
 

 
 

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  13532 

科目ｺｰﾄﾞ 605600 

科  名 ファッション流通科リテールプランニングコース２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 通年（    ） 
 

担当教員(代表)： 渡邊純子 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） 

ビジュアルマーチャンダイジングは、企業の理念や経営システムに基づいた商品政策・商品演出のことで、五感に訴える売り

場作りの戦略・戦術です。授業ではその基礎知識と共に実社会でも活用できるテクニックを学び、文化祭の店舗 RE・TENTに

て実践していきます。また実店舗に於いての VMD計画を立てて実習し、独自の VMDの企画書を完成させます。 
  
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 

コマ 内 容 コマ 内 容 

1 VMDの授業について 16 ディスプレイ・テクニック「ピンナップ」「ピンワーク」 

2 VMDとは何か VMDの相関図  17 ディスプレイ・テクニック「レイダウン」、器具の使い方 

3 MP（VP・PP・IP）について 見せ場と買い場 購買心理 18 商品POPの描き方 

4 VP マネキンについて 扱い方 19 RE・TENTのまとめ（各店舗のVMD報告） 

5 VP マネキンについて 構成 20 課題「実店鋪に於けるVMD計画」について 企画書の作成  

6 店舗のイメージコラージュ作成（什器・プロップスの検索）  21 課題「実店鋪に於けるVMD計画」企画書の作成 

7 店内のレイアウトを考える（動線と導線） 22 課題「実店鋪に於けるVMD計画」企画書の作成 

8 ＜校外授業＞実店鋪のVMD 実店舗の現場調査  23 実習1 企画書に基づいたVP・PPの演出 

9 VMDの目的と役割 ゴールデンソーンとは 24 実習2 企画書に基づいたVP・PPの演出 

10 販促カレンダーについて 25 実習3 企画書に基づいたVP・PPの演出 

11 VPプラン（ウィンドウディスプレイ）を考える（一点透視図法） 26 企画書の発表 まとめ 

12 RE・TENTのVMD 店舗レイアウトを考える(図面・模型作成)   

13 IP 棚割り 商品陳列方法   

14 PP 基本構成の作り方   

15 ディスプレイ・テクニック「吊り」   
 
評価方法・対象・比重 

 前期末試験（ペーパー）・課題提出・出欠状況   学業評価50% 授業姿勢50% 
 
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⑧「ディスプレイ・VP・VMD」     

参考図書  

その他資料  VMD用語事典 
 

 

記載者氏名   渡邊純子 

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 

VMD コーディネーターとして活躍する経験をもとにビジュアルマーチャンダイジングの基礎知識と実社会でも即活用できるテクニック

を指導する。 



 

 
 

科ｺｰﾄﾞ 13532 

科目ｺｰﾄﾞ 609000 

科  名 ファッション流通科２年 ﾘﾃｰﾙﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｰｽ  

科目名 セールスプロモーション 

単  位 １ 

授業期間 通年（隔週） 

 

担当教員(代表)：大川原 大輔 共同担当者： 

 

教育目標・レベル設定など 

・プロモーションの手法が多岐に渡る現在において、基本的なプロモーション手法の理解と共に、常に変化に対応できるよう、企画

力、対応力、柔軟性を高めていくことに重点を置き、講義を行います。 

 

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 

 

・ セールスプロモーションの実例を用いながら、紹介・解説を中心に講義を行います。実例を紐解くことで、定義が曖昧

なセールスプロモーションは何かということの理解を高めていきます。 

・ セールスプロモーションをおいては、企画力・デザイン力が求められる中、実際にどのようにアイディアを出すのか、

それをどのように具体的に落とし込むのか。また、デザインについての知識・理解を高めていくことを教えていきなが

ら、実際に講義内で完結する課題をこなしていくことで、身につけていきます。 

 

評価方法・対象・比重 

出席 50％、発言・態度 30％、プレゼンテーション 20％ 

 
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 大川原 大輔 

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 

アパレル企業において、卸、ＥＣ、商品管理、宣伝、営業など事業全般に携わった経験をもとに、基本的なプロモーション手法の理解

と共に、常に変化に対応できるよう、企画力、対応力、柔軟性を高めるための授業を実施。 



 

 
 

科ｺｰﾄﾞ 13532 

科目ｺｰﾄﾞ 618100 

科  名 ﾌｧｯｼｮﾝ流通科 2年 ﾘﾃｰﾙﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｰｽ 

科目名 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾋﾞｼﾞﾈｽ 

単  位   1単位 

授業期間 通年（隔週） 
 
担当教員(代表)：宮本順一 共同担当者：  

 
 

【授業概要、到達目標・レベル設定】 

インターネットをビジネス（特に EC周辺）に活用するうえで、知っておくべき基礎知識の学習と、一個人でも

EC の立ち上げから企画、運用が実践できるような予備知識を学び、即戦力となりうる力を養っていく。 

  

【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 

1 オリエンテーション・ガイダンス 

2 ネインターネットとECの変遷 

3 ネットショプ開設サービスの選定基準 

4 現役ファッションディレクターに聞くブランドの立ち上げ方とブランディング 

5 注目のファッションテック事情とネット上の表現が豊かなショップ＆ブランド 

6 実践：クラウドファンディング 

7 ささげ① 商品撮影ワークショップ 

8 ささげ② 商品説明文・配送周り／プレスリリース 

9 RE TENT ネットショップの構築① 

10 RE TENT ネットショップの構築② 

11 RE TENT ネットショップの進捗確認＆公開 

12 RE TENT ネットショップ運営振り返り 

13 ふりかえり 

14 総括 

15  
 
【評価方法】 S～C・F評価  評価基準 ： 学業評価 50%  授業姿勢 50% 

※学業評価=各期末試験の得点、平常成績（授業内での応答、課題作品・実技の評価）など 
授業姿勢=出欠状況、授業課題提出状況 など 

※いずれかを表記する 
 
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 宮本順一 

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 

WEB業界において、自社サービスの最大化を意識した企画立案、実行に従事してきた実績をもとに、インターネットをビジネス（特に

EC周辺）に活用するうえで、知っておくべき基礎知識の学習と、一個人でも ECの立ち上げから企画、運用が実践できるような予備

知識を学ぶための授業を展開。 



 

 
 

科ｺｰﾄﾞ  13532 

科目ｺｰﾄﾞ 609450 

科  名 ファッション流通科 2年リテールプランニングコース 

科目名 商品企画演習 

単  位 1単位 

授業期間 前期 
 
担当教員(代表)：髙橋 勝 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） 

実践型カリキュラムとして取り組んでいる文化祭特設テントにおいて必要なオリジナル商品企画について学ぶ。商品企画、

生産、加工、品質管理など、さまざまな演習を通して実際の商品企画に役立てる。 
  

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 

 

第1ステップ 商品企画  

・授業の目的、概要、授業の進め方を説明                                                                    

・実習条件の解説 

・著作権など法律に関する講義 

・商品化のプロセスについて講義（OEM生産、貿易関連） 

 

第2ステップ 生産管理 

・オリジナル生産と商品仕入れのメリットとデメリット 

・企画内容の確定（ターゲット、コンセプトなど） 

・ボディなどサンプル製作に必要な資材手配 

・加工デザイン（プリントデザイン）作り 

・プリント実習（アイロンプリント） 

・仕様書と指示書の記入、原価計算、検品 

・契約書作成 

 

第3ステップ 品質管理 商品管理 

・取扱い絵表示 

・取扱い上の注意点 

・プライスタグデザイン、アテンションタグ 

・オリジナル商品に必要な原価と上代設定 

 

第4ステップ 販売計画 

 ・売り方、見せ方、PRの検討 

・プレゼンテーション実習 

 
評価方法・対象・比重 

Ｓ～Ｃ・Ｆ評価  評価基準：学業評価50％、授業姿勢50％ 

 
 
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 髙橋 勝 

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てい、市場調査やアパレル企業、商社、百貨店向けの企画提案を行っていた教員による授業であ

る。 



 
     

科ｺｰﾄﾞ   13532 

科目ｺｰﾄﾞ 502200 

科  名 リテールプランニングコース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)：小島 有紀 共同担当者： － 
 
教育目標・レベル設定など 
1年次の色彩学や配色理論をもとに、ファッション業界の現場でビジネススキルとして活用する「似合う
色」の習得を目指す。色による「自分ブランディング提案」や「ブランドプロデュース計画」の他、RE・
TENTにもいかせる色彩計画について学ぶ。（＊パーソナルカラー検定3級・級を受験できる内容） 
 

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 
 

●パーソナルカラー概論（２コマ） 
・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ふ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 
 ・「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見分け方（色感）／イメージワードの使い方 
  （タイプ別コラージュの作成による色感の習得 ／ワードのボキャブラリーを増やす） 
 ・素材・デザイン・柄・メタリックへの応用 
 ・色素（肌・髪・眼）の見方／色素チェックの実践（自分自身、対クライアント対策） 
 ・色素と似合う色の関係性のセオリー（色の三属性でとらえる） 
 ・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とグループコラージュ作成（２×２＝４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（自分の似合う色を知る）／グループコラージュ作成…※クラスを 2つに分けて行う 
 
●コンサルティング概論と自分ブランディングシートの作成（２コマ） 
 ・パーソナルカラーをテーマにしたアドバイス理論／コンサルティング接客の理論 

接客への活かし方：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、配色提案をする 
 ・パーソナルカラーを活かした配色技法：タイプ別の配色方法、統一と変化の考え方、アクセントカラー 
 ・自分自身のブランディングシート作成（就職活動、仕事での自分の見せ方） 

 
●店舗における色彩計画（２コマ） 
 ・色の見せ方を考える（コンセプト、商品、ブランドイメージ、演出イメージ等） 
 ・商品色の構成、VMDの工夫（ディスプレイ、背景色）／統一と変化の考え方 
   →上記をパーソナルカラーの視点を入れて計画する・リテントでの展開をふまえて考える 
 ・定番色・流行色・ブランドカラーの活用方法 
 ・ブランドプロデュースシート作成 
 
●パーソナルカラー活用まとめ（１コマ） 
 ・ブランドプロデュースシートのプレゼンテーション、講評 
 ・リテントでの色彩活用まとめ／ファッション業界での展開まとめ 
 
＊小テスト（パーソナルカラー検定の内容）を 2回程度行う。 
＊上記の内容を、1回の授業内で適宜組み合わせ、実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 
①S～C・F評価／評価基準：学業評価 50％（授業参加姿勢、提出物・作品課題の内容評価、ロールプレイ評価、小テスト） 

授業姿勢50％（出席状況、提出物の提出の有無） 
 
主要教材図書 
「パーソナルカラー検定公式テキスト３級」「２級」の2冊：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 オリジナルプリント教材、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、ファッション業界の現場でビジネススキルとして活用する「似合

う色」の習得を目指す授業を実施。 



 

 
 

科ｺｰﾄﾞ 13532 

科目ｺｰﾄﾞ 980020 

科  名 ファッション流通科２年 ﾘﾃｰﾙﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｰｽ  

科目名 特別講義Ⅱ 

単  位 2 

授業期間 通年 

 

担当教員(代表)：澤住倫子 共同担当者：薫森三義 高橋優 

 

教育目標・レベル設定など 

・工場見学、現場で働く方の講義、ファッションショー見学、その他校外授業を通じて、幅広く業界の知識を深める。 

 
 

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、 

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 

 

・ファッショントレンド分析 

・就職対策講座 

・WEBビジネスにおけるマーケティング 

・日本のモノづくりの現状 

・ハンドメイド市場について 

・仕様書に関する知識 

・品質表示に関する知識 

・ライセンスビジネス 

・刺繍プリント業界について 

・知的財産について 

・商品企画について 

・ラグジュアリーブランドにおける VMD 

・スポーツアパレルの現状 

・バイヤーの仕事 

・デザインの法則 

・舞台衣装見学 

・美術館見学 

・作品発表会参加 

・ファッションショー見学  など 
 

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 
 

 

 

記載者書名欄 澤住倫子 

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 

ファッション企業での生産管理業務経験者よりショップにおける商品調達と仕入れ、OEMなどについて、個人向けのハンドメイドマー

ケットサイトを運営する企業よりハンドメイド市場の現状、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、各種キ

ャラクター、ブランドの版権取得、販売、管理などを行う企業よりライセンスビジネスについて、アパレル企業のバイヤーよりバイヤー

の仕事についてなど、幅広く小売り業界の知識を深める。 


