
 

 
 

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  13542 

科目ｺｰﾄﾞ 503500 

科  名 ファッション流通科２年ファッションモデルコース 

科目名 フォトシューティング 

単  位 2 

授業期間 通年 

 

担当教員(代表)：瀬津 貴裕 共同担当者：  

 

教育目標・レベル設定など 

写真撮影を通し、自己表現の可能性を高める。 

 

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 

 

・写真表現 課題のもとに写真撮影の基礎、ポージング、表現を学ぶ。 

 

・課題製作 テーマのもと、創作活動をし自己表現・知識の幅を広める。 

 

・コンポジット撮影 撮影されることでモデルとしての表現を学ぶ。 

          (スタジオ撮影、ロケ撮影の経験を踏む) 

 

評価方法・対象・比重 

提出作品 30％・出席状況 70％  

 
主要教材図書 

とくになし 

参考図書  
とくになし 

その他資料  
とくになし 

 

 

記載者書名欄 瀬津 貴裕 

２０１９ 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   

授業の特徴と担当教員紹介 

カメラマンとして雑誌、広告などで活躍している経歴を活かし、写真撮影の基礎とポージング、モデルとしての表現方法についての

授業を実施。 



 

 
 

科ｺｰﾄﾞ    13542 

科目ｺｰﾄﾞ 701901、701902 

科  名 ﾌｧｯｼｮﾝ流通科 2年ﾌｧｯｼｮﾝﾓﾃﾞﾙｺｰｽ 

科目名 プロポーション美学 A・B 

単  位  ２・２ 単位 

授業期間 前期・後期 
 

担当教員(代表)：渡辺政江 共同担当者： 高田智子 

 
 

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） 

前期 自分の体形や第一印象を知ることから入り、自己分析を行う。そして、表現力を身に付けながら 
基本的なモデルウォーキングの動きを習得する。 

後期 前期の基本を踏まえ、ショーや雑誌でのポーズ、また人前でのショーイングや話す表現を習得する。 
  
【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 

 内 容  内 容 

1 サイズチェック写真撮り 基本の立ち方 16 綺麗な歩き方総合 

2 姿勢メイクアップ＆基本の立ち方   17 ブライダルの表現ビデオ撮影＆チェック 

3 ビデオ撮影 O脚 X脚 ゆがみチェック＆アドバイス 18 舞台のショー、フロアショー 

4 基本姿勢、基本ウォーキング⓵、ボディコントロール⓵ 19 オーディションのショー心得 

5 基本姿勢、基本ウォーキング⓶ ボディコントロール⓶ 20 小物使い（カード、ジャケットなど） 

6 ウォーキング＆トーク（ビデオ撮影＆アドバイス）  21 話し方のテクニックを学ぶ 

7 きれいな歩き方 基本ターン（1/2 1/4 ターン） 22 ステージ表現力（ビデオ撮影＆チェック） 

8 保護者会（モデルウォーキング総合） 23 自己PRの作り方、話し方 

9 きれいな歩き方 基本ターン（３／４，フルターン）   24 総合表現力（ポーズ、、表情、雰囲気作り） 

10 きれいな歩き方 総合① 25 テスト、プレゼンのリハーサル 

11 表現力テクニック（表情、雰囲気作り） 26 テスト、プレゼンのリハーサル 

12 ビデオ撮影、サイズチェック、今期反省と来季目標 27 テスト、プレゼン本番 

13 実技試験（ウォーキング、ターン自己PR） 28  

14 夏休みの反省と後期目標設定 29  

15 綺麗な歩き方総合 30  

 
評価方法・対象・比重 

実技テスト 
 
主要教材図書                   

参考図書  

その他資料  

 

 

記載者氏名 渡辺政江 

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 

モデルマネージメントのノウハウをもとに、基本的なモデルウォーキングの動きと表現力を修得するための授業を実施。 
ショーや雑誌でのポーズ、また人前でのショーイングや話し方などを指導する 



 

 
 

科ｺｰﾄﾞ  13542 

科目ｺｰﾄﾞ 704000 

科  名 ファッションモデルコース 

科目名 化粧科学 

単  位       １   単位 

授業期間  前期 
 
担当教員(代表)：立花 正雄 共同担当者：  

 
 

【授業概要、到達目標・レベル設定】                                                                                                                                                                      

健やかで美しい肌や髪の状態に関する基礎知識、正しいお手入れ法を学びます。 
  

【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 健やかで美しい肌の条件を学ぶ   

紫外線の影響とその対策         

16  

2      〃 17  

3 健やかで美しい毛髪の基礎知識を学ぶ  18       

4      〃 19  

5 ホームケアを正しく理解 ダメージを知る 20  

６      〃 21  

7 化粧品の界面活性剤について 

家庭でできる石鹸作り 

22  

8      〃 23  

9 ただしいスタイリング剤の成分と使用方法を考える 24  

10      〃 25  

11 化粧品の界面活性剤について  

家庭でできる石鹸作り 

26  

12      〃 27  

13 ① 髪の構造と毛周期、ダメージの原因と手入れ法 28  

14      〃 29  

15  30  

 
【評価方法】  テスト70％、出欠30％ 

 
主要教材図書                   

参考図書  

その他資料  
 

 

 

記載者氏名 立花 正雄 

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 

美容師免許を取得し都内サロンでの勤務経験やコレクションのバックヤードでの経歴を生かし、健やかで美しい肌や髪の状態に関

する基礎知識、正しいお手入れ法について指導する。 



  

 
 

科ｺｰﾄﾞ 13542 

科目ｺｰﾄﾞ 705000 

科 名 ファッション流通科 2年 ﾌｧｯｼｮﾝﾓﾃﾞﾙｺｰｽ 

科目名 操体・ヨガ 

単  位 １ 

授業期間 通年 

 

担当教員(代表)：佐多 美佐  共同担当者： 島津 智子 

 

【授業概要、到達目標・レベル設定】 

ホリスティックヘルスとしてのヨガ、呼吸法、瞑想法を通して、自己の心身の状態に目を向ける習慣を育てる。心身の調和

と自己調整力を高め、自己の心身の健康管理や不調予防、ストレスマネジメントに役立たせる。体のしなやかさと精神面の

安定を促し、内面からの美しさも磨く。 
 

【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 

 
 

コマ テーマ・目的 授業内容 

１ 
○ヨガを始める前に 

○ヨガの準備、心構え 

・ヨガの目的、メリット。自己の成長を目標にヨガに取り組む。 

・ヨガ呼吸法で心身をほぐす。 

２ 
○ヨガの 8ステップ 

○意識すること 

・体を整えるヨガから精神面を鍛えるヨガまでのステップ。 

・ヨガのポーズによって体の各部位や呼吸に意識を向ける。 

３ 
○集中とリラックス 

○持続すること 

・基本の腹式呼吸の持続。その他、呼吸のタイミングと方法。 

・集中するポーズと力を抜くポーズによる緊張と弛緩のリズム。 

４ 
○ヨガ的食事法 

○自己を整えるヨガ 

・体に合った食生活。体質チェック。食の考え方について。 

・各ポーズの姿勢のチェック。 

５ 
○自己分析力を高める 

○心のヨガ 

・自己の内面を知る５Ｗ１Ｈの活用。瞑想で内面を意識する。 

・呼吸のコントロール。 

６ 
○復習 

○テストに向けて 

・学んだヨガのポーズの復習。 

・ポーズの流れ、姿勢と呼吸のチェックを重点的に。 

７ ○前期テスト ・調息（呼気、吸気、止気）、ヨガポーズの実技試験。 

８ 
○ヨガベーシック 

○体のバランスを知る 

・左右の動きがあるポーズで、体の状態を各部位ごとに知る。 

・弱い部分を強化しながら、左右のバランスを整える。 

９ 
○ヨガベーシック 

○集中力を高める 

・集中力を高めるポーズで、全身の筋肉や自律神経を整える。 

・各人の柔軟度に合ったポーズのバリエーションで実習する。 

10 
○ヨガベーシック 

○調息を深める 

・体力、持久力、柔軟度、全身のバランスのレベルを高める。 

・調息の流れと一定のリズムの体得を目指す。 

11 
○ヨガベーシック 

○各ポーズのポイント 

・各ヨガポーズのポイントを注意して実習する。 

・各ヨガポーズをキープする時間の感覚を掴む。 

12 
○ヨガベーシック 

○各ポーズのポイント 

・各ヨガポーズのポイントを注意して実習する。 

・各ヨガポーズをキープする時間の感覚を掴む。 

13 
○ヨガベーシック 

○各ポーズのポイント 

・各ヨガポーズのポイントを注意して実習する。 

・各ヨガポーズをキープする時間の感覚を掴む。 

14 
○復習・まとめ 

○テストに向けて 

・学んだヨガのポーズの復習とまとめ。 

・ポーズの流れ、姿勢と呼吸のチェックを重点的に。 

15 ○後期テスト ・数種のヨガポーズと腹式呼吸の実技試験。 

＿ 

【評価方法】実技試験・出席・授業態度 
 
主要教材図書 
なし 

参考図書 なし 

その他資料 配布資料あり 
 

 

 

記載者書名欄 佐多 美佐 

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 

ヨガスクールのインストラクターより、ヨガ、呼吸法、瞑想法を通して、自己の心身の状態に目を向ける習慣を育てる授業を実施。心

身の調和と自己調整力を高め、心身の健康管理や不調予防、ストレスマネジメントに役立たせる。 



 

 
 

科ｺｰﾄﾞ 13542 

科目ｺｰﾄﾞ 705300 

科  名 ファッション流通科 2年ファッションモデルコース 

科目名 ダンス基礎・バレエ 

単  位          1単位 

授業期間 前期 
 

担当教員(代表)：鶴見 未穂子 共同担当者：  

 

【授業概要、到達目標・レベル設定】 

モデルとして活躍するベースとなる身体について、より具体的に実感を深めていくためにバレエメゾットを学び
ます。そこから自由を得て動くということも知っています。 
  

【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 

コマ 内 容 

1 あいさつとこの科目を充実するためのオリエンテーション足ほぐしメソッド 

2 柔軟性から身体を観察し、体の骨・筋肉などの構造を知る／ 

プリエ 

3 バレエメソッドを学ぶ ５つのポジション（足）と方向／手のポジションとプリエ／タンジュ／ジュッテ 

4 バレエメソッドを学ぶ プリエ～ジュッテの復習 

ロンデジャンブアテール～フォンデュまで 

5 バレエメソッドを学ぶ  フラッペ・デブロッペ 

（ルティンの考察） 

6 プリエ～デブロッペまでの復習 

グランバットマンを学ぶ 

同上、繰り返し練習を行う 

7 ピルエット・ジャンプを行う 

同上を繰り返し行う 

8 復習と試験アンシェヌマン練習 

9 復習と試験アンシェヌマン練習 

10 上記に加えて、インプロビゼーションを学ぶ 

11 試験 

12 試験回答を復習／アンケート 

13 ※必ずウォームアップほぐしを1限目毎回行う 
 
【評価方法】  

授業態度を重視する。 

5人1組で実技 ウォームアップほぐし／バレエ実技／知識質問も行う 
 

主要教材図書 配布プリント／スマホ（動画／図を参考にする） 
テニスボール、スーパーボール 

参考図書  

その他資料  
 

 

 

記載者氏名 鶴見 未穂子 

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 

井上バレエ団に所属し、国内外の数々の舞台に出演、振付指導の経験も長いことから、モデルとして活躍するための身体づくりとして

バレエメソッドを指導する。 



 

 
 

科ｺｰﾄﾞ  13542 

科目ｺｰﾄﾞ 705400 

科  名 ﾌｧｯｼｮﾝ流通科 2年 ﾌｧｯｼｮﾝﾓﾃﾞﾙｺｰｽ 

科目名 ダンス応用・演技 

単  位    １ 単位 

授業期間 後期（    ） 
 
担当教員(代表)：星 潤 共同担当者：  

 
 

【授業概要、到達目標・レベル設定】 

昨今モデルがモデルとしてだけでなく映像広告やイベントへの起用、役者としての起用など「タレント化」はさらに進んでいる。SNS含めセ

ルフプロデュース力も必要とされており、自己の魅力を引き出しどんな現場でも対応できる幅広い自己表現技術を身に着けたい。 

演技は台本を用いて映像でも舞台でも通用する基礎のある発声、具体性と実感（リアリティ）の伴った、演技表現を行う。ダンスは JAZZを

ベースに、最新の流行を押さえた現代的なダンスで身体のラインと自己表現の魅せ方を学ぶ。 

到達目標：演技…舞台を想定した台本芝居での自然な交流。ダンス…1分程度の現代的な振付で自己表現をする。 

レベル設定：各外部オーディションに合格・対応できるレベル 
  

【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 

全7回 

 

1． 授業概要説明。 

演技…舞台芝居と映像芝居の違い、演技の基礎講義。 

ダンス…踊る前の身体作り、ストレッチの重要性。 

 講師・アシスタントによる課題演技・ダンスのデモンストレーション 

2． 演技…腹式呼吸・発声の基礎。 

ダンス…ストレッチ、ポーズとムーブメントによる身体のラインの魅せ方 

3． 演技…実感の伴ったセリフ、演技 

ダンス…ストリートダンス的リズムトレーニング。リズムに乗っての自己表現。 

4． 演技…相手との交流。エチュード（即興劇）によるリアルな交流。 

ダンス…アイソレーション、ジャズダンスエクササイズ基礎。 

5． 演技…演出通りに芝居をすること、演出家のフィードバックに対して柔軟に対応する力をつける。 

ダンス…コンビネーション（振付）を短期間で正確に覚える力を身に着ける。 

6． 演技…試験に向けグループワーク。グループで見合い、客観的に見て意見を交わす。 

ダンス…コンビネーション（振付）をもとに自分なりの個性の出し方を探る。 

7． 試験。講評 

 
【評価方法】  

最終授業時間内にて、4人1グループで演技・ダンスそれぞれ実技試験を実施。基準に基づき採点する。 

 
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 星潤 

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 

様々な舞台やライブ、CMで活躍するプロのダンサーより、演技と発生の基礎とジャズをベースとして現代的なダンスを指導すること

により、幅広い自己表現技術を習得する授業を実施。 



 

 
 

科ｺｰﾄﾞ    13542 

科目ｺｰﾄﾞ 705500 

科  名 ﾌｧｯｼｮﾝ流通科 2年ﾌｧｯｼｮﾝﾓﾃﾞﾙｺｰｽ 

科目名 サーキットトレーニング 

単  位  １単位 

授業期間 通年（隔週） 
 
担当教員(代表)： 小倉 紫絵香 (Shieca) 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） 

ピラティスを取り入れ、姿勢改善を行いながら基礎体力も養う。 

また、身体を変える過程を通して自己管理能力も養う。 

  

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 

 

 

・ピラティスを取り入れて全身の状態を評価。自分自身でも把握する。 

・脊柱や股関節の機能を改善しながら姿勢をよくする。 

・その上で有酸素トレーニングと自重トレーニングを組み合わせ基礎体力をつける。 

・目先の無茶なダイエットではなく継続やバランス（運動・栄養）の大切さなど基礎知識を学ぶ。 

 
評価方法・対象・比重 

身体的な引き締まり具合と動作を通しての持久力の測定。 （学業評価７０％ 授業姿勢３０％）［英数字評価］ 
 
主要教材図書                   

参考図書  

その他資料  
 

 

 

記載者氏名 小倉 紫絵香 

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 

フィットネストレーナーとしての活動経験をもとに、ピラティスを取り入れた姿勢改善と基礎体力を養う授業を実施。また身体を変

える過程を通して自己管理能力の向上を目指す。 



 

 
 

科ｺｰﾄﾞ    13542 

科目ｺｰﾄﾞ 608000 

科  名 ファッション流通科ファッションモデルコース 

科目名 ファッション情報 

単  位   1単位 

授業期間 通年（隔週） 
 
担当教員(代表)：高橋 優 共同担当者：  

 
 

【授業概要、到達目標・レベル設定】 

①ファッション情報の流れと入手方法について学び、ファッション情報を活用する事の重要性を理解する。 

 また、分析した情報をプレゼンテーションや様々な表現を通し、「人に伝える」力を身につける。 

②市場牽引ブランド・注目ショップの最新プロモーションや、インフルエンサー・人気モデルの動向に注目し、 

 今後の市場への影響や予測分析をできる力を身につける。 
  

【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 

コマ 内 容 コマ 内 容 

1 

・授業内容の説明 

・情報活用の重要性について 

・ファッション情報の種類について 

８ 
・リアル市場のアパレル商品や広告について 

 （プロモーションやポージングなどの傾向把握） 

2 
・ターゲット分類について 

・ブランディングについて 
９ 

・コレクション情報がどのように市場に 

反映されたかの確認 

・レポート製作 

3 
・消費者のイノベーター分類について 

・一般的なシーズン MDについて 
1０ 

・市場趨勢の把握について 

・市場予測の振り返り 

4 
・コレクション情報の把握とその分析について 

・コレクション情報の市場への影響について 
1１ 

・コレクション情報の把握とその分析について 

・コレクションとリアル市場の照し合せ 

5 
・コレクション分析 

・レポート製作 
１２ 

・リサーチ手法について 

・レポート製作 

6 
・プレゼンテーションの手法について 

・レポート資料のプレゼンテーション 
１３ 

・プレゼンテーションの手法について 

・レポート資料のプレゼンテーション 

7 

・市場調査の意味とその手法について 

・店舗調査と、視察調査の実施 

・商品情報（2018AW）の収集と分析について 

１４ 
・トピックス資料作成の仕上げ 

・展示資料におけるプレゼン手法について 

 
【評価方法】  

制作物＋出席状況 （7：3） 

 
主要教材図書 
服飾図鑑・ファッション情報誌・ファッションキーワード・リソースセンター映像ルームコレクション映像など 

参考図書  

その他資料  
 

 

 

記載者氏名 高橋 優 

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 

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。この経験をもとに、ファッション情報の収集、その分析方法、加えてそのプレゼンテーション方法などの実務指導を実施

する。 



  

 
 

13542     科名  ファッション流通科ファッションモデルコース 

980020   科目名 特別講義Ⅱ 

単  位 ２ 

授業期間 通年 

 

担当教員(代表)：齋藤 房枝 共同担当者：  

 

教育目標・レベル設定など 

 
 

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、 

 

 ファッション業界で求められるモデルになるには 

・ 笑顔トレーニング 

・ ファッションモデルに必要な栄養学 

・ ファッションモデルの仕事 

・ モデルの可能性と心構え 

・ パーツモデルの仕事 

・ 美しさを引き出すウォーキングとエクササイズ 

・ ビューティーヨガレッスン 

・ モデル事務所から見るモデルのあり方 

・ オーディション対策講座 

・ ファッションジャーナリストの仕事（インフルエンサー） 

・ 役者について 

・ フォトシューティング（ポージング） 

 

その他スキルアップ講義 

・ コレクション情報(トレンド情報) 

・ サクセスカラーを知る（自分を輝かせる色を知る） 

・ 日本舞踊 

・ フリーランス活動条件として、確定申告について 

・ フォーマルスペシャリスト検定対策 

・・・・・ファッションなどモデルとして必要な特別講義 

 ・フリーランス活動条件（税務署） 

  

評価方法 

対象・比重  感想文（学業姿勢・出欠状況）受講＿P 
 
主要教材図書  
なし 

参考図書 なし 

その他資料  プリント 
 

 

 

記載者書名欄 齋藤 房枝 

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 

管理栄養士によるモデルに必要な栄養学、モデル事務所社長によるモデルの可能性と心構え、現役モデルによるファッションモデ

ルの仕事内容、モデル兼ウォーキング講師によるウォーキングレッスンと自己アピールの方法、パーツモデルによるパーツごとの

ケア方法など、モデルとして求められる内面的、外面的な要素を磨くための授業を各業界のスペシャリストを招いて実施。 


