
 

 
 

科ｺｰﾄﾞ    11101 

科目ｺｰﾄﾞ 000210 

科  名 服装科１年 

科目名 服装造形Ⅰ 

単  位    ２２単位 

授業期間 通年 
 
担当教員(代表)：富樫 敬子 共同担当者： 1-富樫、2-塚崎、3-佐藤、4-此村、5-羽田、 

6-清藤 
 

【授業概要、到達目標・レベル設定】 

・服飾造形基礎知識の習得（縫合の基礎、作図の基礎理論、体型観察）  

・各アイテム製作を通し服作りの技術と理論の習得（服の構造、デザイン表現、作図理論と方法、仮縫い補正方法、素材

扱い、縫製方法等） 

・バザー作品製作を通し社会貢献精神の育成と既製服としての縫製方法（刺繍法）、検品、販売までの流れを学ぶ 

・立体裁断基礎知識の習得（ボディ・布準備、ドレーピング・マーキング・ドラフティング） 
  
【授業計画】 

服装造形論 Ⅰ 6単位（前期 3単位/後期 3単位）          000210 

服装造形デザイン Ⅰ 2単位（前期 1単位/後期 1単位）       000310 

服装造形パターンメ－キング  Ⅰ 5単位（前期  2単位/後期 3単位）  000510 

服装造形ソーイング Ⅰ 8単位（前期  4単位/後期 4単位）       000610 

服装造形ドレーピング基礎 1単位（後期  1単位）            000700 

  

 

１．衣服製作のための用具 7コマ（前期）概説一般知識、用具一般知識、図書館オリエンテーション、 

                  リソースセンター映像ルーム説明・見学、 

市場調査（ショップリサーチ） 

２．衣服製作のための   3コマ（前期）人体について、人体計測、自動体型撮影（シルエッター写真） 

人体と計測 

３．縫製の基礎      6コマ（前期）手縫い基礎、縫製機器について、ミシン縫い基礎・布端の始末 

４．体型研究       23コマ（前期）身頃・スカート原型作図・裁断・印付け・縫製、試着補正、 

（パターン製作の基礎）       体型観察（シルエッター写真）、パターン操作法、レポート作成 

 ５．一重スカート     14コマ（前期）一般知識、市場調査と商品企画、作図、パターンチェック、 

縫い代付け、裁断、縫製、レポート、校外授業（新国立美術館） 

６．バザー作品      10コマ（前期）導入、縫製準備、刺繍図案決め・刺繍、 

  （刺繍入りエプロン・  14コマ（後期）縫製、検品、販売準備 

刺繍入りバッグ） 

７．シャツブラウス    44コマ（前期）一般知識、デザイン・作図・パターンチェック・縫い代付け、部

分縫い、裁断・縫製、レポート、発表会 

校外授業（ボタン博物館・歌舞伎教室） 

８．パンツ        18コマ（前期）一般知識、デザイン・作図・パターンチェック・裁断・仮縫い、 

                    部分縫い、校外授業（裏地ミュージアム見学） 

11コマ（後期）縫製、レポート、発表会 

 

９．スカート        31コマ（前期）一般知識、デザイン・作図・パターンチェック、実物仮縫い、 

（総裏仕立て）            部分縫い、縫製、レポート、発表会 

１０．ジャケット      57コマ（後期）一般知識、デザイン・作図・フルパターン・縫い代付け、 

       トワル仮縫い、実物裁断・縫製、部分縫い、レポート、発表会 

博物館見学・校外授業（舞台衣装見学） 

１１．ワンピースドレス   48コマ（後期）一般知識、デザイン・作図・フルパターン・縫い代付け、部分縫

い、トワル又は実物仮縫い、実物裁断・縫製、レポート 

                    博物館見学・校外授業（未定） 

9コマ（後期） 発表会準備・発表会 

１２．立体裁断の基礎    15コマ（後期）基礎知識・ボディ・ライン入れ・布準備、  

＊文化ボディ使用        タイトスカートドレーピング・マーキング・ドラフティング 

 

 

 

 
 

２０１８年度 カリキュラム科目概要 文化服装学院教務部 

 



【評価方法】  

評価方法・対象・比重 

服装造形論 Ⅰ…筆記試験（70%）、レポート（10%）、出欠（10%）、授業姿勢・理解度（10%）           

服装造形デザイン Ⅰ…実物作品デザイン発想・応用（70%）、出欠（10%）、授業姿勢・発表会（20%） 

服装造形パターンメ－キングⅠ…実物作品パターンメーキング（70%）、出欠（10%）、授業姿勢・理解度（20%） 

服装造形ソーイング Ⅰ…実物作品ソーイング・部分縫い（70%）、出欠（10%）、授業姿勢・理解度（20%）         
服装造形ドレーピング基礎…ライン入れ、ドレーピング・ドラフティング（70%）、出欠（10%）、 

授業姿勢・理解度（20%）            
 

 
主要教材図書 文化ファッション大系 服飾造形講座 ①服飾造形の基礎  ②スカート・パンツ 

③ブラウス・ワンピース ④ジャケット･ベスト⑨メンズウェアⅠ 
        文化ファッション大系  アパレル生産講座③立体裁断基礎 

参考図書 装苑・コレクション誌他 

その他資料 実物標本・段階標本、参考プリント他 
 

記載者氏名 富樫 敬子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

科ｺｰﾄﾞ    11101 

科目ｺｰﾄﾞ 950000 

科  名 服装科１年 

科目名 自由研究 

単  位    １単位 

授業期間 前期・後期 
 
担当教員(代表)：富樫 敬子 共同担当者： 1-富樫、2-塚崎、3-佐藤、4-此村、5-羽田、 

6-清藤 
 

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） 

・服装造形に関わるテーマに基づき各自の目標に合わせ研究する 

・個々の能力に合わせ復習・応用することにより、既習細目におけるレベルの向上と知識・技術の応用発展目指す 

・発表会（展示）を行うことにより、プレゼンテーション能力を養う 

  

自由研究 1単位（前期 0.5単位/後期 0.5単位） 既習課題の復習・応用 

 

   １４コマ   6コマ（前期）導入、テーマ(目標・計画)、途中点検、まとめ、提出・採点、発表会 

8コマ（後期）テーマ(目標・計画)、途中点検、まとめ、提出・採点、発表会（展示会） 

 

 
評価方法・対象・比重 

自由研究…提出物（製作作品・レポート）50%、研究発表 30%、研究過程・授業姿勢（計画・点検）10%、出欠 10% 

 
主要教材図書 文化ファッション大系 服飾造形講座他   
       

参考図書 各自自由 

その他資料 参考標本・参考レポート他 
 

記載者氏名 富樫 敬子 

 

 

 

２０１８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    11101 

科目ｺｰﾄﾞ 400210 

科  名 服装科 1年 

科目名 服飾デザイン論Ⅰ 

単  位   2単位 

授業期間 通年 
 
担当教員(代表)：竹内宏明 共同担当者：  

 

【授業概要、到達目標・レベル設定】 

服飾デザインにおける色彩、形態、コンポジションについての講義及び演習を通して基礎的な知識と技

術を身につけ、創造力、分析力を養うことを目標とする。 

  
【授業計画】 

 

 

１. 導入  

●服飾デザインについて 

   

２.色の三属性 

    ●色の体系 ●色の三属性（色相・明度・彩度）とトーン ●色の識別  

 

  ３.色彩の感情効果 

    ●色彩とイメージ 

 

  ４.配色の基礎 

    ●色相を基準にした配色 ●トーンを基準にした配色 

  

  ５.色彩理論 

    ●光、眼と色 ●三原色と混色 

 

  ６.色の見え 

    ●対比現象・同化現象 ●膨張性・進出性 

 

  ７.形態 

    ●形態の構成要素（点・線・面） ●シルエット（直線的/曲線的・フィット/ルーズ） 

  

  ８.コンポジション 

    ●ドミナント・セントラリティ ●シンメトリー・アシンメトリー ●リズム 

 

 

※授業方法：講義、演習（プリント演習、課題作成） 

 
評価方法・対象・比重 

 演習作品による評価、試験、出席状況、授業態度を考慮に入れる（課題50％・試験20％・出欠15％・授業態度15％） 

 
 
主要教材図書  

文化ファッション大系 改訂版・服飾関連講座② 『服飾デザイン』 文化出版局                  

参考図書  

その他資料   ベーシックカラー140・B５判、ベーシックカラー140・B８判 （日本色研事業株式会社）  
カラーチャート 140 

 

記載者氏名 竹内宏明 

 

 

２０１８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    11101 

科目ｺｰﾄﾞ 500810 

科  名 服装科 1年 

科目名 ファッションデザイン画Ⅰ 

単  位   ２単位 

授業期間   通年 
 
担当教員(代表)：大谷 順 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） 

ファッションデザイン画における基礎的なプロポーションと技術の習得。 

オリジナルデザインの表現方法の基本を習得する。 

  

 

○ 8頭身の基本プロポーションの習得 

○ デザイン画的な動きのあるポーズの習得 

○ 基本的なアイテムの描き方とデザイン 

○ 製品図の書き方の基本の習得 

○ オリジナルデザインの発想方法 

○ 彩色表現の基礎 

○ 素材表現の基礎 

○ イラストボードの作成 

 
評価方法・対象・比重 

  出席状況・授業態度・各課題の評価・学年末試験による評価 

各課題の評価90％ 学年末試験による評価10％ 

 
 
主要教材図書      
 ファッションデザイン画の教科書・補助プリント 

参考図書  ファッション雑誌 

その他資料  
 

記載者氏名 大谷 順 

 

２０１８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    11101 

科目ｺｰﾄﾞ 304000 

科  名 服装科 1年 

科目名 服飾手芸 

単  位   ２単位 

授業期間 １年（ 通年 ） 
 
担当教員(代表)：久保田桂子 共同担当者： 毎熊 舞 

 
 

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） 

服飾手芸全般における基礎知識及び技術を基にして応用発展できるように、素材・テクニック・色の組み合わせによって

クリエイティブな力を養うことを目標とする。 

 
  

1. 手芸一般知識(0.5) 

手芸の変遷や技術の種類などを理解させる 

2. レース表現 マクラメレース 基礎作品 1点制作（2.5） 

結び表現のみで効果を出すマクラメレースの基礎テクニックを理解し、応用発展できるようにする 

 

3. 加飾美表現 カラーエンブロイダリー基礎 基礎刺し 1点（4） 

カラーエンブロイダリーの基礎テクニックを習得させる 

 

4. 加飾美表現 カラーエンブロイダリー応用 バザー作品制作（7） 

バザー作品製作を通じて服飾における刺繍配置及び装飾表現を理解させる 

 

5. 装飾造形表現 ネックレス製作 作品 1点制作（2） 

様々なパーツと糸のみで透かし模様を表現するテクニックと基本的な金具の使用 

 

6. 加飾美表現 エンブロイダリー・各種装飾技法  基礎テクニック練習・応用作品オリジナル作品制作（9） 

様々な手芸テクニックを用いてデザイン発想から色、素材の扱い方などを習得しオリジナルの装飾表現方法を 

理解、習得させる 

 

7. レリーフ・ライク表現 スモッキング 基礎刺し製作２点（2） 

一枚の布を縫い縮めて変化させて装飾効果を表現する様々なスモッキングのテクニックを習得させる 

 

8. 装飾造形表現 コサージュ 作品製作１点 （2） 

  洋服の残り布や様々な素材を使用してコサージュを作り、服のデザインポイントになる装飾効果とテクニックを習得させる 

 
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                   
教科書：文化ファッション大系 服飾関連専門講座⑧手芸 文化服装学院編 文化出版局 

参考図書  

その他資料  
 

記載者氏名 久保田桂子 

２０１８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    11101 

科目ｺｰﾄﾞ 400400 

科  名 服装科１年 

科目名 西洋服装史 

単  位  ２ 単位 

授業期間 通年（    ） 
 
担当教員(代表)：胡桃澤 教子 共同担当者：原田 弘美  

 
 

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） 

ファッション史の通史的、概論的講義。古代から現代に至る西洋を中心とした歴史の流れと服装の推移発展を

理解させる。特にヨーロッパの服装の変化と特性に重点を置き、現代ファッションの生成を理解し、学生が今

後ファッション業界でその知識を活かせるようにする。 

  

コマ 内 容 コマ 内 容 

1 オリエンテーション 16 近代の服飾（２）１９世紀中期 

2 衣服の起源 17 近代の服飾（３）１９世紀後期 

3 博物館見学「ヨーロピアン・モード」 18 近代の服飾（４）アール・ヌーボーとアール・デコ 

4 古代の服飾（１） 19 １９１０年代ファッション 

5 古代の服飾（２） 20 １９２０年代ファッション 

6 中世の服飾（１） 21 １９３０年代ファッション 

7 中世の服飾（２） 22 １９４０年代ファッション 

8 近世ルネサンスの服飾（１） 23 １９５０年代ファッション 

9 近世ルネサンスの服飾（２） 24 １９６０年代ファッション 

10 近世バロックの服飾（１） 25 １９７０年代ファッション 

11 近世バロックの服飾（２） 26 １９８０年代ファッション 

12 近世ロココの服飾（１） 27 １９９０年代ファッション 

13 近世ロココの服飾（２） 28 ２０００年代ファッション 

14 近世まとめ 小テスト 29 試験解答、まとめ〜現在のファッションまで 

15 近代の服飾（１）１９世紀前期 30  

 
評価方法・対象・比重 

定期試験70％、提出物（レポート）15％、小テスト5％、出欠席5％、授業態度5％ 

上記を目安に総合的に評価する 
 
主要教材図書 「文化ファッション大系 服飾関連専門講座⑪改訂版・西洋服装史」、ファッション辞典（文化出版局）              

参考図書 折に触れ紹介する 

その他資料  
 

記載者氏名 胡桃澤 教子 

 

２０１８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  11101 

科目ｺｰﾄﾞ 200310 

科  名 服装科 1年 

科目名 アパレル素材論Ⅰ 

単  位     2単位 

授業期間 通年（29コマ） 
 
担当教員(代表)：山田とし子 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） 

アパレルの主素材である布地の種類と性能の基本を理解させ、応用力を養わせることを教育目標とする。 

布地を理解し使用するには、その構成要因となる繊維、糸、織、編、レース、染色、加工などの各々の種類、性質などを

複合的に捉える必要があるため、繊維から系統的に授業を展開する.講義に演習・実験・実習を加えることで理解を促し、

実践的なものにする.レベルは、関連授業及び卒業後に生かすための礎を得られる設定である。 

  
 

 

1.概論（1コマ）  ＜講義＞ 

 ・アパレルの意味、アパレルと素材の関係 

 ・布の成り立ち、繊維―糸―布のかかわりと特徴 

 

2.繊維（9コマ）  ＜講義、実習、実験＞ 

 ・繊維とは 

 ・繊維の種類と分類、成分と構造、性質 

 ・繊度と繊維長 

             ＊実習 ・アパレル素材の認識（服装調査） ・繊維の鑑別（顕微鏡法、呈色法） 

 

3.糸（5コマ）   ＜講義、実習＞ 

・繊維から糸製造  

・糸の種類と構造、性質 

 ・糸の太さと表示 

             ＊実習 ・糸の構造と太さ（スパンヤーンとフィラメントヤーン） ・毛紡績の分類（梳毛と紡毛） 

 

4.布地（11コマ）  ＜講義、実習＞ 

 ・織物、編地、レースなどの種類と性質 

 ・繊維別布地解説 

 ・先染め、後染めの種類と効果 

 ・風合い表現 

             ＊実習 ・織、編地の組織分解（三原ほか組織） ・先染と後染の区別と色柄効果 

                 ・目付、打ち込みの理解        ・風合い別布地の分類 

 

5.加工（2コマ）  ＜講義、演習＞ 

 ・加工の目的と種類   ＊演習 ・加工布の種類、分類 

 

6.試験解答（1コマ） 

 
評価方法・対象・比重 

学業評価80％ 授業姿勢20％ 

 
主要教材図書 ：文化ファッション体系服飾関連講座① 「アパレル素材論」文化服装学院編 文化出版局                 

参考図書 ：「ワークブック、アパレル素材論」文化服装学院教科書出版部 

その他資料 ：「テキスタイルファブリック」文化学園事業局 
 

記載者氏名 山田とし子 

 

２０１８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    11101 

科目ｺｰﾄﾞ 500100 

科  名 服装科 1年 

科目名 クロッキー 

単  位 １単位 

授業期間 後期 
 
担当教員(代表)：酒井英実 共同担当者： 柳澤利光 

 
 

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） 

様々なものの見方を通じ、ものを見て描く事・表現につながるような描写とその楽しさを再認識する事とあわ

せ、基本的描写能力・表現能力の習得を目的とする。 

  

コマ  内 容 

1 オリエンテーション 

2  速写をする 

3  部分の理解 1.人体と服（脚・手・曲線）  

4  部分の理解 2 

5  表現技法 1 

6  計測法基礎 

7  カットを描く 

8  無彩色技法 

9  色彩技法  

10  表現技法 2  

11  クロッキー 

12  クロッキー 

13  ヌードクロッキー 

14  細密描写 

15  まとめ 
   
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  特になし 
 

参考図書    特になし 

その他資料   授業の各テーマに合わせ講師側で準備 
  

記載者氏名 酒井英実 柳澤利光 

２０１８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    11101 

科目ｺｰﾄﾞ 904010 

科  名 服装科１年 

科目名 就職対策講座Ⅰ 

単  位    １単位 

授業期間 後期  
 
担当教員(代表)：杉本 直鴻（１・４・６組） 共同担当者：長谷川 直美（２・３・５組）  

 

企業研究：砂生 政信 

ファッションビジネス概論：澤住 倫子 

 
 

 

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） 

・社会人と学生の違いを認識し、将来の方向性を決めるきっかけを作る 

・職業人に求められる「人間力」の向上を促し、実践教育を通して「就職力」の強化につなげる 

 

  

就職対策講座Ⅰ 1単位 15コマ（後期） 

   

１. 職業人意識 

２. 自己分析 

３. 履歴書の書き方 

 ４. 電話・Ｅメール 

５. ケーススタディ 

６.    〃 

７． 作品プレゼンテーション 

８．   〃 

９．エントリーシート  

10．企業研究（砂生） 

11.  〃 

12．ファッションビジネス概論（澤住） 

13．     〃 

14．     〃 

15．キャンパスプラン登録（学園就職支援室） 

 

 
評価方法・対象・比重 

出欠100％ 

 
主要教材図書 なし                 

参考図書 なし 

その他資料 就職対策講座テキスト、講師持参プリント、ビデオ、標本他 
 

記載者氏名 富樫 敬子 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１８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    11101 

科目ｺｰﾄﾞ 930010 

科  名 服装科１年 

科目名 校外研修Ⅰ 

単  位    １単位 

授業期間 前期 
 
担当教員(代表)：富樫 敬子 共同担当者： 1-富樫、2-塚崎、3-佐藤、4-此村、5-羽田、 

6-清藤 
 

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） 

・都会から離れた「山荘」における団体生活の体験 

・野外活動、体育活動他諸活動を通じ、指導力や協調の精神を養い、コミュニケーション能力の向上を目指す 

・個人相互およびクラス間・学年間の親睦を深める 

  

校外研修Ⅰ 1単位 （前期）13コマ 

 

コミュニケーションキャンプ  

文化北竜館 2泊 3日（１０コマ） 

・１日目・・・オリエンテーション 

         コミュニケーションプログラムＢ（３クラス合同） 

         コミュニケーションプログラムＡ（３クラス合同） 

        

 ・２日目・・・体育活動 

          野外炊飯 

          スコアオリエンテーリング 

          キャンプファイヤー（雨天の場合キャンドルサービス） 

  

・３日目・・・施設見学 

          人形博物館、版画美術館 

          須坂市歴史的建物園 

  善光寺散策       

 

・コミュニケーションキャンプ事前準備（３コマ）・・・コミュニケーションキャンプ導入（目的・日程他） 

グループ、係決め他 

                           仕事内容の分担と確認事項他 

                       

                      

 
評価方法・対象・比重 

出欠100％ 

 
 
主要教材図書 なし                  

参考図書 なし 

その他資料 コミュニケーションキャンプのしおり他 
 

記載者氏名 富樫 敬子 

 

２０１８ 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    11101 

科目ｺｰﾄﾞ 980010 

科  名 服装科１年 

科目名 特別講義Ⅰ 

単  位    １単位 

授業期間 通年 
 
担当教員(代表)：富樫 敬子 共同担当者： 1-富樫、2-塚崎、3-佐藤、4-此村、5-羽田、 

6-清藤 
 

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） 

・ファッション業界の各分野において幅広い知識と技術を習得すると共に、各自の進路（進学・就職）を考える動機付け

を目標とする 

・レギュラー授業において包括できない部分の専門関連分野の知識を習得する 

  
特別講義Ⅰ 1単位 14コマ 

 

１．ワコール下着セミナー   「下着の一般知識」         増田 亜紀子・上地朋子 １コマ 

 

２．心理学          「コミュニケーション 能力開発」  野町 一成       ２コマ 

 

３．着物の知識        「基礎知識と浴衣の着付け」     近藤 尚子・菅野 絢子 ３コマ 

 

４．トレンド解説       「２０１８・１９ＡＷトレンド 」  澤住 倫子       １コマ 

 

５．裏地の知識                          吉澤 知佐       １コマ 

「ベンベルグ裏地ミュージアム見学・解説」   

 

６．舞台衣装オリエンテーション   

「ミュージカル衣装解説 」     加登 伸晃       １コマ 

 

７．ファッション業界の職種について               （未定）         １コマ 

「企画・デザイン、生産・パターン、クチュール・縫製」     

 

８．舞台衣装の業界について  「衣装製作と舞台裏」        渡邉 礼子       １コマ 

                                                                         

９．メンズファッションについて                  西岡 遥        １コマ 

「メンズ業界とメンズファッション」                                               

 

１０．ポートフォリオ講座    「ポートフォリオ作成 」      吉田 康成       １コマ 

 

１１．デザイナーの仕事                       根本 貴史       １コマ 

「コレクションデザイナーと起業について」 

   

 
 
評価方法・対象・比重 

出欠100% 

 
 
主要教材図書 なし                  

参考図書 なし 

その他資料 講師持参プリント、ビデオ、標本他 
 

記載者氏名 富樫 敬子 

 

 

 

２０１８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    11102 

科目ｺｰﾄﾞ 000220 

科  名 服装科２年 

科目名 服装造形 

単  位   ２４単位 

授業期間 前期・後期 
 
担当教員(代表)：髙田 惠子 共同担当者： １－髙田 ２－森 ３－山根 

       ４－稲葉  
 

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年で学んだ 基本を 復讐しながら、裏無しの作品から 厚物 薄物作品まで パターンから 縫製まで 

 学習する。 立体裁断もボトムからトップスまで、テクニックから パターンメーキングまで。 

  

 

 服装造形 論 Ⅱ  （000220）                  通年 ３単位 

 服装造形 デザイン Ⅱ （000320）                通年 ３単位 

 服装造形 パターンメーキング Ⅱ （000520）           通年 ４単位 

 服装造形 ソーイング Ⅱ  （000620）              通年 ４単位 

 服装造形 ドレーピング Ⅰ   （000810）            通年 ４単位 

 服装造形 工業用パターンメーキング Ⅰ   （000910）       通年 1単位 

 卒業研究・創作   （970000）                   後期 ５単位 

 

１．工業用パターンメーキングⅠ    ６コマ  工業用ボディでのドレーピング（タイトスカート） 

２．パターン展開のスカート      １5コマ  各自のデザインを スローパー展開でパターンメーキング 

                    半身トワル型出し、実物制作 

３．立体裁断Ⅰ スカート       ６コマ  ヌードボディでのドレーピング 

４．一重ジャケット         39コマ  デザイン・パターン・実物製作・ポートフォーリオ 

５．デザインパンツ          22コマ   デザイン・パターン・実物製作・ポートフォーリオ 

６．子供服（バザー作品）      32コマ  デザイン・パターン・実物製作・ノート提出 

７．ウインターコート        40コマ  デザイン・パターン・実物製作・ポートフォーリオ 

８．立体裁断Ⅱ 原型～胸ぐせバリエーション 

                  16コマ  ヌードボディでのドレーピングからパターンへ 

９．立体裁断Ⅲ ブラウス・衿    1４コマ  ドレーピング実習（文化ヌードボディ） 

１０．卒業制作            66コマ  デザイン・パターン・実物製作・ポートフォーリオ 

１１．グレーディング          3コマ  説明・実習 

１２．工業用パターンメーキングⅡ   15コマ  工業用ボディでのドレーピング（ジャケット） 

１３．卒業制作ショー準備・自由研究  34コマ  ショー企画・企業研究など 

 
 
評価方法・対象・比重 

Ｓ～Ｃ・Ｆ評価  学業評価80％  授業姿勢20％  【服装造形論のみ 学業評価（試験）１００％】 

       
 
主要教材  ヌードボディ、工業用ボディ、1/２ボディ                   

参考図書   文化ファッション大系 服飾造形講座④⑤⑥⑦⑧   アパレル生産講座③④ 

その他資料  
 

記載者氏名  

 

２０１８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    11102 

科目ｺｰﾄﾞ 005710 

科 名 服装科 2年 

科目名  量産技術実習 Ⅰ 

単  位 1単位 

授業期間 前期（集中） 
 

担当教員(代表)：成田 邦子 共同担当者:上野 和博、宮澤 国博、佐藤 明彦 

井戸川 倫也、加藤 紀人  
 

教育目標・レベル設定 

シャツの製造実習（一人が全行程を賄う“丸縫い作業”）を通して、シャツ生産指示書（仕様書、指図書、 

工程分析表、作業標準書）の役割（生産時間の短縮や品質の均一化や作業者の安全 等）について理解を 

深めることを目標とする。また、工業生産機器の取扱いと安全な基本操作についても学習し、限られた授業 

時間（納期：D）の中で、出来栄え（品質：Q）にバラツキが生じないよう、量産的な考え方の重要性も 

認識させる。 
 

授業概要 

 
 

Ⅰ.ガイダンス・・・実習の目的と内容説明（授業日程、シャツ仕様、）（1 ｺﾏ） 

 

Ⅱ.縫製準備 ・・・縫製前の裁断実習（1 ｺﾏ） 

          ①延反 

          ②自動裁断機（CAM）裁断 

          ③芯貼り 

          ④表裏の識別シール貼り 

          ⑤個人仕分け 

 

Ⅲ.基礎練習 ・・・縫製機器（ミシン・アイロン）の基本操作（3 ｺﾏ） 

          ①基礎練習（工業用本縫いミシン、縁かがり縫いミシン、アイロン、 

バキュームボード） 

          ②部分縫い（直線・曲線縫い、短冊あき） 

          ③特殊機器見学（自動玉縁縫機、パターンシーマ、すくい縫いミシン、 

電子根巻きボタンつけミシン 、エッジコントロールシーマ） 

 

Ⅳ.シャツ縫製 ・・シャツ縫製実習（8 ｺﾏ） 

          ①部品工程（身頃つくり、衿つくり、袖つくり 等） 

          ②組み立て工程（衿付け、袖付け 等） 

          ③特殊ミシン（眠り穴かがりミシン、オートフィーダーつきボタンつけミシン） 

 

 

評価方法・対象・比重 

   出席状況（40％）＋作品の出来栄え（60％） 
 
主要教材図書 

「工業用ミシン･アイロンの基本操作と知識」 
参考図書 

なし 

その他資料   
「シャツ生産指示書」 

 

記載者書名欄  成田 邦子 

２０１８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    11102 

科目ｺｰﾄﾞ 400900 

科  名 服装科 2年 

科目名 生産管理概論 

単  位   1単位 

授業期間 前期（    ） 
 
担当教員(代表)：井戸川 倫也 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） 

アパレル産業の生産プロセスを、メーカー側の企画・設計業務と縫製工場側の製造業務双方から捉え、生産管理の基礎知

識を習得することを目的とする。授業内容は縫製仕様書、加工指図書を通して生産情報の伝達・管理手法から、縫製工程

分析表による生産計画及び生産ライン設計の仕組みと考え方、製造品質の定義と品質検査の実務内容、標準化のプロセス

そして製造原価と価格の関係を講義と各種演習を通して学習する。 
  

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 

Ⅰ.ガイダンス（1コマ） 

 ①生産管理の目的 

②国内におけるアパレル産業の現状 

Ⅱ.アパレル産業の生産プロセス（２コマ） 

①メーカーと工場の役割 

Ⅲ.設計部門の業務と管理（２コマ） 

①縫製仕様書とは 

②縫製仕様書作成 

Ⅳ.生産部門の業務と管理（２コマ） 

 ①加工指図書とは 

 ②加工指図書作成 

Ⅴ.製造部門の業務と管理（３コマ） 

 ①工程分析の目的 

 ②工程分析表作成（シャツブラウス基礎） 

 ③工程分析表作成（パンツ応用） 

Ⅵ.製造品質と標準化（２コマ） 

 ①アパレル製品の品質とは 

②標準化への取り組み 

Ⅶ．製造原価（1コマ） 

 ①価格と原価の関係、原価計算演習 

 

 
評価方法・対象・比重 

筆記試験（60％）・提出物（20％）・出欠席（20％）にて評価 
 
主要教材図書  
文化ファッション大系 アパレル生産講座⑦アパレル生産管理 

参考図書  なし 

その他資料 適宜プリント配布 
 

記載者氏名 井戸川 倫也 

 

 

２０１８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    11102 

科目ｺｰﾄﾞ 400220 

科  名 服装科２年 

科目名 服飾デザイン論Ⅱ 

単  位   1単位 

授業期間 半期 
 
担当教員(代表)：竹内宏明 共同担当者：  

 

【授業概要、到達目標・レベル設定】 

1年次『服飾デザイン論Ⅰ』で習得した色彩・形態の基礎をベースに、ファッションデザインにおける 

カラーコーディネーションの応用、イメージ分析、デザイン展開、ビジュアル表現についてより実践的に      

学習する。 

  
【授業計画】 

 

 

  １.概論 

●色彩の基礎（復習） 

 

２.ファッションカラーコーディネーション（流行配色） 

●トーン・オン・トーン  

●トーン・イン・トーン  

●フォ・カマイユ  

●コンプレックス・ハーモニー 

   

３.ファッションイメージ 

●イメージのデザインと配色 

 

  ４.パーソナルカラー 

●アンダートーン  

●４シーズン  

 

５.形態の展開 

    ●デザインバリエーション 

 

  ６.デザイン発想・分析 

    ●情報収集と整理・分析  

●コンセプトの策定とイメージ構築  

●デザイン発想と展開 

 

 

※授業方法：講義、演習（プリント演習、課題作成） 

 
評価方法・対象・比重 

         演習作品による評価 出席状況、授業態度を考慮に入れる（課題70％・出欠15％・授業態度15％） 

 
 
主要教材図書  

文化ファッション大系 服飾関連講座⑨ 『服飾デザイン』 文化出版局                  

参考図書  

その他資料   ベーシックカラー140・B５判、ベーシックカラー140・B８判 （日本色研事業株式会社）  
カラーチャート 140 

 

記載者氏名 竹内宏明 

 

２０１８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    11102 

科目ｺｰﾄﾞ 500820 

科  名 服装科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)：玉川あかね 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） 

衣服のデザイン、構造を的確に描く事が出来るようになる事を第一の目標に、学生個々の表現力を伸ばしていく。 

各種画材を使用し、材質表現を中心としたベーシックなドローイング、彩色テクニックの習得。 

  

Ⅰ・ランジェリーデザイン／人体プロポーションのバランス確認と応用ポーズの作成 

             レース柄、透ける素材の描き方を練習                   ＜３コマ＞ 

 

Ⅱ・ディテールからの造形練習／ギャザー、フレアー、プリーツ、ドレープなどのディテールを応用しデザイン展開                          

グレーマーカーによる陰影とホワイト彩色によるハイライト効果     ＜３コマ＞ 

 

Ⅲ・各種素材表現／デニム、皮革のデザイン  ・マーカー、パステルによる彩色練習          ＜３コマ＞ 

 

Ⅴ・子供服／幼児のプロポーションの理解と子供服デザイン（文化祭バザー作品のデザイン）       ＜１コマ＞ 

 

Ⅳ・アイテム図/衣服を明確な線図として描く。 

         各種アイテムのバランスの取り方とペン（太、中、細）の扱い方           ＜３コマ＞ 

 

Ⅵ・絵画からの発想/画材の混色とマチエールの研究 

          筆のタッチによる材質感（織柄、編み地など）の描き方              ＜４コマ＞ 

 

Ⅶ・民族服からのデザイン発想／民族の歴史、文化もあわせ調べ、モード服へと展開 

               装飾（刺繍、アクセサリーパーツなど）の描き方            ＜４コマ＞ 

 

Ⅷ・修了制作／創作デザインと画面構成 タブローとしてのデザイン画の表現を学ぶ           ＜５コマ＞ 

 

Ⅸ・早描き練習／1年間のまとめ及び学年末試験に向けての対策                     ＜２コマ＞ 

 

 

 
評価方法・対象・比重 

 授業課題作品及び実技試験で評価。 期限後の提出作品は減点とする 

S〜C・F評価  学業評価 ・・・８０％      授業姿勢・・・２０％ 
 
主要教材図書 文化ファッション大系「ファッションデザイン画」 
                       

参考図書  

その他資料  
 

記載者氏名 玉川あかね 
 

 

２０１８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    11102 

科目ｺｰﾄﾞ 400100 

科  名   服装科２年 

科目名   アパレル品質論 

単  位 １単位 

授業期間 後期 
 

担当教員(代表)：吉村 とも子 共同担当者： 志村 純子 

 

教育目標・レベル設定など 

アパレル製品の企画、設計、生産、流通における品質管理に関する知識の習得を目的とし、以下の①～③について講義、

演習、実習を通して理解させる。                                                                                                                       

➀素材の特性を把握する為の物性試験や製品の実用性能を管理するための各種試験方法、評価法、基準値                                                

②アパレル製品の取り扱い                                                                                              

③アパレル製品に関連する法規制（表示関連、安全性関連）や規格 
 
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、 

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.アパレルと品質                           講義 1コマ 

 ・アパレルに求められる品質 

 ・アパレルの製造工程管理 

                

 

2.アパレル製品の品質表示と法規制                   講義 2コマ 

 ・家庭用品品質表示法 繊維製品の品質表示 

 ・任意表示 

 ・関連する法規制     

              

 

3.アパレル製品の取扱い                        講義・実習 5コマ 

 ・家庭洗濯・商業洗濯 

 ・特殊ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 

 ・保管                               

 ・耐薬品性（しみ抜き実習）  

 ・特徴ある素材とその取扱い                  

   

 

4.品質管理の基礎知識及び試験方法                   講義・演習 5コマ 

 ・染色堅牢度実験 

 ・寸法変化率実験                                    

 

5.アパレル製品の保証とクレーム                    講義 1コマ 

 ・商品の保障とクレーム対策            

 ・クレーム事例の紹介                  

 

                                        

                                   計：14コマ 
 

 
評価方法・対象・比重 

学業評価 80％ 授業姿勢 20％とし、総合評価する 

 
主要教材図書 
教科書:ﾌｧｯｼｮﾝ大系改訂版・服飾関連専門講座①「アパレル品質論」文化出版局発行 

参考図書       

その他資料  
 

記載者書名欄          吉村とも子 

 

２０１８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  11102

科目ｺｰﾄﾞ 400300 

科  名 服装科２年 

科目名 服装解剖学 

単  位   1単位 

授業期間 半期（前期） 
 
担当教員(代表)：足立美智子 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） 

解剖学的な人体の構造を衣服パターンと関連づけながら理解させ、美的で機能的な衣服製作に必要な人体（骨格）に関す

る基礎知識を学習させる。次に人体を外観から観察し、形態やプロポーションを認識させる。 

 
  

コマ 内 容 コマ 内 容 

1 オリエンテーション（講義内容の説明） 16  

2 人体の構成と衣服（人体の骨格） 17  

3 人体の構成と衣服（頭部） 18  

4 人体の構成と衣服（脊柱と衣服パターン） 19  

5 人体の構成と衣服（脊柱と衣服パターン） 20  

6 人体の構成と衣服（胸郭・乳房） 21  

7 人体の構成と衣服（胸郭・乳房） 22  

8 人体の構成と衣服（乳房と前身頃・上肢帯） 23  

9 人体の構成と衣服（上肢帯と自由上肢骨） 24  

10 人体の構成と衣服（上肢帯と下肢帯の違い） 25  

11 障がい者衣料について（現状と研究活動について） 26  

12 人体の構成と衣服（下肢帯と自由下肢骨） 27  

13 人体の外観と衣服（下肢帯と下衣） 28  

14  29  

15  30  

 
評価方法・対象・比重 

ノート提出・出欠状況…50％、確認テスト…25％、骨と原型についてのプリント…25％ 

 
主要教材図書 服装解剖学ノート（文化出版局） 

参考図書 なし 

その他資料 なし 
 

記載者氏名 足立美智子 

 

２０１８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 11102 

科目ｺｰﾄﾞ 600100 

科  名 服装科 2年 

科目名 ファッションビジネス概論 

単  位  １ 単位 

授業期間 後期（    ） 
 
担当教員(代表)：金久保 雅人 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） 

● 現代ファッション産業における必要とされる基礎的ビジネス概要を、アパレル社会側見た現状、又は問題点などを講義 

● 今後、現代アパレル社会が求める人材、必要とされる基礎知識・基礎能力を高める 

 
  

【具体的な内容】 

 

● ２年次までに学んだ自分のイメージするデザイン・物作りから、就職後の実社会（アパレル社会）    

において『消費者に向けての服作り』に必要な実践的な基礎知識の学習 

● 服飾産業の基礎① 

服飾産業基本構造の講義【繊維産業の流れ】 

現代アパレル周辺産業（繊維/布帛・ニット）の製造構造の講義 

 

服飾産業の基礎② 

現代アパレルの流通産業の基本構造の講義 

流通の基本構造の講義 

 

服飾産業の基礎③ 

アパレル産業におけるブランドビジネスの概要と特性の講義 

ブランドプランニングの組み立て 

市場マーケティングの必要性・実践練習（店舗リサーチ） 

 

服飾産業の基礎④ 

アパレル会社の基本構造・経営の仕組み・企業としての責任/個人としての責任など社会に向けた講義 

 

 

 
 
評価方法・対象・比重 

受講態度/市場マーケティングの練習と発表（チーム単位） 

 
 
主要教材図書 

ファッションビジネス基礎編 

 

その他資料  
 

記載者氏名 金久保 雅人 

 

 

 2018 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    11102 

科目ｺｰﾄﾞ 504100 

科  名 服装科 2年 

科目名 グラフィックワーク基礎 

単  位      2 単位 

授業期間  通年（26コマ ） 
 
担当教員(代表)：松尾 一弘 共同担当者：  

 
 

【授業概要、到達目標・レベル設定】 

（Illustrator/Photoshop）の基本操作を習得する中で、多様な表現方法を身につけ、クリエイション全般に生かせるよ

うに基礎を固める。使用ソフト Adobe Illustrator / Adobe Photoshop 
  

【授業計画】 

コマ 内 容 コマ 内 容 

1 
イントロダクション 

Photoshop基本１（パネル、ツール、写真補正） 

16 課題3（ペンツールトレース） 

2 Photoshop基本１（レイヤー、写真補正、切り抜き） 17 課題3（ペンツールトレース） 

3 
Photoshop基本１（切り抜き、レイヤーマスク、文字、合成） 

18 課題3（ペンツールトレース） 

4 
Photoshop練習１(T-shirtグラフィックデザイン) 

課題１(T-shirtグラフィックデザイン・合成) 

19 課題3（ペンツールトレース） 

5 
課題１(T-shirtグラフィックデザイン・合成) 

20 フォントについて 

6 
課題１(T-shirtグラフィックデザイン・合成) 

21 課題4（製品図） 

7 課題１(T-shirtグラフィックデザイン・合成) 提出 22 課題4（製品図） 

8 
スキャナーの使用法 

Photoshop練習２（デザイン画の着彩・テキスタイル合成） 

23 課題4（製品図） 

9 Photoshop練習２（デザイン画の着彩・テキスタイル合成） 24 課題４（ブランディング） 

10 
Photoshop練習２（デザイン画の着彩・テキスタイル合成） 

課題２（デザイン画の着彩・テキスタイル合成） 

25 課題４（ブランディング） 

11 課題２（デザイン画の着彩・テキスタイル合成） 26 課題４（ブランディング）提出 

12 課題２（デザイン画の着彩・テキスタイル合成） 27  

13 課題２（デザイン画の着彩・テキスタイル合成）提出 28  

14 
Illastrator基本１（パネル、ツール、ペンツール、パスファインダー） 

29  

15 Illastrator練習１（ペンツールトレース） 30  

 
【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、作例 
 

記載者氏名 松尾一弘 

２０１８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    11102 

科目ｺｰﾄﾞ 910300 

科  名 服装科２年 

科目名 選択科目 服飾手芸 

単  位   1単位 

授業期間 半期（前期・後期） 
 
担当教員(代表)：毎熊舞(前期) 共同担当者： 久保田桂子(後期) 

 
 

概要 

１年時に習得した服飾手芸全般における基礎知識を基に更により高度な技術を習得してクリエイティブかつオリジナル

な創作力を身につけることを目標とする。 

  

１. レリーフ・ライク表現 イタリアンスモッキング・ピンキング・シャーリング・プリーツ技法 基礎作品３点制作（4） 

様々な技法を使って新しい表面効果を表現するテクニックを習得させる 

 

２．レース表現 ファゴティング・ドロンワーク 基礎作品 1点制作（3） 

  様々なかがりによるレース技法の基本的なテクニックを習得させる 

 

３．加飾美表現 リボンエンブロイダリー 基礎刺し 1点（3） 

  リボンや羽根を使った立体感のある様々な装飾表現を習得させる 

 

４．装飾造形表現 アートフラワー 作品製作１点（3） 

  アートフラワーの基本的な知識を用いて服のデザインポイントになる装飾効果とテクニックを習得させる。 

 

 
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                   
教科書：文化ファッション大系 服飾関連専門講座⑧手芸 文化服装学院編 文化出版局 

参考図書  

その他資料  
 

記載者氏名 毎熊 舞 

 

２０１８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    11102 

科目ｺｰﾄﾞ 911000 

科  名 服装科 2年 

科目名 選択科目 ニッティング 

単  位   １単位 

授業期間 （ 半期選択 ） 
 
担当教員(代表)：田才 由美子 共同担当者： 前田亜希子 

 
 

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） 

ハンドニットの一般知識（素材・道具・編み地）について学ぶ。 

棒針、鉤針の編み方の理解と作品作りの知識を習得する。 

ファッションアイテムとしてコーディネートに活用できるニット小物を製作する。 

 
  

コマ 内 容 コマ 内 容 

1 ニットの歴史、ニットの分類、用具説明、手編みの原理 16  

2 糸の巻き方、作り目の方法、JISについて 17  

3 棒針編み 作り目と針の持ち方。表目の編み方実習棒 18  

4 裏目、ゴム編み実習と伏せ止めとアイロンのかけ方 19  

5 鉤針編み 鉤針の持ち方。鎖編みと長編みの立ち上がり 20  

6 細編み、中長編み、長編みと円の編み方 21  

7 糸（太さ、ファンシーヤーン）の解説と糸見本帳作り 22  

8 ニットアイテムの作図、寸法について・作品のデザイン相談 23  

9 各自制作する作品についての指導 24  

10 ゲージについてとゲージの取り方JISの読み方 25  

11 各自の制作する作品についての進め方を指導 26  

12 作品のまとめ、仕上げ、作品提出 27  

13 発表会 28  

14  29  

15  30  

 
評価方法・対象・比重 

提出物…８０％ 

 授業姿勢・出欠席…２０％ 
 
主要教材図書  講座 ニットの基礎技術 抜粋プリント 

参考図書  

その他資料  
 

記載者氏名 田才 由美子 

 

２０１８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    11102 

科目ｺｰﾄﾞ 911300 

科  名 服装科 2年  

科目名 選択科目 絵画・クロッキー 

単  位   1単位 

授業期間 （ 後期 ） 

 

担当教員(代表)：酒井英実 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） 

対象を素早く描くことによりモデルのプロポーションや動き、服の変化などを大きくとらえ、表現する力の習

得を目的にする。上級学年ということで「デッサン」的なものも題材に含め、絵画の様々な技法を紹介し体験

させるようにする。 
 

コマ 内 容 コマ 内 容 

1  オリエンテーション 16  

2  速写をする 17  

3 立体表現 18  

4 石膏像デッサン 1 19  

5 石膏像デッサン 2 20  

6 水彩 基礎技法 21  

7  水墨表現 22  

8 パステル技法 23  

9 水彩 特殊技法 24  

10 風景写生と表現 25  

11    集中クロッキー 26  

12 ヌードクロッキー 27  

13 まとめ 28  

14  29  

15  30  
 
評価方法・対象・比重 

出席状況・授業姿勢40%、課題提出・提出内容60% 

 
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 酒井英実 

文化服装学院教務部 ２０１８年度 カリキュラム科目概要 



 

 
 

科ｺｰﾄﾞ    11102 

科目ｺｰﾄﾞ 911400 

科  名  服装科 2年 

科目名  選択科目 CAD基礎  

単  位 1単位 

授業期間 半期（前期／後期） 
 
担当教員(代表)：佐藤 明彦 共同担当者：  

 

科目概要 

アパレル CADを利用したパターンメーキングに対する基本的な理解を深めることを目標とする。平面作図に始

まり、スキャナ入力、有り型展開、工業用パターンメーキング、マーキング等を履修する。基礎的部分の履修

ではあるが、最小限の機能を活用し、最大の効果が得られるレベル設定とする。 

服飾専攻科 技術専攻とオートクチュール専攻への進学予定者は受講不可とする。 
  

授業概要 

 

Ⅰ. ガイダンス （1 ｺﾏ） 

Ⅱ．ＣＡＤ基本操作 （3 ｺﾏ） 

   ①原型作図（直線作成、曲線作成、移動、コピー、不要線の削除）                                    

②ブラウス（線の引き直し、ノブ・ノード調整、ボタン作成、地の目作成） 

Ⅲ. ＣＡＤ応用操作 （1 ｺﾏ） 

①スカート（タイトスカート→フレアスカート、2本ダーツ→1本ダーツ） 

Ⅳ．縫い代つけ（基礎） （1 ｺﾏ） 

①スカート（パーツ化、パーツ情報の設定、縫い代つけ） 

Ⅴ. 理解度確認テスト （1 ｺﾏ） 

Ⅵ. パターン入力 （2 ｺﾏ） 

①スキャナ使用方法 

②パターントレース、パターン修正 

Ⅶ. 工業用パターン作成 （2 ｺﾏ） 

①前身頃⇒前見返し、裏衿⇒表衿 

②ジャケット（パーツ化、パーツ情報の設定、縫い代つけ） 

Ⅷ. マーキング （1 ｺﾏ） 

①マーキング準備（簡易収集：諸条件設定） 

②マーキング実行（型入れ⇒用尺、歩留算出⇒印刷） 

Ⅸ. 資料作成 （1 ｺﾏ） 

①レポート作成（平面作図） 

②レポート作成（縫い代つきパターンメーキング、マーキング） 

 
 
評価方法・対象・比重 

出席状況（30%）＋実技（40％）＋課題提出（30％） 
 

主要教材図書 なし                  

参考図書 なし 

その他資料 適宜プリント配布 
 

記載者氏名 佐藤 明彦 
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科ｺｰﾄﾞ    11102 

科目ｺｰﾄﾞ 911800 

科  名 服装科 ２年 

科目名 選択科目 英会話 

単  位 １単位 

授業期間 後期 
 

担当教員(代表)：薩田 須美子 共同担当者：アリソン・ヴォーン 

 

科目概要（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。） 

 英会の基本的な文法を学習したレベルを想定し、英語をツールにしたコミュニケーションをとれるようにさらに英語の運 

用力を高めることを目標とする。グループ、ペア・ワークを中心に会話の模擬体験を通してコミュニケーションには何が必

要かを体感できることを目指す。ファションを専攻している学生なのでファッションに関する語彙なども導入する。 

   

回数 テ ー マ 

1 オリエンテーション／自己紹介 

2 友人紹介 

3 日本 

4 日常生活を表現する。 

5 現在進行形/未来形 

6 好きなこと／嫌いなことを表現する 

7 道案内 

8 場所を表す前置詞 

9 過去形の確認 

10 ファッションアイテム 

11 色/柄 

12 ファッション/色、柄の英語表現 

13 まとめ 

 

評価方法・対象・比重 

   出席状況(40%)、まとめのテスト(30%)、ライティング・プレゼンテーション（30%）を総合して評価する。 
     

主要教材図書・参考図書・その他資料等：”Fashionable English”  Nan’un-do 

      

記載者署名欄   薩田 須美子 
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科ｺｰﾄﾞ    11102 

科目ｺｰﾄﾞ 912100 

科  名 服装科２年 

科目名 選択科目 販売実務 

単  位 １単位 

授業期間 4～7月 
 
担当教員(代表)：川井佐江子 共同担当者：  

 
 

科目概要（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。） 

・販売することの楽しさとその基本業務を理解する 

・コミュニケーションスキルの向上 

  

1． オリエンテーション・コミュニケーションスキルの向上 

販売員を経験することで得られるお客様の声を基にした商品作り、商品提案が 

求められる現状を理解し、販売の楽しさ・必要性を考えるきっかけを与える 

自己紹介・他者紹介をし、コミュニケーションスキルの向上を目指す 

2． 販売員の基本マナー 

笑顔、接客８大用語、立ち居振る舞い、おたたみ等、店頭業務の基礎を知る 

電話応対、名刺交換、敬語などビジネスマナーの習得 

3． 接客応対（基礎） 

アプローチ～お聞きだし〜提案～金銭授受をロープレイングにより体得 
4． コーディネート提案 

ファッション小物（ネクタイ、スカーフ、ストール・マフラーなど）の扱い方 

パーソナルカラー提案 

5． ラッピング（百貨店包み、リボンかけ） 

6． サービスチェック 

理想的、魅力的な販売員をリサーチし、販売員の楽しさ・やりがいとは何かを考える 

 

 
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 法人足と靴と健康協議会、OZ magazine 別冊、株式会社シモジマ、オークヴィレッジ、大「顔」展 図録、女性の美しいマナー事典 

文化ファッション大系「ディスプレイ・ＶＰ・ＶＭＤ」、近藤典子の暮らしの知恵袋、洗濯・しみ抜きドットコム、(P.4-6はプリント参照) 

独立行政法人国民生活センター、クレーム対応の勘所、「クレームなんて怖くない」（繊研新聞社）、国民生活センターと消費生活センター等を結ぶ「全国

消費生活情報ネットワーク・システム（PIO-NET）」によって収集した 2013年度の消費生活情報、ファッション販売（2008.9）、lifeOn by LION、全国ク

リーニング生活衛生同業組合連合会、一般社団法人日本クレジット協会、http://www.egao.co.jp/kata/kata.html 

その他資料  

 

記載者氏名 川井佐江子 
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科ｺｰﾄﾞ    11102 

科目ｺｰﾄﾞ 910500 

科  名 服装科２年 

科目名 選択科目 アクセサリー 

単  位     １ 単位 

授業期間 半期 
 
担当教員(代表)：廣田理恵 共同担当者：  

 

【授業概要、到達目標・レベル設定】 

アクセサリーの様々な素材や基本的なパーツや道具の使い方、テクニックを習得することで、個々の目的に合

わせたアクセサリーを製作し、発想力を養う 

 

【授業計画】 

コマ 内 容 コマ 内 容 

1 コスチュームジュエリーについて 16  

2 金造について  

真鍮のワイヤーに触れることで線を描く感覚を養う 

17  

3 金造について  

真鍮のワイヤーに触れることで線を描く感覚を養う 

18  

4 金造について  

真鍮のワイヤーに触れることで線を描く感覚を養う 

19  

5 粘土について 

樹脂粘土の特性を知り立体感覚を養う 

20  

6 粘土について 

樹脂粘土の特性を知り立体感覚を養う 

21  

7 粘土について 

樹脂粘土の特性を知り立体感覚を養う 

22  

8 基本的な金具の使い方と着色のテクニック 23  

9 基本的な金具の使い方と着色のテクニック 24  

10 自由製作 発想の仕方とデザイン相談 25  

11 自由製作 実習 26  

12 自由製作 実習 27  

13 自由製作 実習 28  

14  29  

２０１８年度 カリキュラム科目概要 文化服装学院教務部 

 



15  30  

 
【評価方法】 製作物と授業態度で評価 10コマ目にに2-9こまで製作したものをチェックのち、自由製作最終コマで提出

し、評価評  価基準：学業評価80％、授業姿勢20％ ※学業評価=課題作品 授業姿勢=出欠状況 

 
主要教材図書  

参考図書  

その他資料  
 

記載者氏名 廣田理恵 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

科ｺｰﾄﾞ    11102 

科目ｺｰﾄﾞ 910700 

科  名 服装科 ２年 

科目名 選択科目 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、帽子専用の木型・用具など専門性の説明 

 

  Ⅱ 実物製作 ２作品 

    ⑴布帛基礎作品（ベレー帽）の製作  講義・演習 [３コマ] 

      ・作図、製作方法 

 

    ⑵布帛応用（自由作品）の製作  講義・演習 [９コマ] 

      ・基礎作図からのパターン応用、製作方法 

      ・仮縫い方法、芯地の選び方、縫製技術について 

      ・素材別の製作方法 

 

 

 

 

 
評価方法・対象・比重 

 作品：授業姿勢 ８０％：２０％ 

 
 
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 
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科ｺｰﾄﾞ    11102 

科目ｺｰﾄﾞ 910400 

科  名 服装科 2年 

科目名 選択科目 染色 

単  位     1単位 

授業期間 半期ずつ（前期・後期） 
 
担当教員(代表)： 伊藤 望 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） 

染色に関する基礎的な知識と技法を、各実習を通して習得し、それをもとにアパレル制作に応用展開できる能力を養う。 
さらに、染色・加工の観点からテキスタイルについての理解を深めることを目標とする。 

  
 

1．ガイダンスおよび染色概論                    （1コマ）    （講義） 

・授業内容について 

・主な染料の種類と特徴 

・染料と繊維の染色適性 

・染料と繊維の結合と染着過程   

 

 

2．酸性染料による原毛染色                     （1コマ）    （実習）   

・酸性染料の特徴 

・羊毛の酸性染料による浸染法    

 

 

3．染色した羊毛を使用したフェルト制作                （3コマ）    （講義・実習）  

・羊毛の縮絨性 

・羊毛のフェルト制作方法  

 

 

4．直接染料および反応染料による絞り染め              （3コマ）    （講義・実習）  

・直接染料の特徴 

 ・反応染料の特徴 

・絞り染めによる防染の仕組み 

   ・絞り技法と染色法   

 

 

5．顔料樹脂染料による型紙捺染                   （3コマ）    （講義・実習） 

・型紙捺染の仕組みと捺染の種類と版式 

・顔料樹脂染料の特徴と染料との比較 

・型紙制作と印捺、仕上げ方法 

   ・特殊プリント加工 

 

 

  6. マーブル染め                          （1コマ）    （講義・実習） 

   ・マーブリングインクによるマーブル染めの方法  

   ・台液に水を使用する方法と台液に糊を使用する方法  

 

 

7．乾式転写プリント                        （1コマ）    （講義・実習）  

・分散染料による乾式転写プリントの仕組み 

・手描き図案による転写方法 
 
評価方法・対象・比重 

 

学業評価 70％、授業姿勢 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③アパレル染色論より必要箇所を抜粋し、作成したテキスト                 

参考図書  

その他資料  
 

記載者氏名  伊藤 望 
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科ｺｰﾄﾞ    11102 

科目ｺｰﾄﾞ 912200 

科  名 服装科 2年 

科目名 選択科目 ﾍｱﾒｲｸ 

単  位    1単位 

授業期間 半期 
 
担当教員(代表)：喜納 祥一朗 共同担当者：  

 
 

【授業概要、到達目標・レベル設定】 

ﾍﾞｰｼｯｸﾒｲｸを基本。ﾅﾁｭﾗﾙ～ﾓｰﾄﾞまで幅広いｲﾒｰｼﾞのﾒｲｸのｽｷﾙアップを目指す。ﾌｧｯｼｮﾝとの連動性を意識しﾍｱﾒｲ

ｸの表現の幅を広げる。 

ﾒｲｸの楽しさを実感し総合的にﾋﾞｼﾞｭｱﾙをｲﾒｰｼﾞできる感性を身につける。今後の創作活動の飛躍に繋がるｽｷﾙ

を習得する。 
 

【授業計画】 

・授業内容 

  ｽｷﾝｹｱ、ﾍﾞｰｽの作り方、ﾎﾟｲﾝﾄﾒｲｸ、ﾍﾞｰｼｯｸﾒｲｸ、ﾄﾚﾝﾒｲｸ、ﾌｧｯｼｮﾝﾒｲｸ、ﾓｰﾄﾞﾒｲｸ 

  ﾍｱｰとﾒｲｸのｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝ 

・形態 

  講義・実習・課題 

・課題 

  素材を活かすﾒｲｸ 与えられたｲﾒｰｼﾞをどうﾓﾃﾞﾙにﾍｱｰﾒｲｸとして表現するか 

・授業内容詳細 

1.化粧品＆道具について説明 ﾍﾞｰｼｯｸﾒｲｸﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝ 

  2.基本のｽｷﾝｹｱ ﾍﾞｰｽﾒｲｸﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ ｺﾝｼｰﾗｰの使用方 

  3.ﾍﾞｰｽﾒｲｸ完全ﾏｽﾀｰ ﾍﾞｰｼｯｸ眉の描き方 ｱﾚﾝｼﾞ（眉による印象の違い） 

  4.ﾍﾞｰｼｯｸｱｲﾒｲｸ ｱｲｶﾗｰ（塗り方、色の選び方） ｱｲﾗｲﾅｰ ﾋﾞｭｰﾃｨｰ ﾏｽｶﾗの使用方 

  5.ﾍﾞｰｼｯｸﾁｰｸ（基本から応用、色味で印象の違い）ﾍﾞｰｼｯｸﾘｯﾌﾟ ﾘｯﾌﾟﾗｲﾅｰの使用方 

  6.ﾒｲｸ実習 ｾﾙﾌﾒｲｸ（基本と応用） 

  7.ﾒｲｸ実習 ﾌｧｯｼｮﾝ誌から選んだﾒｲｸを取り入れる 

  8.ﾒｲｸ実習 ﾌｧｯｼｮﾝﾌﾞﾗﾝﾄﾞのﾒｲｸを取り入れる 

  9.ﾒｲｸ実習 ﾓｰﾄﾞを意識したﾒｲｸ 

  10.ﾒｲｸ実習 過去のﾌｧｯｼｮﾝを参考にした年代別ﾒｲｸ 

  11.ヘア実習 ヘアアレンジの方法 

  12.卒業制作の作品に合わせた模擬ﾍｱﾒｲｸ 

  13.卒業制作の作品に合わせたﾍｱﾒｲｸ 写真撮影 

 

 
【評価方法】  

授業態度・実習 

 
主要教材図書                   

参考図書  

その他資料  
 

記載者氏名 喜納 祥一朗 
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科ｺｰﾄﾞ    11102 

科目ｺｰﾄﾞ 912500 

科  名 服装科２年 

科目名 選択科目 コンテスト画 

単  位     1単位 

授業期間 前期 
 
担当教員(代表)：坂本真由美 共同担当者：  

 
 

【授業概要、到達目標・レベル設定】 

コンテスト画に求められる表現力、傾向と対策について理解する。 

各々のデザインワークを追求しオリジナルデザインを表現する力を向上させる。 

  

【授業計画】 

Ⅰ・YKKファスニングアワード、その他応募作品制作（3コマ） 

ファスナー、金属パーツの描き方について 

Ⅱ・ナゴヤファッションコンテスト、その他応募作品制作（３コマ） 

審査員のリサーチについて 

Ⅲ・Tokyo新人デザイナーファッション大賞、その他応募作品制作（３コマ） 

オリジナルの素材づくりについて 

Ⅳ・JFAファーデザインコンテスト、その他応募作品制作（４コマ） 

毛皮の描き方について・学習内容のまとめ 

 

 
【評価方法】  

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  文化ファッション大系服飾関連専門講座④ ファションデザイン画 

参考図書  

その他資料  
 

記載者氏名 坂本真由美 
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科ｺｰﾄﾞ    11102 

科目ｺｰﾄﾞ 912600 

科  名 服装科 2年 

科目名 選択科目 ドレーピング検定 

単  位    1単位 

授業期間 前期（14 コマ） 
 
担当教員(代表)：山根 明子、森 裕子、稲葉 りさ 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） 

パターンメーキング技術検定試験 3級合格を目的とし、パターンメーキングについての理論、基本的な平面作

図グレーディング、ドラフティング、立体の組み立てまで、技術検定試験に必要とされる知識、技術を指導す

る。 

  

・基本的なパターンメーキングについて学ぶ 

 理論・製図＜７＞ 

  理論過去問題を利用し模擬試験を行う 

  製図過去問題を利用し模擬試験を行う。 

  グレーディングの基礎知識を実際にタイトスカートで理解させる（拡大・縮小） 

  パターンメーキングについて。一般的基礎知識を理解させる。 

  工業用ボディについて理解させる。 

  ＪＩＳ記号について理解させる。 

  パターンメーキングの作成法を指導する。 

  パターン記号を理解させる。 

  各種衿、袖基本的平面作図の方法を指導する。 

  試験対策、質疑応答 

 

 実技＜７＞ 

  2017年度出題問題のフラットパターンメイキングの指導。（２型） 

  （実物作図実習・トワル半身組立て・ファーストパターンメーキング） 

  試験対策、質疑応答 

 

 

  ・ボディ   ＢＵＮＫＡヌードボディ使用 

 
評価方法・対象・比重 

 出欠  パターンメーキング技術検定合否 

 
 
主要教材図書                   

参考図書  

その他資料  
 

記載者氏名 山根 明子 

 

２０１８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    11102 

科目ｺｰﾄﾞ 912700 

科  名 服装科 2年 

科目名 選択科目 ドレーピング応用 

単  位   １単位 

授業期間 後期（13コマ ） 
 
担当教員(代表)：髙田 恵子 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） 

平面作図では表現しづらいフォルムを立体裁断で型出しすることにより、そのテクニックを習得するとともに 

平面作図との比較材料とする。立体を創り出す際に広い視点で形をとらえる訓練をする。 

  

トルソーシルエット＜３＞ 

ウエスト続きの縦切り替えで、トップスとボトムの立体感の違いを確認させる。 

  ゆとりの入れ方と 1/2ボデイの扱い指導 

 

ワンピース＜３＞ 

  参考のモードコピーで、胸ぐせの移動や分散解説 

  ドレーピング実習により 理解させる。 

  ファーストパターン説明、指導。 

 

ビッグカラー＜3＞ 

  モードコピーから ビッグカラーや、衿ぐりが大きく空いた衿などを解説 

  ドレーピング実習とパターンチェック 

 

各自デザイン・モードコピー＜４＞ 

  ドレーピングによるシルエット出し（胸ぐせの移動と分散を意識させる） 

  提出後は プレゼンする。 

 

 

 

  ボディ   1/2ＢＵＮＫＡヌードボディ使用 

 
評価方法・対象・比重 

出欠 20％ 製作物80％ 

 
 
主要教材図書 
 アパレル生産講座③  

参考図書  

その他資料 Ｇａｐ ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮＳ 
 

記載者氏名 髙田恵子 
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科ｺｰﾄﾞ    11102 

科目ｺｰﾄﾞ 904020 

科  名 服装科２年 

科目名 就職対策講座 Ⅱ 

単  位    １単位 

授業期間 通年（ 集中 ） 
 
担当教員(代表)：髙田 惠子 共同担当者： １－髙田 ２－森 ３－山根 

       ４－稲葉 
 

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） 

  

  就職にそなえ社会人として人間力、コミュニケーション能力を向上させることと、就職対策の実施を 

 行っている講義と実習をすることにより、実践的な力を養うことを目標としている。 

  

コマ 内 容 コマ 内 容 

1 適性検査             担当：担任 16  

2 適性検査             担当：担任 17  

3 適性検査の見方、いかし方     担当：池田 衛 先生 18  

4 履歴書・エントリーシート・模擬面接  

担当：池田 衛 先生 
19  

5 ポートフォリオの作成と伝え方   担当：大谷 順 20  

6 ポートフォリオ 製作実習     担当：担任 21  

7 ポートフォリオ 提出・好評    担当：大谷 順 22  

8 コミュニケーション力アップのために１ 

                 担当：市村 弘美 先生 
23  

9 コミュニケーション力アップのために２ 

 担当：市村 弘美 先生 
24  

10 コミュニケーション力アップのために３ 

                 担当：市村 弘美 先生 
25  

11 相手に届く話し方１        担当：古屋 和雄 先生 26  

12 グループディスカッション１    担当：東条 文千代先生 

                  （日本人材教育協会） 

27  

13 グループディスカッション２    担当 東条 文千代先生 28  

14  29  

 
評価方法・対象・比重 

         履修認定（Ｐ・Ｆ） 
 
主要教材図書                   
           就職対策ガイドブック 

参考図書  

その他資料      講師からのプリント 
 

記載者氏名  
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科ｺｰﾄﾞ    11102 

科目ｺｰﾄﾞ 9300020 

科  名 服装科２年 

科目名 校外研修Ⅱ 

単  位    １単位 

授業期間 後期（ 集中 ） 
 
担当教員(代表)：髙田 惠子 共同担当者： １－髙田 ２－吉岡 ３－吉田 

       ４－稲葉 
 

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． 日本の歴史的伝統に優れた美術・文化財にふれることにより、感性や美意識を磨く 

２． 団体行動により、協調性・社会性・人間性を向上させると共に、クラスメイトとの交流を育む。 

３． 事前に古美術の予備講座を受けることで、現地でより一層見聞を深める。 

  

 

研修旅行(2泊3日)                            9コマ 

 

○京都・奈良 

   京都・・・川島織物セルコン、東寺、広隆寺、 

        株式会社ワコール 

   奈良・・・法隆寺、中宮寺、薬師寺、東大寺、興福寺、室生寺 

 

 

  ※コースはくじ引きにより決定する 

  

  ○一般財団法人ＢＯＫＥＮ・・・見学                   2コマ 

 

  ○歌舞伎見学・・・お正月大歌舞伎                    3コマ 

 

 

 

 

 

 
評価方法・対象・比重 

        履修認定（Ｐ・Ｆ表示） 

 
 
主要教材                
           

参考図書   なし 

その他資料  研修旅行のしおり、ビデオ 
 

記載者氏名  
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科ｺｰﾄﾞ  11102 

科目ｺｰﾄﾞ 980020 

科  名 服装科２年 

科目名 特別講義 Ⅱ 

単  位     １単位 

授業期間 通年 
 
担当教員(代表)：髙田 惠子 共同担当者： １－髙田 ２－森 ３－山根 

       ４－稲葉 
 

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． 服飾関連の幅広い分野の専門家による講義を受講し、各自の幅広い知識・技術を広げる。 

２． 職業意識や職域を広げ、就職につなげる。 

  

講義題、講義内容 

 

 １．コレクション情報     トレンド解説(春夏)     １コマ   澤住 倫子 先生 

 ２．コレクション情報     トレンド解説(秋冬)     １コマ   澤住 倫子 先生 

 ３．ディスプレイ       ディスプレイの一般知識   １コマ   川井佐江子 先生 

 ４．デザイナーとして     子供服の特徴とデザイン   1コマ   瀧川 歩  先生 

                          （株式会社ナルミヤインターナショナル） 

 ５．子供服の安全性                    １コマ   吉村 とも子 先生 

 ６．最新の接着芯・テープ                 １コマ   小川 拓也 先生 

                           （株式会社日東紡インターライニング） 

 ７．研修旅行オリエンテーション 古美術の予備知識     1コマ   川合 直  先生 

 ８．歌舞伎オリエンテーション 歌舞伎の歴史及び見方など  1コマ   窪寺 祐司 先生 

                                     （松竹株式会社） 

９．ニットの一般知識     ニット製品について     1コマ   田才 由美子 先生 

                編み組織とゲージ 

１０．毛皮について       毛皮の一般知識       1コマ   猪飼 隆  先生 

                                      （ツカキ株式） 

１１．ＣＡＤパターンメーキング ＣＡＤの知識と操作     1コマ   宮澤 国博 先生 

１２．障害者衣料について                  1コマ   中澤 恵子 先生 

１３．特殊衣料について     ワーキングウエアなど    1コマ   高見澤 ふみ先生 

１４．アタッチメント使用の特殊縫製             1コマ   井関 貴也 先生 

                                （株式会社 ベビーロック） 
 
評価方法・対象・比重 

    履修認定（Ｐ・Ｆ表示） 

 
主要教材             
         なし       

参考図書     なし 

その他資料    講師からのプリント 
 

記載者氏名  
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