
 
     

科ｺｰﾄﾞ  12051 

科目ｺｰﾄﾞ 504310 

ファッション高度専門士科 1 年    

コンピュータグラフィック Ⅰ 

単  位 ２単位 

授業期間 （ 通年 ） 
 

担当教員(代表)：西村元良 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） 

教育目標：ビジネスソフト・グラフィックソフトの中でも応用性の高いアプリケーションソフトを用い、目的・用途に応じたソフトの利用が出

来ること、表現手法に広がりを持たせることを目標とする。また、他学科の課題制作が自由に行えるように内容を構成し、２年次に向

けての基礎を固め、各自の能力の向上を目指す。レベル設定：応用操作 

 ドロー系ソフト/Illustratorとペイント系ソフト/Photoshopの応用 

 CGを使用したデザイン画・プレゼンマップの基本制作と CG活用術 
  

【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、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 Photoshopの基本操作 1 画像処理・加工の習得1-1 16 Illustratorの基本操作 3 基本操作の習得    3-3 

2 Photoshopの基本操作 1 画像処理・加工の習得1-2 17 Illustratorの基本操作 3 基本操作の習得    3-4 

3 Photoshopの基本操作 1 画像処理・加工の習得1-3 18 Illustratorの基本操作 3 基本操作の習得    3-5 

4 Photoshopの基本操作 1 画像処理・加工の習得1-4 19 Illustratorの基本操作 3 基本操作の習得    3-6 

5 Photoshopの基本操作 1 画像処理・加工の習得1-5 20 Illustratorの基本操作 3 基本操作の習得    3-7 

6 Photoshopの基本操作 1 画像処理・加工の習得1-6 21 Illustratorの基本操作 3 基本操作の習得    3-8 

7 エディトリアルデザイン制作 2 デザインマップ習得 2-1 22 衣服製品図の制作 4 基本操作の習得    4-1 

8 エディトリアルデザイン制作 2 デザインマップ習得2-2 23 衣服製品図の制作 4 基本操作の習得    4-2 

9 エディトリアルデザイン制作 2 デザインマップ習得2-3 24 衣服製品図の制作 4 基本操作の習得    4-3 

10 エディトリアルデザイン制作 2 デザインマップ習得2-4 25 衣服製品図の制作 4 基本操作の習得    4-4 

11 エディトリアルデザイン制作 2 デザインマップ習得2-5 26 衣服製品図の制作 4 基本操作の習得    4-5 

12 エディトリアルデザイン制作 2 デザインマップ習得2-6 27  

13 エディトリアルデザイン制作 2 デザインマップ習得2-7 28  

14 Illustratorの基本操作 3 基本操作の習得    3-1 29  

15 Illustratorの基本操作 3 基本操作の習得    3-2 30  
 
評価方法・対象・比重 

試験（40%）、課題制作物（40%）、出欠日数（20%）の比重で行う 

 

 

 

 

 

授業の特徴と担当教員紹介      
 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、ビジネスソフト、

グラフィックソフトを用い、目的・用途に応じたソフトの利用ができる技術を習得する実習授業を実施 

主要教材図書                 事前に準備したレジメの配布資料  

参考図書  

その他資料 筆記用具、USB2.0フラッシュメモリ 2.0 G以上（推奨）、ファイルホルダーＡ４サイズ  

記載者氏名 西村元良 

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 12051  

科目ｺｰﾄﾞ 980210  

科  名 ファッション高度専門士科１年 

科目名 特別講義・キャリア開発Ⅰ 

単  位     １単位 

授業期間  通年  
 

担当教員(代表)：中澤 咲恵 共同担当者：喜屋武 敏明  

 
 

【授業概要、到達目標・レベル設定】 

レギュラーカリキュラムに含まれない関連分野の知識習得及び、人材育成のための講義などで構成する。 

テキスタイル情報、コレクション情報、キャリア教育、ファッションビジネス、舞台衣装、着物の知識、パターンメーカーの

仕事、ビジネスマナー、デザイナーについてなどの各スペシャリストを講師に招いての特別講義を行う。 
  

【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 

 

・マーケティングリサーチ         波多野 辰美 氏 

・キャリア教育              東條 文千代 氏 

・クリエーターとしての商品開発について  宮前 義之 氏 

・きもの                 近藤 尚子 氏 

・舞台見学オリエンテーション       窪寺 祐司 氏 

・下着の知識               上地 朋子 氏 

 
【評価方法】  

 出欠席による評価・・・Ｐ評価 

 

 

 

 

主要教材図書                   

参考図書  

その他資料  

授業の特徴と担当教員紹介      

アパレル企業にてブランド企画や商品企画を担当していた経験をもとにマーケティングリサチやファッションビジネス、

百貨店における販売、顧客管理、販売員教育や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、企業デザイナーとしての経験をもとにク

リエーターとしての商品開発きの講義、舞台企画会社による舞台におけるきものや衣装等の講義、下着メーカー担当者に

よる下着の知識講義等の企業担当者等による実践授業を実施 

記載者氏名 中澤 咲恵 

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    12052 

科目ｺｰﾄﾞ 500820 

科  名 ファッション高度専門士科２年 

科目名 ファッションデザイン画 Ⅱ 

単  位 ２ 単位 

授業期間 通年 
 

担当教員(代表)：橋本 定俊 共同担当者：  
 

教育目的・レベル設定など 

ファッションドローイングの応用技術を習得して独自のアイディアをデザイン画で表現し、ポートフォリオにまとめる。 

デザインコンセプト（目的）を明確に意識したデザイン展開を目標とする。 
  

【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 

前期１～４（コマ数）１コマ＝９０分 

   １．（３）人物画／動きのあるポーズの描き方 

        ポーズの写真資料から人体の動きを分析し、フリーハンドで立体的に描く表現技術の習得する 

   ２．（３）デザイン研究１／縫製技術とファッションデザイン画 

        各種縫製技術の描き方（ギャザー・フレアー・ドレープ・カスケードなどを用いてファッションデザインを考える） 

   ３．（３）コンテスト１／新人デザイナーファッション大賞 

        独自のアイディアをファッションデザイン画にまとめコンテストにチャレンジする 

   ４．（４）デザイン研究２／服の歴史からのデザイン画 

        アイテム誕生の時代背景を調べ、主なるデザインの本質を活かし 

独自の現代的アイディアで展開する（デザイン展開＝類似展開） 

後期５～９ 

   ５．（２）コンテスト２／全国服飾学校ファッション画コンクール 

        指定されたテーマの意味を理解し、独自アイディアからファッションデザイン画で表現する 

   ６．（３）デザイン研究３／マイコレクション 

        独自のテーマ設定・３スタイルからオリジナルデザイン画とアイテム製品図をまとめる 

   ７．（２）コンテスト３／学内コンテスト 

        独自のアイディアを３スタイルのデザイン画にまとめ、コンテストにチャレンジする 

   ８．（５）修了制作／校内ファッション画展 

        指定条件のもと、これまで習得した感性と画力の成果をファッションデザイン画にまとめる 

        （オリジナルの作画であることを重視） 

   ９．（２）デザイン研究４／ポートフォリオ 

        １年間の課題作品を１冊のファイルにまとめ、次年度のデザイン資料ブックとしてまとめる 
 
評価方法・対象・比重 

課題作品・出席状況・授業態度・学年末試験による総合評価 
 

 

 

 

主要教材図書 文化ファッション大系 服飾関連専門講座④ファッションデザイン画  

参考図書 ファッション雑誌 プリント 

 

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、アイディアをデザイン画で表現し、デザインコンセプト

を明確に意識したデザイン展開をし、ポートフォリオにまとめる技術の実習授業を実施 

記載者氏名 橋本 定俊 

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 12052   科 名  ファッション高度専門士科 ２年 

科目ｺｰﾄﾞ 501600  科目名  色彩計画 

単  位 １ 

授業期間 後期 
 

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』で学習した色彩の知識を基礎とし、ファッションデザイン、コーディネーションにおいて計画的

に行う色彩活用の技術や考え方を学習する。 

 
【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．導入  導入 色彩のはたらき     〈講義 1コマ〉 

２．概論  産業と色彩      〈講義 2コマ〉 

   産業における色彩の役割 

   流行色のしくみ 

３．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 4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 

   トーン・オン・トーン／フォ・カマイユ 

   トーン・イン・トーン／コンプレックスハーモニー  

  基調色と配合色 

４．イメージと色彩  

  ファッションイメージと配色     〈講義および演習 3コマ〉 

  色彩の心理的効果／色の連想・象徴 

  色彩によるイメージの表現 

５．色彩計画 カラーデザイン①      〈講義および演習 5コマ〉 

   コンセプト、テーマの策定 

  カラーデザイン② 

   イメージ構築、カラーパレットの展開 

  カラーデザイン③ 

   カラーバリエーションの展開 
 

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 
 

 

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、ファッションデザイン、コーディネーションにおいて計画的に行う色彩活

用の技術や考え方の実践授業を実施 

記載者書名欄 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  １ 



 

 
 

科ｺｰﾄﾞ  12052 

科目ｺｰﾄﾞ 600900 

科  名 ファッション高度専門士科 2年 

科目名 ファッションマーケティング 

単  位 １ 単位 

授業期間 後期 
 

担当教員(代表)：砂生 政信 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） 

・マーケティングの基本を学び、市場の細分化とその特徴を理解する。 

・マーケティングのプロセスにそって、市場に適合したブランド設計を行い、目的を実現させるための戦略について学ぶ。 
  

【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 

＜後期：14コマ＞ 

1．マーケティングとは（講義・演習×1コマ） 

・マーケットとは・マーケティングとは 

・リサーチの基本とヒアリングリサーチの実施 

2．ヒアリングリサーチのまとめ・プレゼン（演習×1コマ） 

 ・「お買い物ヒアリング調査」 

3．マーケティングのプロセス（講義・演習×1コマ） 

 ・STPマーケティング 

 ・ブランドポジショニング 

4．マーケティングのプロセス（講義・演習×2コマ） 

 ・ターゲットライフスタイルの分析と活用 

 ・ライフスタイルマップの作成 

5．課題説明（講義・実習×1コマ） 

 ・マーケティングからのブランド設計 

6．ブランド企画のステップ（講義・実習×2コマ） 

 ・ステップシートの作成 

7・企画書構成説明（講義×1コマ） 

8．企画書作成（点検・実習×4コマ） 

 ・ブランド概要の設定 

 ・ターゲットライフスタイル分析とマップ作成 

 ・ポジショニングマップの作成 

 ・メインアイテムとメインデザインの設定 

 ・スタイリング提案 

 ・チャネル設定とプロモーション 

9．プレゼンテーション（発表×1コマ） 
 
評価方法・対象・比重 

・S～C・F評価 

・評価基準：学業評価 80％、授業姿勢 20％ 
 
主要教材図書  なし 

参考図書    なし 

その他資料   配布プリント 
 

 

 

 

記載者氏名   砂生 政信 

授業の特徴と担当教員紹介      

 企業デザイナー、商品企画としての経験をもとにマーケティングおよびブランド設計・戦略の実践授業を実施 

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 12052  

科目ｺｰﾄﾞ 303000 

科  名 ファッション高度専門士科 ２年 

科目名 帽子 

単  位   １単位 

授業期間     後期 
 

担当教員(代表)：窪田 恵美子 共同担当者：  

 
 

概要（教育目標・レベル設定） 

 帽子の一般常識と帽子に対する知識を深め、服飾に於ける帽子の位置づけを理解させる。 

 トータルイメージを表現する力を養い、作品制作を通して帽子のイメージや服とのバランス感覚などを把握 

  

   

  Ⅰ オリエンテーション   講義 [１コマ] 

    ・帽子の形の種類、素材、木型、用具など専門性の説明 

 

 

  Ⅱ 実物製作 ２作品の説明 

    ⑴冬物帽体（フェルト帽体）の製作  講義・演習 [６コマ] 

      ・帽子用のフェルト帽体（ファーフェルト）による実物製作 

      ・木型など専門用具の使用法、型入れによる形づくりを指導 

      ・スチームボイラーを用いて、蒸気によるデザイン別成形方法を指導 

 

    ⑵布帛作品の製作  講義・演習 [７コマ] 

      ・基礎作図３点 

      ・基礎作図からのパターンの応用、製作方法 

      ・仮縫い方法、芯地の選び方、縫製技術についてデザイン別に説明 

      ・素材別の製作方法 

 
評価方法・対象・比重 

 作品：授業姿勢 ８：２ 

 
 
主要教材図書    
 文化ファッション体系 ファッション工芸講座１ 帽子 基礎編                

参考図書 各種帽子写真集など 

その他資料 コスチューム資料室標本 
 

 

 

 

 

記載者氏名 窪田 恵美子 

授業の特徴と担当教員紹介      

 帽子ブランドのデザイン、製作、個人ブランド立ち上げなどの経験をもとに帽子の知識と作品制作の実践授業を実施 

２０１９年度 カリキュラム科目概要 文化服装学院教務部 

 



 

 

 
 

科コード 12052    科名 ファッション高度専門士科 2年 

科目コード 980220   科目名  特別講義・キャリア開発Ⅱ 

単  位 １ 

授業期間 通年 
 

担当教員(代表)：大村 京子 共同担当者： 宮原 祐紀子 

 

教育目標・レベル設定など 

・ レギュラーカリキュラムに含まれない関連分野の専門知識を習得する。 

・ アパレル産業の現状や先輩の実体験をアドバイスされることにより将来の方向性を決めていく。 

 
【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 

 

 

１、テキスタイルトレンド情報 ２コマ(前期・後期)  

２、デザイナーの仕事 １コマ(前期) 

３、コレクション情報 ２コマ(前期・後期) 

４、子供服について １コマ(後期) 

５、皮革の扱い方 ２コマ（後期） 

６、メンズファッション １コマ（後期） 

７、キャリアアップ教育 ５コマ(後期)  

 

 

評価方法・対象・比重 

   評価基準：参加出席状況 100% 

 
主要教材図書  なし 
 

参考図書 ＷＷＤ・Fashion News（パリ、ロンドンコレクション）・・・株式会社 INFAS ﾊﾟﾌﾞﾘｹｰｼｮﾝｽﾞ 

その他資料 各講師による資料 

 
 

記載者書名欄  大村 京子 

授業の特徴と担当教員紹介      

 テキスタイルジャーナリストとしてトレンドのテキスタイル素材情報や解説を実施、企業デザイナーとして、クリエー

ターとしての商品開発、デザイナーの仕事について講義実施、ファッション情報誌の編集長として最新のコレクション

情報の講義を実施、子供服メーカーのデザイナー経験をもとに子供服の企画デザインについての講義を実施、皮革メー

カー担当者による皮革の一般知識からデザイン・縫製地術の実践講義を実施、、百貨店における販売、顧客管理、販売

員教育や人材教育のコンサルティングの経験をもとにコミュニケーション能力開発の実践的講義を実施 

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    12053 

科目ｺｰﾄﾞ 605000 

科  名 ファッション高度専門士科３年 

科目名 アパレルマーチャンダイジング 

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チャンダイジング業務の実務を講義と実習により指導し、アパレルマーチャンダイジングの基

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  アパレルマーチャンダイジングの概要  講義  コマ数＝７ 

 ・ＭＤの５適とは     ・ファッションマーケットの現状    ・生産体制とＭＤスケジュール 

・広義のブランド力とは   ・マーケティング発想のデザインとは 

・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  ブランドマーチャンダイジング実践  実習  コマ数＝６ 

 既存のブランドの企画業務を企業と同様の手順で行う 

 ・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       ・企画プレゼンテーション 

 

（後期） 

テーマ  アパレル業界の計数管理  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  ブランド構築の実践  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チャンダイジング 

 ・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、営業等の経験により、アパレル業界におけるマーチャンダイジング業務の実務を講義

と実習により実践的に実施 

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 12053    科   名 ファッション高度専門士科３年 1 組 

科目ｺｰﾄﾞ 101710   科目名 ニットアパレル造形(カット＆ソー)Ⅰ 

単  位 1単位 

授業期間 前期 
 

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 

美しいシルエットを作る立体裁断とパターンの理解 

丸編みで立体裁断の基礎知識とカットソーの縫製知識を理解する 
 

【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 

講義と実習内容 

横編み 経編み 丸編みのニットジャージー素材の基礎知識と 

美しいシルエットの立体裁断の考え方と各種ミシンの縫製技術の理解と習得。 

トップデザイナーと服作りの概念 

 

カットソー丸編み概論・・・パリコレや東京コレクションでの豊富な経験と知識の情報伝える 

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の取得。 

立体パターンの基本知識・・・バストダーツ無しの美しいシルエット・パターン製作の習得   

             フライスで V 衿、タンクトップ 立体裁断で基礎知識を理解させる 

製品仕上げプレス、袋詰め、パターンから小売店に送る製品上げ指導 

 

 

フライス・フィットした素材 V 衿とタンクトップ・・・カットソー仕上げ W 付けとバインダー仕上

げの理解、オーバーロック、2 本針振りミシン、天地仕上げなどの各

種ミシンの扱い方を実習取得。。 

パーカー裏毛３０/１０・・・・・・・カンガルーポケット、フード重ね合わせ、リブ仕様の各種縫製 

                ミシンにて丸編み素材の扱いを理解する 

（フライスに対して身幅にゆとりのあるパターン製作理解） 

 

評価方法・対象・比重 

実技評価 Ｓ Ａ Ｂ Ｃ 
 
主要教材図書 

マレイの「カットソー・立体裁断・縫製」 

参考図書  

その他資料  パリコレ等で縫ったサンプルや海外製品を参考見本とする 

 

 

 

記載者書名欄 

授業の特徴と担当教員紹介      

アパレル企業での業務経験やデザイナーブランドの丸物縫製業務企業経営等の経験をもとに丸編みの立体裁断基礎知

識とカットソーの縫製知識・技術習得を実践的に実施 

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 12053   

科目ｺｰﾄﾞ 504330  

科  名 ファッション高度専門士科 3年 

科目名 コンピューターグラフィックⅢ 

単  位   2単位 

授業期間 （  28 ） 
 

担当教員(代表)：佐谷 眞樹 共同担当者：李 世悧  
 
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） 

2年時までに習得したアドビ・イラストレーターを使ってのハンガーイラスト作成とその表現のレベルを上げ 

より美しく精度の高い物を描ける様にする。また、描いたデザインデータの展開方法、先染柄やプリント柄の図案作成方法を学び、企画書

としての提案力を高める。デザイン画も C.Gで描く事を学び、イラストとしての展開スピードのアップ 

パリエーションの表現力を上げ、ビジュアル・プレゼンテーション作成技術を習得する。 
  

【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 Tシャツを描き2年時の復習 16 人体のベースを描く=顔、身体、手足をトレース 

2 シャツを描く=身頃、衿、袖の作成 17 人体のベースを描く=顔、身体、手足をトレース 

3 シャツを描く=釦・前立て・ステッチ・ポケット 18 スタイル画を描く=人体ベースに服を加えて描く 

4 シャツを描く=肩ヨーク・切り替えパーツ作成 19 スタイル画を描く=人体ベースに服を加えて描く 

5 シャツを描く=バックスタイル・デザイン展開 20 スタイル画を描く=デザイン・アイテムの展開 

6 ディテールの作成=リブ・シャーリング・フリル・ペプラム 21 スタイル画を描く=色や柄を展開したイラスト 

7 ジャケット&ボトムを描く(デザインの効果的な展開) 22 プレゼンテーションの表現 

8 柄の作成=ストライプ・チェックを作る 23 デザイン企画書の制作 

9 柄の作成=プリント柄&モノグラムを作る 24 デザイン企画書の制作 

10 ハンガーイラストでの商品展開(レジュメ)の作成 25 デザイン企画書の制作 

11 ハンガーイラストでの商品展開(レジュメ)の作成 26 デザイン企画書の制作 

12 ハンガーイラストでの商品展開(レジュメ)の作成 27 デザイン企画書の制作 

13 ベルト、バックルを描く=金属の表現、レースアップ表現 28 デザイン企画書の制作 

14 ブラシの使い方を習得=チェーンやテープの表現、 29  

15 人体のベースを描く=顔、身体、手足をトレース 30  
 
評価方法・対象・比重 

         課題制作物＜スキル及びデザイン・イメージの表現力＞・出席率  
 
主要教材図書                   

参考図書 なし 

その他資料 製作手順のデータを配布 
 

 

 

 

 

授業の特徴と担当教員紹介      

 アパレル企業での業務経験やデザイナー活動による経験をもとに、コンピュータを活用したデザイン企画書の制作技術実

習を実践的に実施 

記載者氏名 佐谷眞樹 

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 12053   

科目ｺｰﾄﾞ 504330  

科  名 ファッション高度専門士科 3年  

科目名 コンピューターグラフィックⅢ 

単  位   2単位 

授業期間 （ 28  ） 
 

担当教員(代表)：佐谷 眞樹 共同担当者：李 世悧  

 

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） 

2年時までに習得したアドビ・イラストレーターを使ってのハンガーイラスト作成とその表現のレベルを上げ 

より美しく精度の高い物を描ける様にする。また、描いたデザインデータの展開方法、先染柄やプリント柄の図案作成方法を学び、企画書

としての提案力を高める。デザイン画も C.Gで描く事を学び、イラストとしての展開スピードのアップ 

パリエーションの表現力を上げ、ビジュアル・プレゼンテーション作成技術を習得する。 
  

授業概要＝テーマ（大・中・小）、方法（講義・実習・実験・リサーチ・グループ活動など）、制作物、 

                  

 

テーマ：（大）コンピューターを利用して表現する、より完成度の高いプレゼンテーション資料の作成 

    （中）デザイン、企画展開のスピードアップ 

    （小）イラストレーターでのスタイル画作成 

 

授業内容：イラストレーターによる展開を想定したハンガーイラスト・データ作成 

     展開・レイアウト・構成のベースを学ぶ 

     イラストレーターで描くスタイル画の基礎と、そのデータの作り方 

     写真、イラスト、カラーイメージ、テキストなど、全てで構成した企画書の表現 

 

授業方法：生徒の前で実演する 

     生徒に実習させ、個々の作業をサポートする 

     学習用のデータを配布 

 

制作物 ：スタイル画・ハンガーイラストのよる企画提案書の作成 

 

使用パソコン及びソフト：imac   アドビ イラストレーターCS5 ・アドビ フォトショップCS5 

 
評価方法・対象・比重 

課題制作物＜スキル及びデザイン・イメージの表現力＞・出席率  
 
主要教材図書                   

参考図書 なし 

その他資料 製作手順のデータを配布 
 

 

 

 

 

授業の特徴と担当教員紹介      

 アパレル企業での業務経験やデザイナー活動による経験をもとに、コンピュータを活用したデザイン企画書の制作技術実

習を実践的に実施 

記載者氏名 佐谷眞樹 

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 12053  

科目ｺｰﾄﾞ 609550 

科  名 ファッション高度専門士科 3年 1組 

科目名 アパレル商品企画・演習 

単  位    １ 単位 

授業期間 後期（  14コマ  ） 
 

担当教員(代表)：茅野 誉之 共同担当者： 丸龍 文人 

 

【授業概要、到達目標・レベル設定】 

 ファッション業界における、企画デザイナー、デザイナーブランドのどちらにも対応出来るよう、ブランド 

 設定、ターゲット分析、オリジナルデザインによるサンプル制作を通して、商品としての企画を学ぶ。 

 また生産管理や工場への注文など細部に渡り、企業で行われている仕事の内容や方法を理解する。 
  

【授業計画】 

１． オリエンテーション（4コマ） 

 課題説明 ２０１９ＳＳのブランド立ち上げ 制作3体 チーム分け（5チーム） 

 市場、トレンド調査分析 話し合い デザイン検討 

 

２． ブランドプレゼンテーション第一回（2コマ） 

 各チーム制作商品型だし点検 アドバイス 修正 

 

３． ブランドプレゼンテーション第2回（4コマ） 

     各チーム制作商品型だし点検 アドバイス 修正 

     素材確認 縫製方法、付属（ファスナー、ボタン、テープ、紐等）関係アドバイス 

 

４． 3体制作商品 プレゼンテーション（2コマ） 

 ３Ｌｏｏｋ総合点検 ブランドとして3体全体の統一、アピールが出来ているのかアドバイス 

 商品としての企画に対応しているのかアドバイス 

 

５． 最終商品 プレゼンテーション（2コマ） 

 各チーム商品解説 各チームのブランド設定に応じて講評、採点 

 企業デザイナーの仕事内容についてのまとめ  

 就職や将来の希望職種などのアドバイス 

 
【評価方法】  

   出席、課題提出状況      ２０％ 

   プレゼンテーション、課題内容 ８０％      英字評価 
 
主要教材図書                   

参考図書  

その他資料  
 

 

 

記載者氏名 茅野 誉之 

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・デザイナーとしての経験をもとに、ファッション業界における企画デザイナー、デザイ

ナーブランドのどちらにも対応できる商品企画、生産工場への発注など、企業で行われている仕事の内容や方法を実践的

に学ぶ 

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 12053 

科目ｺｰﾄﾞ 402020 

科  名 ファッション高度専門士科３年１組 

科目名 ＣＡＤパターンメイキングⅡ 

単  位  １ 単位 

授業期間 後期（    ） 
 

担当教員(代表)：高津 由規子 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） 

アパレル産業において工業化された設計・生産・製造のプロセスを認識し、生産技術の１分野である設計に活用

される「アパレルＣＡＤ」システムを利用して、工業生産設計の流れと設計の考え方・手法・方法の理解を深め、

設計システムの構築と管理の仕組み迄の内容を行う。 
 

【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 

コマ 内 容 コマ 内 容 

1 オリエンテーション・基本操作 16  

2 スキャナーとトレース応用 17  

3 応用パターンメイキングＶｅｒ.１－1ジャケット 18  

4 応用パターンメイキングＶｅｒ.１－2ジャケット 19  

5 マーキング・縫製仕様書 20  

6 応用パターンメイキングＶｅｒ.２－１ねじり 21  

7 応用パターンメイキングＶｅｒ．2－2シャツブラウス 22  

8 応用パターンメイキングＶｅｒ.3-1.囲みパンツ 23  

9 応用パターンメイキングＶｅｒ.3-2.囲みパンツ 24  

10 応用パターンメイキングＶｅｒ.３－1製品図 25  

11 応用パターンメイキングＶｅｒ.３－２縫製仕様書 26  

12 応用パターンメイキングＶｅｒ.４―１袖山のかき方 27  

13 応用パターンメイキングＶｅｒ.４―２パンツ 28  

14 応用パターンメイキングＶｅｒ.４―３裏地 29  

15 応用パターンメイキングＶｅｒ.４―４裏地 30  

 
評価方法・対象・比重 

テストは行わず授業内でのプリント提出・授業態度・配布プリントのまとめ方・出欠席・授業態度で評価 

                                評価基準  学業評価  50％   授業姿勢  ５０％ 
 
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  

授業の特徴と担当教員紹介      

アパレル企業におけるＣＡＤパターン技術経験をもとに、アパレル産業における工業生産設計について実践的に実施 

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  12053 

科目ｺｰﾄﾞ 102400 

科  名 ファッション高度専門士科 3年 1組 

科目名 グレーディング 

単  位   単位 

授業期間 半期  （ 後期 ） 
 
担当教員(代表)： 共同担当者： 佐久間 一夫 
 

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） 

グレーディングの基礎・知識・実務レベル・オペレーション操作方法の理解・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 時間 詳細 

1 
ハンドグレーディングの説明（前身頃） 

1.5 講義内容の説明、基礎（原型）展開 

2 ハンドグレーディングの説明（後身頃） 1.5 基礎（原型）展開 

3 ハンドグレーディングの説明（袖） 1.5 基礎（原型）展開 

4 ハンドグレーディングの説明（衿） 1.5 基礎（原型）展開 

5 ＣＡＤグレーディングの説明（前身頃） 1.5 ＣＡＤに置き換える（原型） 

6 ＣＡＤグレーディングの説明（後身頃） 1.5 ＣＡＤに置き換える（原型） 

7 ＣＡＤグレーディングの説明（袖） 1.0 ＣＡＤに置き換える（原型） 

8 ＣＡＤグレーディングの説明（衿） 1.5 ＣＡＤに置き換える（原型） 

9 ＣＡＤグレーディングの説明（シャツ） 1.5 パーツ毎に処理 

10 ＣＡＤグレーディングの説明（シャツ） 1.5 パーツ毎に処理 

11 ＣＡＤグレーディングの説明（シャツ） 1.5 パーツ毎に処理 

12 ＣＡＤグレーディングの説明（シャツ） 1.5 パーツ毎に処理 

13 ＣＡＤグレーディングの説明（シャツ） 1.5 パーツ毎に処理 

14 学年末試験 （実技試験） 1.5 オペレーションの確認（シャツ） 

15 グレーディングのまとめ 1.5 学年末試験の答え合わせと解説・総復習 

 学年末試験 （筆記試験）  習った所全部 

 
評価方法・対象・比重 

学年末試験・・・80％  小テスト・・・20％ 
 
主要教材図書 東レグレーディング・マニュアル（D0・S0・T0・R0） 
 

参考図書 文化服装学院編・グレーディング書籍 

その他資料 グレーディングの説明資料、パターン、他 
 
授業の特徴と担当教員紹介      

 アパレル業界におけるＣＡＤパターン製作の経験をもとにＣＡＤパターンのグレーディングの技術を実践的に実施 

記載者氏名 佐久間 一夫 

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 12053 

科目ｺｰﾄﾞ 300950 

科  名 ファッション高度専門士科３年 

科目名 アクセサリーa 

単  位 １ 

授業期間 後期 

 

担当教員(代表)：中川 清美 共同担当者： 

 

教育目標・レベル設定など 

アクセサリーは服を引き立たせるための小道具である。新しい素材を取り込み服とのコーディネートを意識したオリジナリ

ティの高いアートアクセサリー制作、そして服作りのヒントにと意識している。 

 
【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 

 

１．アートアクセサリー鑑賞レクチャー 

  参考作品の素材説明とアイディア提案 

  樹脂の扱い方 アメリカンフラワーの扱い方説明 

 

２．アートアクセサリー制作実習 

  アクリル絵の具、助剤について 塗料を使って金属の腐食した感じを出す方法の説明・中川作品鑑賞 

 

３．アートアクセサリー制作実習 

  アンティークボタン ブレードの鑑賞を通して１９世紀モードについて 

 

４．アートアクセサリー製作実習 

  アールヌーボ・デコのジャンクアクセサリー鑑賞を通して ２０世紀モードについて 

 

５．アートアクセサリー製作実習 仕上げ 

  シルバー粘土、リング制作実習 

 

６．シルバー粘土について、特性・扱い方の説明 

  制作実習 

 

７．シルバー粘土リング制作実習 

  作品について仕上げ・説明 

 
評価方法・対象・比重 

作品提出 70％・授業態度 20％・出席 10％ 

 
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      

 イラストレーター、アクセサリー作家の経験をもとに、服飾におけるアクセサリーの基礎知識および創作力学習を作品制

作を行いながら実践的に実施 

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  12054 

科目ｺｰﾄﾞ 503401 

     503402 

科  名 ファッション高度専門士科４年 

科目名 カメラワークＡ・Ｂ 

単  位 ２ 
授業期間 年間 

  
担当教員(代表)：尾島 敦 共同担当者：東原 昇平 

 
教育目標・レベル設定など 

前、後期を通じて、４年間を通して学んだ技術を駆使し制作した作品（服）を写真を撮ることによって、新たな自己表現力を

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 

 

1: 写真を撮る習慣をつけることで。自分の作品に対する写真的アプローチを考察する。 

2: 写真的アプローチするため、カメラの基礎知識を習得。 

3: 照明機材を使用して、より高いレベルで撮影出来るように操作を学ぶ。 

4: Photoshop での画像調整を学習 

5: 後期課題作成企画の説明 

6: 企画書に基づき撮影内容について個別に打ち合わせ。 

7:.撮影期間中はクラスで協力し合いスムーズな撮影現場での行動を学ぶ。 

8: 撮影した写真を元に各々が自由に制作。 

 

 

 
評価方法・対象・比重 

出欠 制作物 

 
主要教材図書 
 

参考図書 

その他資料 
 

授業の特徴と担当教員紹介      

 プロカメラマンとしての経験をもとに、写真的アプローチをするための基礎知識からより高いレベルでの撮影技術の習

得を実践的に実施 

プロカメラマンとしての経験をもとに、写真的アプローチをするための基礎知識からより高いレベルでの撮影技術、フ

ォトショップを使用しての画像調整技術の習得を実践的に実施 

記載者書名欄  尾島敦 

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 12054       科   名 ファッション高度専門士科４年 

科目ｺｰﾄﾞ 401720      科目名 ニットアパレル造形（カット＆ソー）Ⅱ 

単  位 １６ 

授業期間 2019,12～2020,1,23 
 

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 

美しいシルエットを作るパターンの理解と縫製 

丸編みカットソーの立体裁断の考え方と企業向け縫製テクニックの見本帳作り 
 
【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 丸編みのニット素材の縫製知識 

美しいシルエットの立体裁断の考え方と各種ミシンの縫製技術の理解と見本帳作り。 

デザインから作図と縫製実習 

 

丸編みデザイン概論・・・パリコレや東京コレクションの比較考察 

          美しいシルエットを作る基礎的な考え方 

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の取得。 

① デザイン縫製イメージの基礎となる各種ミシン縫製技術の見本帳作り縫製考察のアドバイス 

②製品染めポロシャツ作図と縫製・・・バストダーツ無しの美しいシルエット・パターン製作の習得   

リブ編み立てと丸編みのハイレベルの縫い方指導をもって教える。 

製品染め企画としてオール綿糸のリブ仕様、前立て明き、玉縁ポケット作り 

② 卒業制作のカットソーにおける縫製技術のアドバイスとチェック。 

      
 

評価方法・対象・比重 

実技評価 Ｓ Ａ Ｂ Ｃ   部分縫い、製品染めポロシャツ、ドレスの 3 点縫い上げ 
 
主要教材図書 

「カットソー・立体裁断・縫製」編入生購入 

参考図書   デザイナーアーカイブ資料 

その他資料  パリコレ等のサンプルと海外の参考見本の解説 

 

 
記載者書名欄 

授業の特徴と担当教員紹介      

 アパレル企業での業務経験やデザイナーブランドの丸物縫製業務企業経営等の経験をもとに丸編みの立体裁断の考え

方と企業向け縫製テクニックの学習を実践的に実施 

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  12054 

科目ｺｰﾄﾞ 200230  

科  名 ファッション高度専門士科４年  

科目名 アパレル染色演習Ⅲ  

単  位  ２ 単位 

授業期間 （通年   ） 
 

担当教員(代表)：眞田玲子 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） 

アパレルデザインを行う上 重要である素材の染色加工に関する専門知識を養う。 

理論・技法・工程など実技を通し習得する。 時代に沿った 各種表現方法を分析し構成する。   
  

【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 ガイダンス 授業内容 課題説明 16 卒業制作コンテスト等の素材作り デザインワーク  

2 テキスタイル商品 参考作品の紹介  17         〃 

3 布地の造形要素の理解オパール加工実験アルミ溶解編 18 オリジナルテキスタイル企画制作         

4         〃    19         〃 

5      オパール加工実験 セルロース 溶解編 20         〃 

6          〃 21 習得した技法を駆使、目的に沿った生地を制作する         

7 シルクスクリーン（製版） 印捺にて 箔加工 22         〃 

8         〃 23 作業工程を見直し 必要量の生地を制作する        

9 シルクスクリーン（製版） 印捺にて 特殊プリント 24         〃 

10         〃 25  製品図 工程表をまとめる        

11 シルクスクリーン（製版）印捺にて フロッキー加工  26         〃 

12         〃 27  制作した生地の 発表 プレゼンテーション       

13 藍抜染  ヒートセット 絹塩縮など 表面効果の 28          〃 

14         〃 29  

15 サンプル制作や アパレル用素材の準備 30              

 
評価方法・・ 

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 
 
主要教材図書                   

参考図書  

その他資料 各種技法の作業工程 レシピ配布  

 

記載者氏名  眞田玲子  

授業の特徴と担当教員紹介      

 企業におけるテキスタイルデザイナーの経験をもとに、アパレルデザインをする上での素材の染色加工技術の習得を作

品制作を行いながら実践的に実施 

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 12054   

科目ｺｰﾄﾞ 504340  

科  名 ファッション高度専門士科 4年 

科目名 コンピューターグラフィックⅣ(選択) 

単  位   2単位 

授業期間 （ 28 ） 
 

担当教員(代表)：佐谷 眞樹 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） 

3年時までに習得したイラストレーターによる表現技術を用いて、市場性を踏まえた現実的な企画立案と 

ビジュアル・プレゼンテーションを前提とした企画書作成を学ぶ。就職活動の為のプレゼンテーション資料として 

使える様な、プロフェッショナルとしての企画書を制作する。イラストレーターデータ(ai)から PDFに変換した 

企画書を制作者が全員にプレゼンテーションする。 
 

【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 授業内容の説明( 選択の為) 16 企画書の構成についての解説 

2 「雨の日に使うもの」をテーマにした商品の企画書作成 17 「コート」をテーマに4ストーリー12ルックの企画書作成 

3 「雨の日に使うもの」をテーマにした商品の企画書作成 18 「コート」をテーマに4ストーリー12ルックの企画書作成 

4 「雨の日に使うもの」をテーマにした商品の企画書作成 19 「コート」をテーマに4ストーリー12ルックの企画書作成 

5 「雨の日に使うもの」をテーマにした商品の企画書作成 20 「コート」をテーマに4ストーリー12ルックの企画書作成 

6 「雨の日に使うもの」をテーマにした商品の企画書作成 21 「コート」をテーマに4ストーリー12ルックの企画書作成 

7 「雨の日に使うもの」をテーマにした商品の企画書作成 22 「コート」をテーマに4ストーリー12ルックの企画書作成 

8 「雨の日に使うもの」をテーマにした商品の企画書作成 23 「コート」をテーマに4ストーリー12ルックの企画書作成 

9 「雨の日に使うもの」をテーマにした商品の企画書作成 24 「コート」をテーマに4ストーリー12ルックの企画書作成 

10 「雨の日に使うもの」をテーマにした商品の企画書作成 25 「コート」をテーマに4ストーリー12ルックの企画書作成 

11 「雨の日に使うもの」をテーマにした商品の企画書作成 26 「コート」をテーマに4ストーリー12ルックの企画書作成 

12 「雨の日に使うもの」をテーマにした商品の企画書作成 27 「コート」をテーマに4ストーリー12ルックの企画書作成 

13 各自の企画をプレゼンテーション 28 「コート」をテーマに4ストーリー12ルックの企画書作成 

14 各自の企画をプレゼンテーション 29  

15  30  

 
評価方法・対象・比重 

         企画書＜スキル・デザイン・表現力＞・出席率  
 
主要教材図書                   

参考図書 なし 

その他資料 製作手順のデータを配布 
 

 

授業の特徴と担当教員紹介      

 アパレル企業での業務経験やデザイナー活動による経験をもとに、市場性を踏まえた現実的な企画立案とコンピュータを

活用したプロフェッショナルとしての企画書制作技術実習を実践的に実施 

記載者氏名 佐谷眞樹 

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 12054   

科目ｺｰﾄﾞ 504340 

科  名 ファッション高度専門士科 4年  

科目名 コンピューターグラフィックⅣ(選択) 

単  位   2単位 

授業期間 （ 28 ） 
 

担当教員(代表)：佐谷 眞樹 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） 

3年時までに習得したイラストレーターによる表現技術を用いて、市場性を踏まえた現実的な企画立案と 

ビジュアル・プレゼンテーションを前提とした企画書作成を学ぶ。就職活動の為のプレゼンテーション資料として 

使える様な、プロフェッショナルとしての企画書を制作する。イラストレーターデータ(ai)から PDFに変換した 

企画書を制作者が全員にプレゼンテーションする。 
  

授業概要＝テーマ（大・中・小）、方法（講義・実習・実験・リサーチ・グループ活動など）、制作物、 

                  

テーマ：（大）プレゼンを前提としたプロフェッショナルとしての企画書作成を学ぶ 

    （中）イラストレーターによるイラスト・文章レイアウトなどのスキル・アップ 

    （小）イラスト・写真・文字等による全体構成を学ぶ 

 

授業内容：イラストの作成 

     テーマ・キャプション、文章、プロットの作成 

     企画構成及びプレゼンテーションの手法 

     企画マップ・レジュメ製作 

 

 

授業方法：生徒の企画内容に合わせて表現と手法をアドバイス 

     生徒に実習させ、個々の作業をサポートする 

     企画書のサンプルを見せる 

 

制作物 ：企画書・プレゼンボード 

 

使用パソコン及びソフト：imac   アドビ イラストレーターCC ・アドビ フォトショップCC 

 
評価方法・対象・比重 

課題制作物＜スキル及びデザイン・イメージの表現力＞・出席率  

 
 
主要教材図書                   

参考図書 なし 

その他資料 企画書のサンプル 

 
 

 

 

記載者氏名 佐谷眞樹 

授業の特徴と担当教員紹介      

 アパレル企業での業務経験やデザイナー活動による経験をもとに、市場性を踏まえた現実的な企画立案とコンピュータを

活用したプロフェッショナルとしての企画書制作技術実習を実践的に実施 

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 12054 

科目ｺｰﾄﾞ 300960 

科  名 ファッション高度専門士科 4-1.2 

科目名 アクセサリーｂ 

単  位 １ 

授業期間 後期 

 

担当教員(代表)：中川 清美 共同担当者： 

 

教育目標・レベル設定など 

アクセサリーは服を引き立たせるための小道具である。新しい素材を取り込み、卒業制作、服のトータルコーディネートを

意識したオリジナリティの高いアートアクセサリー制作。 

 
【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 

  アートアクセサリー鑑賞 素材説明 

  樹脂の扱い方 特徴の説明 ペーパーデザイン 

 

２．アートアクセサリー制作実習 

  アクリル絵の具、助剤 サビカラーの特徴 扱い方説明 制作実習 

 

３．アートアクセサリー制作実習 

アンティークボタン ブレード鑑賞 

 

４．アートアクセサリー制作実習 

アジアのアクセサリー鑑賞 制作実習 

 

５．アートアクセサリー製作実習 

 

６．アートアクセサリー制作実習 

 

７．アートアクセサリー制作実習 

 
評価方法・対象・比重 

作品提出 70％・授業態度 20％・出席 10％ 

 
主要教材図書 
 

参考図書 

その他資料 
 

 

記載者書名欄 中川 清美 

授業の特徴と担当教員紹介      

 イラストレーター、アクセサリー作家の経験をもとに服飾におけるアクセサリーの基礎知識およびクリエイティブかつ 

オリジナルな作品制作を行いながら実践的に実施 

２０１９年度 カリキュラム科目概要 文化服装学院教務部 


