村 都美子 

2019 年度 カリキュラム科目概要 文化服装学院教務部 

授業の特徴と担当教員紹介 

アパレルメーカーの生産管理やパタンナー、百貨店の商品企画を長年担当してきた教員から、アパレル商品に求められる品質・条

件を被服製作の工程を通して学ぶ。 



 

 
 

科コード ：13052         科名：グローバルビジネスデザイン科 2年  

科目コード：501700        科目名：色彩活用学 
単  位 1 

授業期間 前期 
 

担当教員(代表)：桑野 恵美 共同担当者：  

 

教育目標・レベル設定など 

ファッションを中心としたビジネスの企画・販売における色の効果を知り、その活用方法を学ぶ。      
自己のビジネスプロジェクトにおいて 企画コンセプトの表現や、ビジュアル表現、プレゼンテ―ションに色彩
の効果的な活用を目指す。  
  

評価方法    S～C・Ｆ評価 評価基準：学業評価 60％ 授業姿勢：40％ 

 
主要教材図書『ファッション色彩Ⅱ』（文化出版局） 

参考図書 

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） 
 
 
 

  

【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.導入 企画に活かすカラーの知識とは 色を客観的に捉える。好きな色/嫌いな色 

             〈講義および演習 1コマ〉 

2．企画に活かす  ～色の連想・トーンのイメージ～  

                              色彩Ⅰの復習も兼ねる〈講義および演習 1コマ〉 

3．企画に活かす  ～配色～ 

                      4章 「流行配色」とその他の配色（配色効果）/ ナチュラル・コンプレックス                                                                               

〈講義および演習 1コマ〉 

4．企画に活かす ～色の機能的効果～    

色覚/ユニバーサルデザインに効果的な配色   （講義および演習 1コマ〉 

 

5. 企画に活かす  ～色名～ 

                     4章 重ねの色目、日本の色名、ヨーロッパの色名 

                         商品価値を高める色 / 色名を提案・発表①   

〈講義および演習 1コマ〉 

6．ファッションイメージと色       4章  季節感・ファッションイメージ 

クラシック／ソフィスティケート／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 

                   写真、ポスター、雑誌のページ、ＣＤジャケットなどの配色とその効果を分析 

色（配色）分析・発表② 

〈講義および演習 2コマ〉 

7. 未来のトレンドカラー           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③  

〈講義および演習 1コマ〉 

8. ＣＩカラー             マイブランドカラー作成④ 

 〈講義および演習１コマ〉 

9. 照明と色/T店舗と色彩           5章  照明と色/VMD   

 〈講義および演習 1コマ〉 

10.ビジネスカラープランニング      色彩計画の実習   名刺作成（テーマ変更の可能性有） 

                            カラープランニングシート作成・プレゼンテーション⑤  

                             〈講義および演習 4コマ〉 

記載者書名欄 桑野恵美 

２０１９年度 カリキュラム科目概要 文化服装学院教務部  １ 

授業の特徴と担当教員紹介 

ファッション・アパレルにおける色彩活用を中心に、商品企画・店舗 VMDなどの活動経験をもとに、ファッション業界における色彩実

務についての専門的な知識や活用方法の授業を実施 



 

 
 

科ｺｰﾄﾞ  13052 

科目ｺｰﾄﾞ 903400 

科  名 グローバルビジネスデザイン科２年 

科目名 デザイン論 

単  位 ２単位 

授業期間 通年 
 
担当教員(代表)：天野豊久 共同担当者：  

 
【授業概要、到達目標・レベル設定】 

19世紀末から今日までのデザイン（主にファッション以外）の歴史や視点を学習し、芸術や文化に対する教養を深める。 

身の回りのいろいろなデザインを自分自身の視点で判断するための知識や感性を養う。 

 

  
【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．概論   デザインの意味／役割    〈講義および演習 3コマ〉 

   私の好きなデザイン 

   日用品のデザイン 

２．デザインの歴史  デザインの黎明 アーツ＆クラフツ運動とその周辺  〈講義および演習 9コマ〉 

   19世紀末のデザイン アール・ヌーヴォーと19世紀末 

   20世紀前期のデザイン 

    アール・デコと20世紀初頭の文化 

    バウハウスとモダニズム 

３．モダンデザインの視点 サブカルチャーとデザイン    〈講義および演習 13コマ〉 

   機能とデザイン 

   人間とデザイン 

   自然とデザイン 

   ポスト・モダン 

   今日のデザイン 

４．デザイン演習  自然の形／幾何学的な形    〈講義および演習 5コマ〉 

   シンプル／デコラティブ 

 
【評価方法】  

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 特になし                   

参考図書 特になし 

その他資料 特になし 
 
 

 

  

記載者氏名 天野豊久 

２０１９年度 カリキュラム科目概要 文化服装学院教務部 

 

授業の特徴と担当教員紹介 

色の知識や実用的な活用術のコンサルタント、解説等を行っている教員による授業である。19 世紀末から現在までのデザイン（主に

ファッション以外）の歴史や視点を学習し、芸術や文化に対する教養を深める。 



 

 
 

科コード  13052 

科目コード 504520 

科  名 グローバルビジネスデザイン ２年 

科目名 コンピュータワーク II 

単 位 ２単位 

授業期間 通年 

 

担当教員(代表)：塚田大祐 共同担当者： なし 
 

【授業概要、到達目標・レベル設定】 

１年次に基礎として学んだオフィスソフト・グラフィックソフトを用いて、目的・用途に応じた使い分けをして臨機応変な方法でコンピュータを扱うこと

ができることを目標とする。Web サイトを扱っていく上で必要な操作方法も扱っていく。 

  
【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 コマ 内 容 

1 １年次の基礎復習（Photoshop） 16 簡易Webサイト作成とポートフォリオ作成 1 

2 １年次の基礎復習（Illustrator） 17 簡易Webサイト作成とポートフォリオ作成 2 

3 １年次の基礎復習（Illustrator & Photoshop） 18 簡易Webサイト作成とポートフォリオ作成 3 

4 Photoshop応用1（色調補正・トリミングなど） 19 簡易Webサイト作成とポートフォリオ作成 4 

5 Photoshop応用2（リーフレット作成の画像加工方法） 20 簡易Webサイト作成とポートフォリオ作成 5 

6 Photoshop応用3（バナー作成） 21 Illustrator & Photoshop応用 1（複数ページのパンフレット作成） 

7 Illustrator応用1（リーフレット作成） 22 Illustrator & Photoshop応用 2（複数ページのパンフレット作成） 

8 Illustrator応用2（リーフレット作成） 23 Illustrator & Photoshop応用 3（複数ページのパンフレット作成） 

9 Illustrator応用3（DM作成） 24 Illustrator & Photoshop応用 4（複数ページのパンフレット作成） 

10 ビジネスシーンで使えるExcel 1 25 Illustrator & Photoshop応用 5（複数ページのパンフレット作成） 

11 ビジネスシーンで使えるExcel 2 26 ビジネスシーンに合わせた資料の作成 実践編 1 

12 プレゼン資料・企画書作成のためのPowerPoint応用 1 27 ビジネスシーンに合わせた資料の作成 実践編 2 

13 プレゼン資料・企画書作成のためのPowerPoint応用 2 28 ビジネスシーンに合わせた資料の作成 実践編 3 

14 ビジネスシーンに合わせた資料の作成 1 29  

15 ビジネスシーンに合わせた資料の作成 2 30  
 

【評価方法】  

Ｓ～Ｃ・Ｆ評価 

評価基準：学業評価７０％、授業姿勢１０％、出席率２０％ 
 

主要教材図書：事前に準備した素材を配布 

参考図書：特にありません 

その他資料：筆記用具、USB フラッシュメモリ 
 
 

 

  

記載者氏名 塚田大祐 

２０１９年度 カリキュラム科目概要 文化服装学院教務部 

 

授業の特徴と担当教員紹介 

DTP による印刷制作や雑誌、カタログ、チラシ、HP のデザイン制作、運営を中心とする実務経験から、オフィスソフト、グラフィックソ

フトの目的・用途別の使用方法と表現方法、また Web サイトを扱っていく上で必要な操作方法についての授業を実施 



 

 
 

科ｺｰﾄﾞ  13052 

科目ｺｰﾄﾞ 905020 

科  名 グローバルビジネスデザイン科 2年 

科目名 キャリアディベロップメントⅡ 

単  位       ２単位 

授業期間 通年 
 
担当教員(代表)：吉田 直哉 共同担当者：  

 
 
【授業概要、到達目標・レベル設定】 

業界、職種、働き方に対する理解を深め、自身の目指すキャリアの方向性を見出す。 

３年次にはより具体的なアクションに移せるように準備ができている状態を目指す。 

  
【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 内 容 コマ 内 容 

1 １年を通じての授業の狙いについて知る 16 インタビューの準備をする 

2 将来ありたい姿（1 年後、卒業時）を考える 17 ゲストを招き職種や会社の理解を深める 

3 計画的偶発性理論を学ぶ 18 企業分析を行い、今後の事業戦略を予測する 

4 企業分析と比較を行う 19 インタビューの準備をする 

5 インタビューの準備をする 20 ゲストを招き職種や会社について理解を深める 

6 ゲストを招き職種や会社について理解を深める 21 企業分析を行い新規事業を考える 

7 インタビューの準備をする 22 インタビューの準備をする 

8 ゲストを招き職種や会社について理解を深める 23 ゲストを招き職種や会社について理解を深める 

9 インタビューの準備をする 24 インタビューの準備をする 

10 ゲストを招き職種や会社について理解を深める 25 ゲストを招き職種や会社について理解を深める 

11 インタビューの準備をする 26 テーマに沿ってグループディスカッションを行う 

（これからのファッション業界について） 

12 ゲストを招き職種や会社について理解を深める 27 テーマに沿ってグループディスカッションを行う 

（これからのキャリアについて） 

13 前期の授業を振り返る 28 1 年間の授業総括 

14 夏季休暇を振り返り後期の目標を見直す 29  

15 企業分析を行い求める人物像を探る 30  

 

 
主要教材図書   特になし 

参考図書     特になし 

その他資料    随時配布 
 
 

 

  

【評価方法】  

プレゼンテーション・レポート80％+授業態度20％ 

記載者氏名 吉田 直哉 

２０１９年度 カリキュラム科目概要 文化服装学院教務部 

 

授業の特徴と担当教員紹介 

様々な企業で法人・個人のキャリアコンサルタント業務やスカウト業務、採用・転職支援に従事した経験をもとに、業界、職種、働き方

に対する理解を深め、学生自身が目指すキャリアの方向性を見出す授業を実施。 



 

 
 

科ｺｰﾄﾞ    13052 

科目ｺｰﾄﾞ 980020 

科  名 グローバルビジネスデザイン科 2年 

科目名 特別講義Ⅱ 

単  位 2 

授業期間 通年 
 

担当教員(代表)：砂生 政信 共同担当者：  

 
教育目標・レベル設定など 

・展示会見学や現場で働く方の講義を通じて、幅広く業界の知識を深める。 

 
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 

 

・日本企業の海外進出・・・株式会社メイキップ  柄本 真吾 氏 

・新ビジネスを考える・・・ニノロア株式会社  木村 昌史 氏 

・セレクトショップ経営①・・・Krunch代表  坂本 健二 氏 

・セレクトショップ経営②・・・ピッコログランデ代表  加藤 仁 氏 

・トレンド解説・・・文化服装学院  澤住 倫子 先生 

・クラウドファンディングの現状とこれから・・・株式会社 CAMP FIRE  山田 和樹 氏 

・ブランドビジネスについて・・・株式会社ユーエムオー  露木 寛 氏 

・ポートフォリオ制作の基本・・・文化服装学院非常勤講師  加藤 正人 氏 

・インナー業界の現状・・・エディター   川原 好恵 氏 

・スポーツアパレルのプロダクトマーケティング・・・アディダスジャパン株式会社  小林 有輝 氏 

・フォトグラファーの仕事・・・フォトグラファー  後藤 啓太 氏 

・百貨店バイヤーの仕事・・・株式会社三越伊勢丹  額田 純嗣 氏 

・アパレルブランド責任者の仕事・・・株式会社アンビデックス  柴田 順平 氏 

・日本のモノづくりの現状・・・ライフスタイルアクセント株式会社  山田 敏夫 氏 

・ストリートファッション・カルチャー史・・・文化服装学院  朝日 真 先生 

・ライセンス事業の現状・・・株式会社 JAMMY  前田 英夫 氏 

・VMDの重要性・・・ランバンジャパン株式会社  池田 晴彦 氏 

・マイビジネスプロジェクト研究について・・・文化服装学院非常勤講師  小嶋 洋子 氏 

・アパレルの新ビジネスモデル・・・TOKYO BASE 株式会社  坂本 弘熙 氏 

・アパレル合同展示会又は素材展見学（ルームス又はジャパンクリエーション） 

・舞台衣装見学・・・劇団四季 

・美術館見学 

 
評価方法・対象・比重  

出席状況・レポート (７：３) 

 
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 砂生 政信 

２０１９年度 カリキュラム科目概要 文化服装学院教務部 

授業の特徴と担当教員紹介 

クラウドファンディング事業を手掛ける企業よりクラウドファンディングとその活用方法について、スポーツウェア企画販売会社より

スポーツアパレルのプロダクトマーケティングについて、プロのカメラマンによるファッションフォトグラファーの仕事、百貨店バイヤ

ーによるその仕事内容について、工場直結のファッションブランド企業より日本のモノづくりについてなど、幅広く業界の知識を深

めるための講義を実施。 
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参考図書　　　　　　なし

その他資料　　　　都度講師より配布します。

授業の特徴と担当教員紹介

ファッション流通分野での後期９月初めから１０月末の２か月間におよぶインターンシップ研修。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ことを目的として実施。

各自のテーマ発表　市場調査 プレゼンテーション　スピーチ　リハ

各自のテーマ発表　テーマ発見 プレゼンテーション　発表

【評価方法】　　　出席率20％　　授業態度・参加度・グループワーク関与度10％　　　課題提出期限厳守度5％　自律度5％
　　　　　　　　　　リサーチ力15％　　課題の視点度15％　　課題のロジック構築度15％　　課題のアイデア度15％

主要教材図書　　　なし

MBP体験の演習⑦　発表 プレゼンテーション　項目設定　競合調査

MBP体験の演習⑦　発表　フィードバック プレゼンテーション　スピーチ　リハ

MBP体験の演習⑥　プレゼンテーション プレゼンテーション　項目設定　ビジネスモデル

MBP体験の演習⑥　プレゼンテーション プレゼンテーション　項目設定　イメージ設定

MBP体験の演習⑤　グループワーク　販売方法 プレゼンテーション　項目設定　コンセプト

MBP体験の演習⑥　プレゼンテーション プレゼンテーション　項目設定　ターゲット

MBP体験の演習⑤　グループワーク　サービス プレゼンテーション　項目設定　考え方編

MBP体験の演習⑤　グループワーク　販売方法 プレゼンテーション　項目設定　考え方編

MBP体験の演習⑤　グループワーク　MD 各自テーマの項目設定　アイデアと競合調査

MBP体験の演習⑤　グループワーク　サービス 各自テーマの項目設定　アイデアと競合調査

MBP体験の演習⑤　ビジネスモデル設定 各自テーマの事業項目設定　ビジネスモデル

MBP体験の演習⑤　グループワーク　MD 各自テーマの項目設定　アイデアと競合調査

MBP体験の演習④　アイデアフラッシュ 各自テーマの事業項目設定　コンセプト(仮)

MBP体験の演習⑤　ビジネスモデル設定 各自テーマの事業項目設定　ビジネスモデル

MBP体験の演習④　アイデアフラッシュ 各自テーマの事業項目設定　ターゲット

MBP体験の演習④　アイデアフラッシュ 各自テーマの事業項目設定　コンセプト(仮)

MBP体験の演習③　コンセプト設定演習 各自テーマの事業項目設定　ターゲット

MBP体験の演習④　アイデアフラッシュ 各自テーマの事業項目設定　ターゲット

MBP体験の演習③　コンセプト設定演習 各自テーマのマーケティング調査　分析

MBP体験の演習③　コンセプト設定演習 各自テーマのマーケティング調査　分析

MBP体験の演習②　調査発表 各自テーマのマーケティング調査　実施報告

MBP体験の演習②　調査発表 各自テーマのマーケティング調査　分析

MBP体験の演習①　マーケティング調査 各自テーマのマーケティング調査　実施報告

MBP体験の演習①　マーケティング調査 各自テーマのマーケティング調査　実施報告

MBP体験の演習①　マーケティング調査 各自テーマのマーケティング調査　方法設定

MBP体験の演習①　マーケティング調査 各自テーマのマーケティング調査　方法設定

事業概要・目的・授業方式の説明 各自テーマのマーケティング調査　方法設定

MBPとは何かの説明 各自テーマのマーケティング調査　方法設定

【授業概要　到達目標・レベル設定】

興味がある、好きだといった服飾、またはそれにまつわるサービスを、マーケットの調査、ターゲットの調査等を行い、市場、ターゲットに行
かに新鮮な体験とビジネスとしての収益性があるかを、具現化するできるプランにしていくステップを学ぶとともに、自らの企画のビジネスモ
デルと事業コンセプトを企画し、4年次の最終プランの基礎作りをマンツーマンのアドバイスをしながら行う。

【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

内　　容 内　　容

担当教員(代表)　　　小嶋　洋子 共同担当者　　木本 晴美

科コード　　　　　　　　　　       科名     グローバルビジネスデザイン科　3年
科目コード　RA31600405　　　科目名    マイビジネスプロジェクトⅠ

単位 5　　単位

授業期間 通年

2019年度 カリキュラム科目概要 文化服装学院教務部

記載者氏名 小嶋 洋子



 

 
 

科ｺｰﾄﾞ 13053 

科目ｺｰﾄﾞ 946000 

科  名 グルーバルビジネスデザイン科３年 

科目名 長期インターンシップ 

単  位  ５単位 

授業期間  通年 
 
担当教員(代表)：木本 晴美 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） 

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ことを目的とする。 
ファッション流通分野での 後期９月初めから１０月末の２か月間におよぶインターンシップ研修を実施。                        

各自のビジネスプラン「マイビジネスプロジェクト」に関連した自己開拓による国内外のインターンシップ。                                                                        

  
【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 

 

・各企業での研修 

研修中 週報（受け入れ先での研修内容、進捗状況、出欠など）を教員に送り報告。    
 

 
評価方法・対象・比重 

 研修作からの勤務表と評価表 各自の週報 出欠 100％   

 
 
主要教材図書                   

参考図書  

その他資料  
 
 

  

記載者氏名 木本 晴美 

２０１９年度 カリキュラム科目概要 文化服装学院教務部 

 

授業の特徴と担当教員紹介 

ファッション流通分野での後期９月初めから１０月末の２か月間におよぶインターンシップ研修。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ことを目的として実施。 



 

 
 

科ｺｰﾄﾞ 13053 

科目ｺｰﾄﾞ 600460 

科  名 グローバルビジネスデザイン科 3年 

科目名 グローバルマネジメントⅠ 

単  位     ２単位 

授業期間 （通 年） 
 
担当教員(代表)：山地保 共同担当者：  

 
 
【授業概要、到達目標・レベル設定】 

グローバルな視点を前提に、ファッションビジネス業界のビッグビジネスとスモールビジネスの現状に 

マクロ・ミクロ双方からアプローチし、ブランドビジネスの立案からグローバル展開までを視野に入れた 

発表まで行う 

  
【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 

 

 授業の初期の段階では、売り上げを作ることの重要性、ファッションビジネスにおける卸売りの基本的な考え方、展示会の

シーズンごと（プレフォール、秋冬、プレサマー、春夏）の地域別（東京・パリ・上海）、ウィメンズ、メンズ別の実態と

近年の変化について解説し、併せて国内ファッション市場規模の推移と海外市場の分析及び可能性について解説しこれにつ

いて討論を促す。 

 

 次いで、グローバルにビジネスを展開するラグジュアリーブランドの定義や規模とその実態、マーケティングの特性。ザラ

の商品企画、生産、物流、店頭の仕組み、VFコーポレーションの経営手法などビッグビジネスについて学び、世界で成功す

るために何が必要なのか理解を促す。 

 

 また、より身近（等身大）な事例として、現在は南アジアでものづくりをしながら今年2店舗目のショップをオープンした文

化服装学院服装科卒業生の事例、同スタイリスト科を卒業生しパリのショールームで海外を含むブランドのセールス支援を

行っている事例、海外のセレクトショップでバイヤーを務め顕著な成功を収めた事例、パリコレに参加しているデザイナー

の軌跡と今後の展望、日本の展示会の主催者として海外ブランドの出展促進やバイヤーの来場促進を目的に欧米や中国に出

張している社員の事例など、可能な範囲でご本人にも登壇いただきながら、海外で働くということ、そのために必要な能力

などの理解を深めさせる。 

 

 併せて、パリ、上海、東京のファッションウィークの時期に開催される合同展示会、ショールーム、個展の現場で起きてい

ことをスライドも交え、成功事例や問題点を、その背景などリアルな情報と、今後の可能性なども含めて解説する。 

 

 上記の授業を通し、広い視野と、シュチュエーションごとのビジネスのディーテールを理解し、なおかつ自分の意見を持ち

実践と反省のできるビジネスマン（ウーマン）予備軍の形成を計る。 

 
【評価方法】 授業での発言（その内容はもちろん、積極性、声の大きさやトーンなどを含む）、質問に対する回答（瞬発力や 

即興性を含む）、授業終盤の発表内容（オリジナリティやユニーク性を含む）などを総合的に判断して評価する 

 
主要教材図書                   

参考図書  

その他資料  
 
 

 

  

記載者氏名 山地 保 

２０１９年度 カリキュラム科目概要 文化服装学院教務部 

 

授業の特徴と担当教員紹介 

ファッションビジネス専門誌の新聞社にて若手デザイナーの支援や国際的ファッションコンテストの審査員などを経験、現在は当学園

の国際ファッション産学推進機構の機構長として、国内外のファッション産業全体の人材育成に尽力する。そのキャリアを活かし、グ

ローバルな視点を前提に、ファッションビジネス業界のビッグビジネスとスモールビジネスの現状にマクロ・ミクロ双方からアプローチ

し、ブランドビジネスの立案からグローバル展開までを視野に入れた発表まで行う授業を実施。 



 

 
 

科ｺｰﾄﾞ 13053 

科目ｺｰﾄﾞ 609400 

科  名 グローバルビジネスデザイン科３年 

科目名 プロモーション 

単  位       １ 単位 

授業期間    １３回 
 
担当教員(代表)：小野寺 学 共同担当者：  

 
【授業概要、到達目標・レベル設定】 

実際の現場で実地実践を通して、プロモーションの本質 集客 周知 イベント企画 運用 マネジメント力を

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 

内 容 

 

１． プロモーションの概要  （１コマ） 

 

２． 街とプロモーション   （４コマ） 

   実地体験 

   構成力 企画力について 

   ライティング デザインの基礎 

 

３． イベント企画      （９コマ） 

イベントを組み立てするにあたり 

企画デザインの基礎プログラム 

 当日までの準備 

   当日の運用について 

   イベントのフィードバック 

   企画デザインの応用 

   イベント運用のまとめ 

 

 
【評価方法】  演習発表の内容で成績評価  

 
主要教材図書        なし           

参考図書          なし 

その他資料        
なし 

 
 

 

  

記載者氏名  小野寺 学 

２０１９年度 カリキュラム科目概要 文化服装学院教務部 

 

授業の特徴と担当教員紹介 

企画制作会社を運営し様々な企業、地域のクリエイティブ制作、企画運営の実績をもとに、実際の現場で実地実践を通して、プロモ

ーションの本質、集客、周知、イベント企画、 運用、マネジメント力を学ぶ授業を実施。 



 

 
 

科ｺｰﾄﾞ 13053 

科目ｺｰﾄﾞ 605120 

科  名 グローバルビジネスデザイン 3年 

科目名 ﾌｧｯｼｮﾝﾏｰﾁｬﾝﾀﾞｲｼﾞﾝｸﾞⅡ 

単  位 ２単位 

授業期間 通年 
 
担当教員(代表)：佐藤正臣 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） 

★時代の変化に柔軟に対応できる MDの育成 

  
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 

 

・企業の目的とは 

・ＭＤの目的（5滴など） 

・目標の立て方 

・売上の公式 

・自分の目標発表 

・ソフト/ハードMDについて 

・ソフト/ハードＭDが持つべき思考・資質について 

・売価/原価について 

・ＯＴＢを理解する。 

・各種予算の考え方 

・各種予算の考え方２ 

・数値基礎テスト 

・仕入業態を知る 

・MDプランニングの基礎を知る。 

・MD設計１ 

・MD設計２ 

・MD設計３ 

・MD設計４ 

・MD設計５ 

・MD設計６ 

・２年次グループ政策のMD設計をする１ 

・２年次グループ政策のMD設計をする２ 

・２年次グループ政策のMD設計をする３ 

（課）★MD設計作成（グループプラーニング）発表１ 

 
評価方法・対象・比重 

出席：理解（６：４） 
 
主要教材図書 弊社作成 PPT・Excel                  

参考図書  

その他資料  
 
 

 

  

記載者氏名 佐藤正臣 

２０１９年度 カリキュラム科目概要 文化服装学院教務部 

 

授業の特徴と担当教員紹介 

アパレル企業でのマーチャンダイザイーとしての経験をもとに、時代の変化に柔軟に対応できるマーチャンダイザーを育成することを

目標に指導する。 



 

 
 

科ｺｰﾄﾞ  13053 

科目ｺｰﾄﾞ 616300 

科  名 グローバルビジネスデザイン科３年 

科目名 イベントプランニング 

単  位   １   単位 

授業期間 後期 
 
担当教員(代表)：畑谷 芳樹 共同担当者：  

 
 
【授業概要、到達目標・レベル設定】 

企画立案からコンテンツ準備、関係者調整、予算調整、広告宣伝、当日の運用までの一貫したプロジェクト運用

と応用力を養う。 

座学だけでなく、教室を出ての実地実践を通して、イベントの本質理解とプロデュース力、マネジメント力、プ

ロモーション力の醸成を狙う。 
  

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 

コマ 内 容 コマ 内 容 

1 イベントプランニング概論 8 イベントをプロモーションする 

2 どんなイベントがあるのか 9 イベント企画内容の最終確認 

3 イベントを通してなにを伝えるのか 10 イベント企画の完成・関係者打ち合わせ 

4 イベントの企画立案をする-１ 11 イベント実施 

5 イベントの企画立案をする-2 12 イベント実施 

6 イベントの企画立案をする-3 13 イベント後のフォロー活動と総括 

7 イベント企画をプロジェクト化する   

 
【評価方法】  

講義の受講姿勢と企画内容と実施結果により評価を行う 

 
主要教材図書    なし 

参考図書 なし 

その他資料 なし 
 
 

 

  

記載者氏名 畑谷 芳樹 

２０１９年度 カリキュラム科目概要 文化服装学院教務部 

 

授業の特徴と担当教員紹介 

企業やブランドの戦略・広報支援を手掛けている実績をもとに、企画立案からコンテンツ準備、関係者調整、予算調整、広告宣伝、

当日の運用までの一貫したプロジェクト運用と応用力を養う授業を実施。 



 

 
 

科ｺｰﾄﾞ 13053 

科目ｺｰﾄﾞ 607100 

科  名 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽﾃﾞｻﾞｲﾝ科 3年 

科目名 貿易実務 

単  位   2単位 

授業期間   通年 
 
担当教員(代表)：三浦 健 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） 

貿易の基本的流れを理解することを主たる目的とする。 

実社会に出てから、役に立つ程度の基礎知識レベル。 

  
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 コマ 内 容 

1 オリエンテーション 14 前期 試験 

2 アパレル業界の現状について 15 貿易における通関 

3 貿易の種類 16 インコタームズ（貿易に必要なコスト条件） 

4 貿易の種類 17 インコタームズ（貿易に必要なコスト条件） 

5 為替 18 インコタームズ（貿易に必要なコスト条件） 

6 コストの考え方（国内） 19 貿易に必要な支払いの仕方（決済） 

7 コストの考え方（海外） 20 貿易に必要な支払いの仕方（決済） 

8 関税の知識、 21 貿易に必要な書類 

9 関税の知識 22 INVOICE 作成 練習 

10 貿易における運送 23 後期 試験  

11 郊外授業（羽田空港 通関訪問） 24 一般貿易と来料加工貿易の違い 

12 郊外授業（羽田空港 通関訪問） 25 一般貿易と来料加工貿易の違い 

13 貿易における運送 26 総括 

 
評価方法・対象・比重 

評価基準 出席数80％重視 授業姿勢20％ 学業評価 半期末テスト2回 論文 
 
主要教材図書       無          

参考図書         無 

その他資料        無 
 
 

 

  

記載者氏名 三浦 健 

２０１９年度 カリキュラム科目概要 文化服装学院教務部 

 

授業の特徴と担当教員紹介 

様々な企業で生産管理として従事し、国内外の生産現場や貿易実務に精通。そのキャリアをもとに、貿易の基本的流れを理解する

ための授業を実施。 



 

 
 

科ｺｰﾄﾞ    13053 

科目ｺｰﾄﾞ 602200 

科  名 グローバルビジネスデザイン科 3 年 

科目名 アカウンティング 

単  位   1単位 

授業期間 （後期） 
 
担当教員(代表)：荒井 悠輔 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） 

全講通しての目標としては、アカウンティングの意味を理解すること、財務諸表を読めるようになること、財務的な視点

からビジネスを捉えることができるようになることとする。経理および英文経理についての習得は、コース全体の方向性

と異なっているため目標としない。 

あくまで、ファッションビジネスに活かす、経営感覚を養う、グローバルに活躍できる人材を育成することを目標に、講

義内容を設定している。 
  
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 

コマ 内 容 コマ 内 容 

1 会計とはなんなのかを具体例を混ぜて説明して

いく。 
8 損益計算書と対比を行いながらCF計算書の説明を行っ

ていく。 

2 会計の基礎知識を座学で進めていく。 9 利益と税金の関係性について説明を行う。 

3 前期講義の復習と英文会計の基礎を教える。 10 当初の設立計画を修正し、各人ごとに発表を行う。 

4 会社設立計画書の作成 11 当初の設立計画を修正し、各人ごとに発表を行う。 

5 前回の会社設立計画書を発表し、お互いの批評を行

う。 
12 当初の設立計画を修正し、各人ごとに発表を行う。 

6 資本金・負債と資金の流出先である資産について説

明していく。 
13 簿記の基礎問題や簡単な財務諸表の分析の問題を出題す

る。 

7 売上と売上原価の関係等を、損益計算書を軸にして

説明を行う。 
  

 
評価方法・対象・比重 

通常講義の受講姿勢と講義内試験により評価を行う。 

 
 
主要教材図書 なし                   

参考図書 なし 

その他資料 なし 
 
 

 

  

記載者氏名 荒井悠輔 

２０１８年度 カリキュラム科目概要 文化服装学院教務部 

 

授業の特徴と担当教員紹介 

企業での税務会計業務の経験をもとに、アカウンティングの意味と財務諸表の読み方を理解させ、財務的な視点からビジネスを

捉えられるように指導する。 



 

 
 

科ｺｰﾄﾞ 13053 

科目ｺｰﾄﾞ H64100 

科  名 グローバルビジネスデザイン 3年 

科目名 ビジュアルマーチャンダイジング 

単  位           2単位 

授業期間 前期／後期 
 

担当教員(代表)：秋山裕美 共同担当者：  

 

【授業概要、到達目標・レベル設定】 

VMD の用語、目的、効果を知る 

VMD の業務内容とは何を行うのか、一通り演習する事で理解する 

VP 見せる場のテクニックを演習から学び、訴求効果のあるフェアーのデザインプラン、演出プランができるようになる 

  
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 

コマ 内 容 コマ 内 容 

1 VMD , ディスプレイ概論    PC可 

講義                  VMD の目的、役割 

14 導線計画 回遊性 滞留生の目的と効果 

         ゾーニング計画 VP/PP/IP 

2 テクニック演習 

マネキン、トルソーの種類、特徴 

15 効果的な高さ  購買心理、行動 

3 講義とグループ演習    マネキン、トルソーを使った演習 

フォーミング、ウエアリング演習 

16 商品陳列 

IP 商品のイメージ画像と図解 

4 道具、ツールを知る 

構成力をそれぞれのテクニック演習から学ぶ 

17 商品陳列方法 カラー、デザイン、マテリアル、サイズ、 

デザイナー別など 

5 置く 

吊る ピンナップ 

18 ハンギングとフォールデット 

6 ピンワーク 

布のたたみ方、シーンによっての演出の布の扱い方 

19  

7 VP ディスプレイプランニング 

プランニングをする為のイメージ収集    VPデザイン画 

20 PP 店内の見せ場の目的と効果 

8 VP ディスプレイ 21 VP ディスプレイデザイン 

フェアー、イベントの目的のデザイン 

9  22 POP，DMおデザインプラン 

イメージ コラージュ 

10 ディスプレイレポート 

レポートの内容の説明 

23  

11 レポート提出 24 まとめ         人間工学から割り出した寸法 

人間の心理、行動パターンからの説明 

12 VMDマップ制作 各自、業種を選び行う テイストとスタイル

マップ制作に必要な用語             講義と制作 

25 論理的な説明でレポートにまとめ発表する  

マップ、レポート提出 

13 平面図に什器をレイアウト 

什器の種類とサイズ 

  

 
【評価方法】  

出席状況 50% 作品の理解、まとめ方 50% 
 

主要教材図書  ディスプレイ .VP.VMD( 文化出版） 

参考図書 INSPIRATION ( 海外ディスプレイ紹介写真集） 

その他資料 マネキンのカタログ 雑誌（ファッション、インテリア系） 
 
 

 

  

記載者氏名 秋山裕美 

２０１９年度 カリキュラム科目概要 文化服装学院教務部 

 

授業の特徴と担当教員紹介 

百貨店、アパレル、展示会などでディスプレイデザイナーとして活動する経験をもとに、VMD の用語、目的、効果及び VMD の業務

内容とは何を行うのか、一通り演習する事で理解させる。ディスプレイデザインのテクニックを演習から学び、訴求効果のあるフェア

ーのデザインプラン、演出プランができるよう指導する。 



 

 
 

科ｺｰﾄﾞ 13053 

科目ｺｰﾄﾞ 300400 

科  名 グローバルビジネスデザイン科 3年・ 

科目名 レザークラフト 

単  位     1単位 

授業期間 前期（    ） 
 
担当教員(代表)：藤本 昌悟 共同担当者：  

 
【授業概要、到達目標・レベル設定】 

・ 素材としての革の知識を深める 

・ 危険工具を扱う安全対策及び基礎知識の習得 

・ 革の種類によって加工方法の違いを知る 

  
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 
 

 

前半：革の知識を深める 

   使用工具を見てもらい使用方法を学んでもらう 

   小物を製作する事でデザイン（イメージ画）から製図→型紙→裁断→縫製→仕上げの一連の 

基礎技術を習得 

作品の提出 

 

後半：バッグのパターンを学ぶ 

   デザイン画（イメージ）を元に仕立て方を裁断 

   革の選び方、革の厚み、芯材の有無を仕上がりを予測して選択する 

   必要に応じて金具の取付け方法を学習 

   前半の基礎技術の応用で一つの鞄を仕上げる 

   作品の提出 

 
【評価方法】  

製作物の提出・授業態度・出欠 

 
主要教材図書                   

参考図書  

その他資料 BAG DESIGN 
 
 

 

  

記載者氏名 藤本 昌悟 

２０１９年度 カリキュラム科目概要 文化服装学院教務部 

 

授業の特徴と担当教員紹介 

手縫いの鞄工房を立ち上げ、オーダーメイドの革製品制作と販売を展開。その専門知識と技術を生かし、革小物の実物制作を体験さ

せることによって、革製品の商品知識を習得させる。 



 

 
 

科ｺｰﾄﾞ 13053,13813 

科目ｺｰﾄﾞ 502400 

科  名 グローバルビジネスデザイン科 3 年 

ファッションディレクター専攻 3 年 

科目名 パーソナルカラー実践・実習 

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  （＊色彩活用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） 

これまで学んできた色彩学・配色理論をベースに、ファッション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、カラー戦略としてパーソナルカラーを習得する。似合う色を分析するドレーピング、クライアントへの対応スキル、

アドバイスシート・プランニングシートの作成等を通してコンサルティング力（分析・提案）やプランニング力（企画・提

案）を磨くことを目標とする。 
 
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、 

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 
 

◆ オリエンテーション（１コマ） 

・授業の目的・内容・進め方 ／ 習得目標スキル ／ 資格取得の意義（色彩活用パーソナルカラー検定２級・１級） 

・パーソナルカラーの全体像および本来の目的・意味 

・ファッションビジネスへのパーソナルカラーの活用方法や展開方法 ／ 活用事例 

◆ パーソナルカラー概論（２コマ） 

・パーソナルカラー（似合う色）の定義 

・パーソナルカラーの色分類とイメージ ／ 色の見分け方（色感） 

・色素と似合う色の関係性（色の三属性でとらえる考え方）／ 色素確認と似合う色の予想 

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

◆ コンサルティング実習（４コマ） 

 ・分析理論 ／ コミュニケーションに活かすドレーピング方法 

・ドレーピング実践 

 ・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・手法 

・プロファイルの読み込み・コンセプト立案・配色提案（自分ブランディング提案） 

・提案資料（アドバイスシート）の作成・発表 

◆ ファッションビジネスへの活用（パーソナルカラーによる企画・提案）（６コマ）  

 ・パーソナルカラーを他者に説明する（定義・色分類・イメージワード・色素と似合う色の関係） 

・説明ツールの作成・発表 

・パーソナルカラーのビジネス展開の可能性を考える（商品・ＶＭＤ・サービス等への活用方法） 

・カラー戦略としてパーソナルカラーを活用する手法とその体験 → 企画書の作成 

・プレゼンテーション（企画の発表）  

 
評価方法・対象・比重 

① S～C・F評価：学業評価 50%（課題の内容評価・授業内ロープレ） 

授業姿勢 50%（出席状況・課題提出状況・取組み） 

 

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 

２０１９年度 カリキュラム科目概要 文化服装学院教務部   

授業の特徴と担当教員紹介 

パーソナルカラーリスト、カラーコーディネーターのキャリアを活かし、これまで学んできた色彩学・配色理論をベースに、ファッションビ

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、カラー戦略としてパーソナルカラーを習得する授業を実施。 



 

 
 

科ｺｰﾄﾞ 

13053.13813 

科目ｺｰﾄﾞ 60935 

科  名 Fディレクター専攻・グローバルデザイン科 

科目名 デジタル PR演習 

単  位          １ 単位 

授業期間 前期（13コマ） 

 
担当教員(代表)：中村 浩 共同担当者：  

 
【授業概要、到達目標・レベル設定】 
ファッションマーケティングが大きく変化する現在、PRツールとしてのデジタルメディアの使い方が重要になっています。ホームページ作

成と動画編集の演習をベースに、消費者の関心、興味、共感をどうやってつかめばいいのか。最新のテクノロジーやイノベーションに対応

できる統合的な PRツールの習得を目指す。使用ソフト/Adobe Photoshop / Adobe AfterEffect / 

  
【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 コマ 内 容 

1 イントロダクション アンケート 自己PR           8 動画制作（adobe AfterEffect 基礎演習１） 

2 Pinterestでイメージを検索（MYバナー制作）      9 動画制作（adobe AfterEffect 基礎演習２） 

3 ホームページ制作１（構成・考え方）           10 動画制作（adobe AfterEffect 基礎演習3） 

4 ホームページ制作2（WIXページによるHP作成）                              11 PR動画制作１（撮影・グループワーク） 

5 ホームページ制作3（WIXページによるHP作成）       12 PR動画制作１（撮影・グループワーク） 

6 ホームページ制作4（HPのSNS連携）    13 PR動画プレゼンテーション（まとめ提出） 

7 ホームページ制作５（まとめ・提出）   

 
【評価方法】  

S～C・F評価 学業７０%  授業姿勢３０％ 
 
主要教材図書   なし                

参考図書 なし 

その他資料 筆記用具 USBフラッシュメモリ 
 
 

 

  

記載者氏名 中村 浩 

２０１９年度 カリキュラム科目概要 文化服装学院教務部 

 

授業の特徴と担当教員紹介 

百貨店におけるオンラインショッピングの販促企画担当や、フリーランスとして企業 WEB サイトの企画デザイン制作を手掛けるキャリ

アを活かし、HP 作成と動画編集の演習をベースに、消費者の関心、興味、共感をどうやってつかめばいいのかを指導。最新のテクノ

ロジーやイノベーションに対応できる統合的な PR ツールの習得を目指す授業を実施。 



 

 
 

科ｺｰﾄﾞ  13053 

科目ｺｰﾄﾞ 980030 

科  名 グルーバルビジネスデザイン科３年 

科目名 特別講義Ⅲ 

単  位  ２ 単位 

授業期間  通年 
 
担当教員(代表)：木本 晴美 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） 

カリキュラム内の科目に属さない内容の集中講義で、ファッション分野を幅広く理解させる                                                                       

  
【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、 

 

１．アジアで今何が起きているか        ３コマ 

 

２．ビジネスマナー              １コマ 

  

３．トレンド解説               ２コマ 

 

４．今後のグローバルビジネス         ６コマ 

 

５．舞台衣装見学（歌舞伎）美術館展覧会見学 １０コマ 

 

６．イベントプランニング           ３コマ 

 

７． ストリートファッション・カルチャー史   １コマ 

 
 

 
評価方法・対象・比重 

出席状況 100％ 

 
 
主要教材図書                   

参考図書  

その他資料  
 
 

 

  

記載者氏名 木本 晴美 

２０１９年度 カリキュラム科目概要 文化服装学院教務部 

 

授業の特徴と担当教員紹介 

様々な企業でバイヤーやプランナー、HP の企画運営などを担当後、現在はマーケティングプラン・データ解析を主力とするフリーラン

スとして活動する実績をもとに授業を展開。3 年次で自ら企画したマイビジネスプロジェクトをベースに、実現可能な MD、VMD、内装

や陳列、サービス、顧客管理、接客方法、プロモーションを計画させ、利益の出るプランを考えプレゼンテーションさせる。 



 

 
 

科ｺｰﾄﾞ 13054 

科目ｺｰﾄﾞ 600400 

科  名 グローバルビジネスデザイン科 4 年 

科目名 マイビジネスプロジェクト 

単  位         4  単位 

授業期間 通年 

 
担当教員(代表)：小嶋 洋子 共同担当者： 木本 晴美 

 
【授業概要、到達目標・レベル設定】 

3年までにマイビジネスプロジェクトのビジネスモデル、コンセプト、ターゲット、基本アイデアプランを基に、 

計数計画を持って、実現可能な MD、VMD、内装や陳列、サービス、顧客管理、接客方法、プロモーションを計画するとともに

利益の出るプランを考え、プレゼンテーションをする。そのために各自マンツーマンで指導。 
  

【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、 

コマ 内  容 コマ 内  容 

1 3 年時までの課題の再設定 31 アイデアブラッシュアップ 

2 3 年時までの課題のスケジュール設定 32 競合確認 

3 最終イメージまでのマイルストーン設計 33 顧客体験のブラッシュアップ 

4 最終イメージまでのマイルストーン設計 34 顧客体験のブラッシュアップ 

5 最終イメージまでのマイルストーン設計 35 顧客体験のブラッシュアップ 

6 追加調査・競合調査 36 プレゼンテーション 文章 コピー 

7 追加調査・競合調査 37 プレゼンテーション 文章 コピー 

8 追加調査・競合調査 38 プレゼンテーション 文章 コピー 

9 追加調査・競合調査 39 プレゼンテーション グラフ チャート 

10 追加調査・競合調査 40 プレゼンテーション グラフ チャート 

11 最終コンセプト設定 41 プレゼンテーション グラフ チャート 

12 最終コンセプト設定 42 プレゼンテーション グラフ チャート 

13 最終ビジネスモデルの設定  43 プレゼンテーション グラフ チャート 

14 最終ビジネスモデルの設定  44 プレゼンテーション ビジュアル 

15 最終ビジネスモデルの設定  45 プレゼンテーション ビジュアル 

16 MD とのすり合わせ及び経費設計 46 プレゼンテーション ビジュアル 

17 MD とのすり合わせ及び経費設計 47 プレゼンテーション ビジュアル 

18 MD とのすり合わせ及び経費設計 48 プレゼンテーション ビジュアル 

19 MD とのすり合わせ及び経費設計 49 リハ 

20 MD とのすり合わせ及び経費設計 50 リハ 

21 MD とのすり合わせ及び経費設計 51 リハ 

22 プロモーションとの課題抽出と経費設計 52 リハ 

23 プロモーションとの課題抽出と経費設計 53 リハ 

24 プロモーションとの課題抽出と経費設計 54 リハ 

25 プロモーションとの課題抽出と経費設計 55 リハ 

26 プロモーションとの課題抽出と経費設計 56 リハ 

27 プロモーションとの課題抽出と経費設計 57 リハ 

28 全体アイデアのブラッシュアップ 58 リハ 

29 全体アイデアのブラッシュアップ 59 発表 

30 中間発表 フィードバック 60 発表 
 
【評価方法】  出席率20％  授業態度・参加度・グループワーク関与度10％   課題提出期限厳守度5％ 自律度5％ 

          リサーチ力15％  課題の視点度15％  課題のロジック構築度15％  課題のアイデア度15％ 

 
主要教材図書   なし                

参考図書 なし 

その他資料 なし 
 
 

 

  

記載者氏名 小嶋 洋子 

２０１９年度 カリキュラム科目概要 文化服装学院教務部 

 

授業の特徴と担当教員紹介 

様々な企業でバイヤーやプランナー、HP の企画運営などを担当後、現在はマーケティングプラン・データ解析を主力とするフリーラン

スとして活動する実績をもとに授業を展開。3 年次で自ら企画したマイビジネスプロジェクトをベースに、実現可能な MD、VMD、内装

や陳列、サービス、顧客管理、接客方法、プロモーションを計画させ、利益の出るプランを考えプレゼンテーションさせる。 



 

 
 

科ｺｰﾄﾞ 13054 

科目ｺｰﾄﾞ 600470  

科  名 グローバルビジネスデザイン科 4年 

科目名 グローバルマネジメントⅡ 

単  位       ２    単位 

授業期間    年間２７回 
 
担当教員(代表)：太田 伸之 共同担当者：  

 

【授業概要、到達目標・レベル設定】海外ファッション流通業の動向、問題点、この先の見通しと日本企業が海外展

開する上での成功と失敗事例から、グローバルビジネスに欠かすことのできない様々な知見を習得。 

  
【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、 
コマ 内 容 コマ 内 容 

1 講義  オンライン消費時代の到来 15 演習 販路開拓調査研究 

2 講義 製造小売業の凋落 16 演習 発表 

3 講義 メディアサービスが変わる 17 講義 大手アパレルの事例 

4 講義 頻発するデザイナー解任劇 18 講義 個性派アパレルの事例 

5 講義 工場直結ビジネスモデル 19 講義 百貨店の事例 

6 校外実習 Re made in Tokyo japan代官山訪問 20 校外実習 第一織物東京ショールーム 

7 演習 オムニチャネル調査研究 21 演習 海外合同展示会 

8 演習 発表 22 演習 発表 

9 講義 ライセンスビジネスの変遷 23 講義 クールジャパン政策 

10 講義 外資のジャパン社設立 24 講義 インバウンド消費の将来 

11 演習 外資ブランド調査研究 25 講義 インバウンドの新ビジネス 

12 演習 発表 26 演習 発表 

13 講義 日本ブランドの海外展開 27 講義 世界に売り込め 

14 講義 日本ブランドの海外展開   

 
【評価方法】  演習発表の内容で成績評価  

 
主要教材図書        なし           

参考図書          なし 

その他資料         毎回レジュメと資料を配布 
 
 

 

  

記載者氏名  太田 伸之 

２０１９年度 カリキュラム科目概要 文化服装学院教務部 

 

授業の特徴と担当教員紹介 

海外でのファッションジャーナリストとしての活動後、東京コレクションの創設に関わり、国内アパレル企業の代表を歴任。そのグロー

バルな経歴を活かし、海外ファッション流通業の動向、問題点、この先の見通しと日本企業が海外展開する上での成功と失敗事例か

ら、グローバルビジネスに欠かすことのできない様々な知見について講義する。 



2019 年度 カリキュラム科目概要 

科ｺｰﾄﾞ 13054 
科目ｺｰﾄﾞ 609600  

科  名 グローバルビジネスデザイン科 4年 
科目名 プロモーション戦略 

単  位         ２  単位 

授業期間 通年 

担当教員(代表)：小嶋 洋子 共同担当者： 木本 晴美 
 

【授業概要 到達目標・レベル設定】 

  MBP の授業を基本としながら、そのプランに必要なプロモーションプランの作成を行う。 

  プロモーションとは目的、目的達成のための数値目標を明確にし、その達成のためのメディア、ツール、 

  クリエイティブとその効果と予算を決定し、PDCA で分析することであり、そのプロセスでプランニングを行う。 

  各自のプランに合わせたプラン作成を行うため、マンツーマンでフォロアップしていく。 

  
【授業計画】【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 コ  マ 内  容 

1 MBP プランの基本項目、MD の全体プランを理解する。 16 顧客はこれにより新しい体験ができるかの検証 

2 MBP プランの基本項目、MD の全体プランを理解する。 17 顧客はこれにより新しい体験ができるかの検証 

3 何が足りないか、必要かを考える。 18 コンセプトに即しているかブラッシュアップ 

4 何が足りないか、必要かを考える。 19 MD 他の戦略とのすり合わせ 

5 いつ、どこの、何が必要かを考える。 20 プロモーション/サービス 

6 いつ、どこの、何が必要かを考える。 21 プロモーション/接客サービス 

7 いつ、どこの、何が必要かを考える。 22 プロモーション/顧客管理 

8 プランニング設計 23 プレゼンテーション 年間計画 

9 プランニング設計 24 プレゼンテーション 各プランの具体案 

10 経費調査 25 プレゼンテーション メリットデメリット 

11 経費調査 26 プレゼンテーション 収支計画 

12 アイデアブラッシュアップ 27 プレゼンテーション ビジュアル作成 

13 アイデアブラッシュアップ 28 プレゼンテーション ビジュアル作成 

14 アイデアブラッシュアップ 29 リハーサル 

15 アイデアブラッシュアップ 30 リハーサル 

【評価方法】  出席率 20％  授業態度・参加度・グループワーク関与度 10％   課題

提出期限厳守度 5％  

自律度 5％  リサーチ力 15％  課題の視点度 15％  課題のロジック構築度 15％  

課題のアイデア度 15％ 

主要教材図書  なし 

参考図書    なし 

その他資料   なし 

 

文化服装学院教務部 

記載者氏名 小嶋 洋子 

授業の特徴と担当教員紹介 

様々な企業でバイヤーやプランナー、HP の企画運営などを担当後、現在はマーケティングプラン・データ解析を主力とするフリーランスとし

て活動する実績をもとに、学生自ら企画するマイビジネスプロジェクトに必要なプロモーションプランの作成を行う授業を展開。 



 

 
 

科ｺｰﾄﾞ 13054 

科目ｺｰﾄﾞ 609700 

科  名グローバルビジネスデザイン科 4年 

科目名 マーチャンダイジング戦略 

単  位 ２単位 

授業期間 通年 
 
担当教員(代表)：佐藤正臣 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） 

〇マイビジネスプロジェクトへ向けてのサポートと、就職してからも役立つ MD知識を身に着ける 
  

【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（復）売価・原価・粗利益・値入の基礎 

・昨年の復習を簡単に 

・粗利益の説明（小売り・製造業の違い） 

２（復）OTBのロジック 

３ OTB表は何故必要なのか？ 

・2つの基礎をくっつけたもの 

・MDの目的「売上」「粗利」の向上 

・在庫回転率とは？ 

・リテール数値マネジメントのロジック 

４ 仕入設計の考え方 

・P/L C/F交えながら 

・必要粗利益高と粗利益率の設定 

・数量を作ると何故原価率は下がるのか？ 

・仕入形態別の原価考察 

・仕入設計の考え方 

・余った在庫をどう考えるか？ 

５ 売上の公式と販売戦略 

６ MDスケジュール 

７ MD予算設計～自分が実行したいディレクションを数値で表現する～ 

・月別売上分解 

・カテゴリー別売上分解 

・仕入業態別売上構成（仮） 

８ アイテム・SKU数設定 

・標準店舗の考え方 

・販売期間の考え方 

・アイテム・SKU数の算出・分解 

９ OTB計画策定（カテゴリー別）→本格的なMD設計 

・粗利率の月別設計 

・仕入の月別設計 

・在庫の月別設計 

１０ MBPへ向けて個別サポート 
 
評価方法・対象・比重 

出席：理解（５：５） 
 
主要教材図書 弊社作成 PPT・Excel                  

参考図書  

その他資料  
 

 

 

記載者氏名 佐藤正臣 

２０１９年度 カリキュラム科目概要 文化服装学院教務部 

 

授業の特徴と担当教員紹介 

アパレル企業でのマーチャンダイザイーとしての経験をもとに、マイビジネスプロジェクトへ向けてのサポートと、就職してからも役立

つ MD 知識を身に着ける授業を実施 



 

 
 

科ｺｰﾄﾞ 13054 

科目ｺｰﾄﾞ 618200 

科  名 グローバルビジネスデザイン科４年 

科目名 Webマーケティング 

単  位       ２単位 

授業期間    ２８回 
 

担当教員(代表)：海老名 康 共同担当者：  

 

【授業概要、到達目標・レベル設定】 

アパレル系企業のマーケティング部門および PR部署に就業した際、その後のキャリア形成において大きな貢献

ができるよう Webマーケティング領域の知識や経験を積むこと 

  

【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、 

内 容 

 

１． オリエンテーション（1コマ） 

２． Webマーケティングとは何か（1コマ） 

３． マーケティングとは何か（1コマ） 

４． マーケティングとWebマーケティングの違い（1コマ） 

５． Webショップ サイトの構築の手法（1コマ） 

６． WebサイトにおけるSEO手法（1コマ） 

７． 実践的SEO対策（3コマ） 

８． SEO大作の振り返り確認と重要性（2コマ） 

９． リスティングの確認と重要性（1コマ）」 

１０． SNS広告概要（1コマ） 

１１． 実践的SNS広告(2コマ) 

１２． リスティングの確認と重要性（1コマ） 

１３． プレスリリース概要（1コマ） 

１４． 動画広告概要（1コマ） 

１５． コンテンツマーケティング（1コマ） 

１６． その他Webサービス活用（2コマ） 

１７． まとめ（1コマ） 

 
【評価方法】  演習発表の内容で成績評価  

 
主要教材図書        なし           

参考図書          なし 

その他資料        
なし 

 

 

  

記載者氏名 海老名康 

２０１９年度 カリキュラム科目概要 文化服装学院教務部 

 

授業の特徴と担当教員紹介 

大手広告代理店や様々な企業の Web 広告施策の担当経験を活かし、アパレル系企業のマーケティング部門および PR 部署に就業

した際に必要な Web マーケティング領域の知識や経験を積ませる授業を実施。 



 

 
 

科ｺｰﾄﾞ 13054 

科目ｺｰﾄﾞ 607500 

科  名 グローバルビジネスデザイン科 4年 

科目名 ファッションロー 

単  位           単位 

授業期間  
 

担当教員(代表)：金井倫之 共同担当者：海老澤美幸、小松隼也、近藤泰祐 

 
 

【授業概要、到達目標・レベル設定】 

ファッションビジネスに関連する法律について知的財産制度を中心に概略を紹介する。将来ファッションビジネ

スに携わる際の法的問題に“気づき”を得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名・ボディ種類、見学先、 

コマ 内 容 コマ 内 容 

1 ファッションロー概論 8 ファッション業界の法律関係とトラブル（前編） 

2 
ファッションロー  
ファッションに関する事件の紹介 9 ファッション業界の法律関係とトラブル（後編） 

3 知的財産制度の紹介、商標・意匠制度 10 ビジネスモデル 

4 商標・意匠制度 11 ビジネスモデルと知的財産 

5 著作権 12 知的財産のマネジメント 

6 契約書の仕組み 13 マイビジネスプロジェクト発表 

7 ファッションを取り巻くさまざまな法律   

 
【評価方法】  

S～C・F 評価 学業 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 金井倫之 

２０１９年度 カリキュラム科目概要 文化服装学院教務部 

 

授業の特徴と担当教員紹介 

弁理士としてのキャリアをもとに、ファッションビジネスに関連する法律について知的財産制度を中心に概略を紹介し、将来ファッショ

ンビジネスに携わる際の法的問題に“気づき”を得ることを目標とした授業を実施。 



 

 
 

科ｺｰﾄﾞ  13054 

科目ｺｰ  602300 

科  名 グローバルビジネスデザイン科 4年 

科目名 ファイナンス 

単  位           1単位 

授業期間 前期 
 

担当教員(代表)：田中慎一 共同担当者：  

 
 

【授業概要、到達目標・レベル設定】 

ビジネスの世界で「事業（戦略）」とともに車の両輪をなす「ファイナンス（戦略）」の基本的なエッセンスを学

ぶ。会社に投資を行う投資家の思考を理解したうえで、ビジネスプラン（プロジェクト）にリアリティを出すた

めのファイナンス手法の理解を目標とする。 
  

【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名・ボディ種類、見学先、 

コマ 内 容 コマ 内 容 

1 アカウンティングとファイナンスの違い 8 ファイナンスの基本④時間価値 

2 ファイナンスの基本①リスクとリターン 9 ファイナンスの基本⑤キャッシュフロー 

3 ファイナンスの基本②２種類の投資家を知る 10 投資の評価方法とバリュエーションの基本 

4 ファイナンスの基本③資本コスト 11 新しいファイナンス手法と最近のトレンド 

5 資金調達ゲーム 12 ピッチコンテスト①ビジネスプランの投資家へのプレゼン 

6 資金調達の種類と方法（DebtとEquity） 13 ピッチコンテスト②投資家からのフィードバックと振り返り 

7 事業計画の作り方と投資家の視点   

 
【評価方法】  

講義中の発言内容や授業への参加度・貢献度、および、12・13回のピッチコンテストの内容で評価。 

 
主要教材図書 なし 

参考図書 なし 

その他資料 講義の際に適宜印刷物を配布 
 

 

 

  

記載者氏名 田中慎一 

２０１９年度 カリキュラム科目概要 文化服装学院教務部 

 

授業の特徴と担当教員紹介 

様々な企業で M＆A に関するアドバイザリー業務を担当し、現在はアドバイザリーサービスに加えて経営コンサルティングや企業再

生を手掛ける企業の代表として活躍。そのキャリアをもとに、ビジネスの世界で「事業（戦略）」とともに車の両輪をなす「ファイナンス

（戦略）」の基本的なエッセンスを学習させる。会社に投資を行う投資家の思考を理解したうえで、ビジネスプラン（プロジェクト）にリア

リティを出すためのファイナンス手法の理解を目標とする。 



 

 
 

科ｺｰﾄﾞ 13054 

科目ｺｰﾄﾞ 980040 

科  名 グローバルビジネスデザイン科 4年 

科目名 特別講義Ⅳ 

単  位  ２ 単位 

授業期間 通年 
 

担当教員(代表)： 木本 晴美 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） 

カリキュラム内の科目に属さない内容の集中講義で、ファッション分野を幅広く理解させる 

  

【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、 

 

１．世界で今何が起きているか        ３コマ 

 

２．クリエーションビジネス         ３コマ 

  

３．トレンド解説              ２コマ 

 

４．今後のグローバルビジネス        ６コマ 

 

５．舞台衣装見学（歌舞伎）美術館展覧会見学 ９コマ 

 

６．コンテンツ配信の様々な方法       １コマ 

 

７．ファッションショープロデュース     ２コマ 

 

８．ストリートファッション・カルチャー史  １コマ 

 
評価方法・対象・比重 

出席状況 100％ 

 
 
主要教材図書         なし          

参考図書 なし 

その他資料 なし 
 

 

 

 

記載者氏名 木本 晴美 

２０１９年度 カリキュラム科目概要 文化服装学院教務部 

 

授業の特徴と担当教員紹介 

海外アジアで活躍するファッションビジネスコンサルタントより世界で今何が起きているか、各ブランド、ショップ、メーカー、メディアで

活躍するディレクター兼コーディネーターよりクリエーションビジネスについてなどファッション業界を幅広く理解させる授業を実施。 


