
 

 
 

科ｺｰﾄﾞ 13501 

科目ｺｰﾄﾞ 980010 

科  名 ファッション流通科 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)：野原 美香 

共同担当者： 2=岩村.3=德滿.4=吉田.5=内田.6=松本.7=縄田.8=北村.9=佐藤 
 

【授業概要、到達目標・レベル設定】 

レギュラー授業に含まれない人材育成のために、講義をはじめファッション流通で学ぶ上で、今後に役立つ知識を習得する。 

ファッション流通業における経営や仕入れや販売、ディスプレイ、スタイリング、ヘアメイク、販売促進・ＰＲなど、 

ビジネスにおける情報活用の重要性が高まっている現状において、専門科目における情報収集・分析のスキルとは別に、 

市場や展示会、美術館、舞台衣装などの見学を通して、ファッション情報に関する見聞を広げる。 
  
【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 

コマ 内 容 コマ 内 容 

1 有意義な学生生活のためにⅠ「ストレスチェックとそのパターン」 16 就職対策 「履歴書・面接」③ 

2 有意義な学生生活のためにⅡ「対人関係パターン」 17 就職対策 「履歴書・面接」④ 

3 ビジネスマナーⅠ「挨拶と返事」 18 就職対策 「履歴書・面接」⑤ 

4 下着の一般知識 19 就職対策 「履歴書・面接」⑥ 

5 職種研究Ⅰ 20 スタイリストの世界 

6 職種研究Ⅱ 21 服飾解剖学Ⅰ「人体観察(シルエッター)」 

7 プロポーション美学演習「正しい姿勢と歩き方」 22 服飾解剖学Ⅱ「人体と頭部について」 

8 問屋街見学(横山町) 23 エディターの世界 

9 メイクアップアーティストの世界 

「ファッションをいかすヘアメイク」 

24 生産管理機器見学説明 

10 ビジネスマナーⅡ「仕事とは、働くことの意義」 25 美術館見学① 

11 リテールマーチャンダイジング「計数について」 26 美術館見学② 

12 ファッションアドバイザーの世界 27 観劇(舞台衣装見学) 

13 就職対策 「自己分析」 28 観劇(舞台衣装見学) 

14 就職対策 「履歴書・面接」① 29  

15 就職対策 「履歴書・面接」② 30  

 
【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                   

参考図書  

その他資料  
 

 

 

 

 

記載者氏名 吉田 真理子 

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 

雑誌編集長によるエディターの世界、モデルのウォーキング指導を行う企業より正しい姿勢と歩き方、下着メーカーによる下着の一

般知識、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。 



 

 

 
 

科コード  13501 

科目コード 504500 

科  名 ファッション流通科 １年 

科目名 コンピュータワーク 

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：西村 元良・中村 浩 
 
【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。 

• ドロー系ソフト／Illustrator の基礎  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 

 

授業は全て講義・実操作で行い、実習の練習時間を設けることで個々の不明点をフォローしていく 

 

■オリエンテーション 1コマ 

◆ 教室利用の注意事項、及び個人ＩＤ利用の説明・日本語入力の基礎確認 

 

■フォトレタッチ系ソフト（Photoshop / Adobe社製）９コマ 

◆ 基本操作、画像の加工方法及び、印刷物へ利用する為の画像の基本知識・操作を習得 

◆ ①画像選択 ②合成/加工/修正の方法と手順 ③課題 コラージュの制作 

 

■ドロー系ソフト（Illustrator / Adobe 社製）４コマ 

◆ 基本操作、MAPや企画書を作成していく上で必要となる機能・操作を習得 

◆ ①ツール操作方法 ②図形・線の描画 ③文字の入力 ④課題 コラージュの制作 

 

■Photoshop / Illustratorの連携操作による課題制作 ７コマ 

◆ 画像の配置とリンク・画像ファイルの管理方法の説明 

◆ ＜課題＞自分の好きなブランドのトレンドを予測したA3サイズのイメージマップ制作 

 

■プレゼンテーション作成ソフト（PowerPoint / Excel  Microsoft社製）６コマ 

◆ PowerPoint ①ツール基本操作 ②スライドの作成 ③画像の利用 ④アニメーション・画面切り替えの設定 

◆ Excel ①表作成および四則演算 ②基本関数 ③グラフ作成 など 

 

全コマ数：27コマ 
 

【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科目コード 

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。 

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、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の実施。 

コンピュータープログラマー、CGデザイナーとして様々なデザインを手掛けてきた。この経験をもとに、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 13522 

科目ｺｰﾄﾞ 701660 

科  名 流通科 2年ショップスタイリストコース 

科目名 セールスコーディネート 

単  位 2単位 

授業期間 通年（    ） 
 

担当教員(代表)：黒沢友美 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 セールストークに求められるコーディネートの基本的な知識と技術を理論と実践を通して学ぶ。 
② 客観的な視点に立ったコーディネートが組める。 
③ コーディネートを論理的に捉えることで感性の理論化を目指す。 

  
【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 

 

◇課題設定 

1.テーマに沿ったコーディネートを実践すること ：情報を収集する、表現方法を練る、具現化する 

2.コーディネートは客観的視点と論理的に捉えた組み合わせの解説であること 

3.成果発表で評価を受けること ：課題ごとの考えや具現化したものを相手に伝え他者評価を受ける 

◇授業概要（全27コマ） 

1.オリエンテーション×0.5 

  「似合うとは」を考えコーディネートの本来の意味を理解 

 

2.アクセサリーに視点を置いたコーディネート×4.5 

眼鏡・サングラスの扱い方と装い。眼鏡・サングラスのデザインと顔型とのバランスを理解 

5Ｗ1Ｈで眼鏡・サングラスに視点を置いたコーディネートを立案。 リサーチ、実践、発表（課題） 

 

3.素材に視点を置いたコーディネート×5 

同素材・異素材・柄のコーディネートの特徴を理解 

5Ｗ1Ｈで素材に視点を置いたコーディネートを立案。リサーチ、実践、発表（課題） 

 

4.アクセサリーに視点を置いたコーディネート×4 

ネックレスの扱い方と装い。デザインと体格とのバランスを理解 

5Ｗ1Ｈでネックレスに視点を置いたコーディネートを立案。 リサーチ、実践、発表（課題） 

    ※夏季休暇課題 

 

5.体型カバーに視点を置いたコーディネート×8 

   錯視効果を体型カバーに活用、体型の悩み別コーディネート企画、実践、発表（課題） 

 

6.着回しに視点を置いたコーディネート×5 

主力アイテムを軸にした組合せを5つのポイント押さえて企画、実践、発表（課題） 
 
評価方法・対象・比重 

出席日数（10％）、日々のプリントノート（10％）、課題（30％）、プレゼン（10％）、試験（40％） 
 
主要教材図書   文化ファッション大系ファッション流通講座⑦コーディネートテクニック演出編 
参考図書 文化ファッション大系ファッション流通講座④コーディネートテクニックアクセサリー編 Ⅱ  

その他資料  
 

 

 

 

 

記載者氏名 黒沢友美 

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 

商品を販売する際には、その商品の魅力となる日々の活用方法を十分に伝えていくことが必要だ。当該教員はアパレル企業での販

売実務の経験を生かし、素材、色、形の特徴を考慮したコーディネート手法と、アクセサリーによる効果について実践的かつ論理的

に指導する。 



 

 
 

科ｺｰﾄﾞ 13522 

科目ｺｰﾄﾞ 605600 

科  名 ファッション流通科ショップスタイリストコース 

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 通年 
 

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】 

ショップの売り場作りの政策である VMDを理解し、販売員としてのスキルアップを目指す 
前期 テクニックを学び、ウインドー（VP）のディスプレイを学ぶ 
後期 VMDマップの制作で売れる良い売り場作りをプランニングできるようになる 
  

【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概論   VMDの目的、役割、効果、用語を知る 

講義 

14 マップ制作に必要な用語を知る、 

理解する 

2  15 画像、図解、色表示を使い見やすい 

マップにする 

3 テクニック   トルソーとマネキンの種類と特徴 

講義 

16 講義と制作   A.什器平面レイアウト 

4 グループ演習  フォーミングとウエアリング 

使い方、着せ方 

17 お客様にとって見やすい、選びやすい 

探しやすい、買いやすい売り場を作る 

5 置く 吊る ピンナップ 18 B.商品レイアウト 

6       道具の使い方とツールの使い方 

      テグス、ガッタッカーの使い方 

19 アイテム別 デザイン別 カラー別 

マテリアル別 サイズ別 デザイナー別など 

7 ピンワーク 20      IP陳列方法、PPの演出の図解 

8 VPディスプレイデザインプランニング 21      PP/IP売る場の見せ方と陳列 

     ハンガーラックと棚の正面図 

9 VPディスプレイ プランニング 22 C.VPデザイン（フェアー、イベント設定） 

10 ディスプレイ 23         簡単なパースによる正面図の表現 

11 まとめ 

講義 

24  

12 前期試験VPディスプレイレポート 

個人 

25 まとめ      ショップ立地、ターゲット、フェアー情報 

理論的に発表するレポートにする 

13 VMDマップ制作 各自どのようなショップのVMDを行うか 

講義と制作    決める 

26 プレゼンテーションと提出  マップの説明とレポート発表 

 
【評価方法】  

出席状況50％ 理解50％ 

 
主要教材図書  ディスプレイ.VP.VMD（文化出版） 

参考図書  

その他資料  マネキン、什器カタログ 雑誌（ファッション、インテリア、雑貨など） 
 

 

 

 
   

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、ビジュアルマーチャンダイジングのテクニッ

ク、ショーウィンドウのディスプレイ、売り場のプランニングについての授業を実施。 



           

科ｺｰﾄﾞ 13522 

科目ｺｰﾄﾞ 606450 

科  名 ファッション流通科２年ショップスタイリストコース 

科目名 接客実務 

単  位 １単位 

授業期間 前期（集中） 
 
担当教員(代表)：株式会社三越伊勢丹ソリューションズ 共同担当者： 川井佐江子・久保田智美 

 

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） 

三越伊勢丹の行っている販売サービスを講義と実践で学ぶことで、将来のショップスタイリストになるための意

識づけとファッション業界で働くための即戦力となる人材を育成する。 

（計３日間） 
  
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 
 
２ 基本の確認Ⅰ 

号令、お辞儀、挨拶、お辞儀、接客8大用語 
 
３ 基本の確認Ⅱ 
  ボールペン・手提げ袋の渡し方、立居振舞い 
 
4 お買い場リサーチ・発表 
 
5 面接・履歴書の書き方 
 
6 ラッピング（百貨店包み、リボン掛け） 
 
7 顧客視点の接客（ロールプレイング） 
 
8 OBOG、バイヤー、広報の方の講義 
 
9 色の見え方 
 
10 実行宣言（個人発表） 
 
11 まとめ 

 
評価方法・対象・比重 

Ｓ～Ｃ・Ｆ評価 

評価基準：学業評価50％（ロールプレイング・プレゼンテーション・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 川井佐江子 

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 

三越伊勢丹の現役の販売員より、百貨店で行われている販売サービスを講義と実践で学ぶことで、将来のショップスタイリストにな

るための意識づけとファッション業界で働くための即戦力となる人材を育成するための授業を実施。 



 

 

科ｺｰﾄﾞ ：13522    

科目ｺｰﾄﾞ：502200   

科  名： ショップスタイリストコース２年 

科目名： パーソナルカラー 

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 
1年次の色彩理論・配色作品作りをもとに、ファッション業界の現場、特に販売接客面での「似合う色」の活用を目標に、
色を理論的、具体的にアドバイスするビジネススキルを習得する。＊パーソナルカラー検定 3級・2級に基づく内容  
 
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 

●パーソナルカラー概論（1 コマ） 
・オリエンテーション、教材説明 
・パーソナルカラーの本来の目的や意味、似合う色の定義について 

 ・ファッション業界の現状を踏まえたパーソナルカラーの活用法や、ビジネス展開について、特に接客販売面。 
 ・「パーソナルアイデンティティ（自分らしさ）」の確立、「自分ブランディング」について（外見と内面の自己実現） 
 ・パーソナルカラー検定について 
 
●パーソナルカラーの基本（2コマ） 
 ・パーソナルカラーの色の分け方、見分け方（色感を身につける）／イメージワードの使い方 
  （タイプ別カラーマップの作成による実践 ／ワードのボキャブラリーを増やす接客のポイント） 
 ・色素傾向（肌・髪・眼の色や質感）の見方、とらえ方 

色素チェックの実践（自分自身、対クライアント）、さまざまなタイプを知る、色素の説明力をつける練習 
 ・色素と似合う色の関係性（色の三属性でとらえる考え方）のセオリー 
 ・色素をふまえた第一印象ディスカッション（パーソナルアイデンティティをとらえる／接客への展開方法） 
 
●ドレーピング分析方法（3 コマ） 
 ・分析理論、ドレーピング技法、接客コミュニケーションとしてのドレーピング 
 ・グループ別ドレーピング実習／顧客対応デモンストレーションと実践ロールプレイ 
 
●コンサルティング手法とアドバイスシートの作成（2コマ） 
 ・パーソナルカラーをテーマにしたアドバイスやコンサルティング接客の理論 

プロファイルの作成、読み込み、活かし方、接客コミュニケーションのポイント 
   （色素をほめる、似合う色を活かす、好きな色や流行色を活かす、配色アレンジをする 等） 

→相モデルへの対応、アドバイスの実践を通して自分自身の見せ方も考える 
 ・パーソナルカラーをふまえた配色セオリー、配色によるクライアント対応 

（アドバイスのコンセプト立て、アドバイスシート作成） 
 
●コーディネート発表、パーソナルカラー活用まとめ（1コマ） 
 ・発表（ドレープを利用した見せ方、配色アレンジ提案、プレゼンテーション）→講評、ディスカッション 
 ・まとめ（アドバイスシートの直し、売り場でのパーソナルカラー即実践方法） 
 
●パーソナルカラー検定対策（4コマ） 
 ・出題の重要度に応じたポイントまとめ（色分け、色の表現、色素傾向、配色、素材柄テイスト、アドバイス理論） 
 ・出題形式に応じた解き方のポイント、勉強方法／記述問題対策（練習） 
 
＊上記の内容を、各授業内で適宜組み合わせ、練習やロールプレイを織り交ぜながら進める。 
 

評価方法・対象・比重 

S～C・F評価 学業評価：40％（カラーマップ作品・アドバイスシート等コーディネート提案資料の作品評価）                     

授業姿勢 60％（ロールプレイ、相モデル実習の取り組み） 
 
主要教材図書 
「色彩活用パーソナルカラー検定公式テキスト」3級・2級 

「色彩活用パーソナルカラー検定問題集 3・2級」公式問題集 いずれも（一社）日本カラーコーディネーター協会 

その他資料 プリント教材、カラーカード 
 

 

 

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   

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とした商品企画・店舗 VMDなどの活動経験を活かし、ファッション業界の現場、特
に販売接客面での「似合う色」の活用を目標に、色を理論的、具体的にアドバイスするビジネススキルの習得を指導する。 



 
    

科ｺｰﾄﾞ 13522 

科目ｺｰﾄﾞ 980020 

科  名 ファッション流通科２年 ショップスタイリストコース 

科目名 特別講義Ⅱ 

単  位   ２単位 

授業期間 通年 
 
担当教員(代表)： 川井 佐江子 共同担当者： 久保田 智美 

 
 

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

 学内外の博物館、企画展示見学を通し、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 

 

特別講義 

⚫ ユニバーサルファッション 

⚫ 販売員の現状（セレクトショップ販売員、パーソナルスタイリスト） 

⚫ プレスの現状 

⚫ 革小物製作 

⚫ アメリカンフラワーアクセサリー制作 

⚫ メンズファッションの歴史 

⚫ フォーマルウエアの基礎知識 

⚫ ネクタイの結び方 

⚫ スカーフの巻き方              等 

 

 

1. 校外授業 

⚫ オリエンタルランドのディズニーアカデミー 

⚫ 株式会社イオン主催ロールプレイング大会見学   等 

 

 
評価方法・対象・比重 

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 なし 

参考図書 なし 

その他資料 なし 
 

 

 

 

記載者氏名 川井佐江子 

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 

パーソナルスタイリストやセレクトショップ販売員より販売員の現状について、アパレル企業プレス担当よりプレスの現状、アクセサ

リーデザイナーよりアクセサリーの制作販売についての授業を実施。 


