
 

 
 

科ｺｰﾄﾞ    12302 

科目ｺｰﾄﾞ 003010 

科  名 アパレル技術科 2年 

科目名 パターンメーキング Ⅰ 

単  位    19 単位 

授業期間    通年  
 
担当教員(代表)：山本 貴代 共同担当者： 三田 清美 

 
 

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） 

・ 平面裁断・立体裁断（工業用ボディ使用）によるパターンメーキング理論を体系的に習得する。 

・ 量産を意識したアイテム･素材別の工業用パターンメーキングおよび縫製仕様、縫製法を習得する。 

・ 基本アイテムのグレーディング操作演習によりグレーディング理論の理解とパターン修正技術を習得する。 

  
 

パターンメーキング 論Ⅰ          通年 2単位（003010） 

パターンメーキング演習 ドラフティングⅠ   通年 4単位（003110） 

パターンメーキング演習 ドレーピングⅠ   通年 4単位（003210） 

パターンメーキング演習 ソーイングⅠ        通年 4単位（003310） 

パターンメーキング演習 工業用パターンⅠ    通年 4単位（003510）  

グレーディング                             通年 1単位（102400） 

 

＜パターンメーキング＞ 

1.パターンメーキング導入、原型とボディ …11コマ（前期） 

パターンメーキングの基礎、工業用ボディについて、立体裁断 

 

2.ブラウス・スカート …42コマ（前期） 

パターンメーキング（平面裁断・立体裁断）、フルパターン、部分縫い、縫製工程・縫製仕様、実物製作、レポート 

 

3.スーツ …87コマ(前期･後期) 

 パターンメーキング（平面裁断・立体裁断）、フルパターン、部分縫い、 

縫製工程・縫製仕様、指図書、作業標準書、実物製作、レポート 

       

4.バザー作品（文化祭） …30コマ(後期) 

 デザイン、パターンメーキング、フルパターン、部分縫い、 

縫製工程・縫製仕様、指図書、作業標準書、実物製作、価格設定、レポート（グループ製作） 

       

5.ワンピースドレス(薄物作品) …27コマ(後期) 

 パターンメーキング（平面裁断・立体裁断）、縫製仕様・縫製工程、部分縫い、レポート 

 

6.修了制作・発表会 …76＋9コマ(後期) 

デザイン、パターンメーキング、フルパターン、部分縫い、縫製仕様・縫製工程、実物製作 レポート 

発表会企画・演出            

 

＜グレーディング＞ …13コマ（前期･後期） 

・身頃原型   ・スカート（タイト・Aライン・ベルト） 

・ブラウス（身頃・袖・スタンドカラー・シャツカラー・フラットカラー） 
 
評価方法・対象・比重 

・ パターンメーキング論Ⅰ： S～C・F評価 / 学業評価100％ 

・ パターンメーキング演習 ： S～C・F評価/ 学業評価＝80%、授業姿勢 20%  

・ グレーディング： S～C・F評価 / 学業評価＝提出物 100%  
 

 
主要教材図書   

文化ファッション大系アパレル生産講座⑤工業用パターンメーキング、服飾関連専門講座⑦アパレル生産管理     
服飾造形講座⑤コート・ケープ 
服飾造形講座⑥服飾造形応用編Ⅰ（高級素材）、アパレル生産講座⑦グレーディング 実物標本・段階標本・プリント                 

参考図書 なし 

その他資料 実物標本・段階標本・プリント 
 

記載者氏名 山本 貴代 
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科ｺｰﾄﾞ    12302 

科目ｺｰﾄﾞ 402010 

科  名 アパレル技術科２年  

科目名 CADパターンメーキングⅠ 

単  位   （必修）2単位 

授業期間 通年 
 
担当教員(代表)：礒川 恭子 共同担当者：なし 

 
 

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 CAD演習を通じてアパレル業界のファーストパターン作図、入力、工業用パターン展開、縫代付けま

での基本操作を習得し、アパレル業界の設計から生産までの流れを理解する。 

スキャナー、プリンター、プロッターなどの出力機械の操作を行なう事ができる。 

  

コマ 内 容 コマ 内 容 

1 オリエンテーション フローチャート説明 16 シャツブラウス⑥ ＜衿・作図＞ 

2 基本操作＜コピー・直線作成＞ 17 シャツブラウス⑦ ＜袖作図＞ 

3 基本操作＜直線で図形を描く＞ 18 工業パターン展開①＜前身頃→見返し＞ 

4 基本操作＜曲線作成・ノブノード調節＞ 19 工業パターン展開②＜地衿→表衿＞ 

5 パターンメーキング基本操作＜図形カット＞ 20 工業パターン展開③＜縫い代付け＞ 

6 パターンメーキング基本操作 

＜タイトスカート→Ａラインスカート＞ 
21 工業パターン完成 プリンター出力し提出 

7 ＣＡＤにおける縫い代付け 22 パターン入力① スキャナー入力・トレース 

8 プリンタ出力 23 パターン入力② 入力後の修正 

9 原型のダーツ移動① 胸ぐせダーツの操作 24 個人パターンスキャナー入力＜実習＞ 

10 原型のダーツ移動② 肩ダーツの操作 25 個人パターンスキャナー入力＜実習＞ 

11 シャツブラウス作図 ① ＜後ろ身頃・作図＞ 26 個人パターンスキャナー入力＜実習＞ 

12 シャツブラウス作図 ② ＜前身頃・作図＞ 27 個人パターン入力 プリンター出力して提出 

13 シャツブラウス作図 ③ ＜前身頃・作図＞ 28 小テスト実施 

14 シャツブラウス作図 ④ ＜前後身頃のつながり等＞   

15 シャツブラウス作図 ⑤ ＜AH作図等＞   

 
評価方法・対象・比重 
 
授業内小テスト 40％  ＵＳＢデータ提出 20％  課題提出  20％  出欠席20％ 

  
主要教材図書   

参考図書  東レ・クレアコンポ（ソフト）使用  ファッション大系・アパレル生産講座６ CADパターンメーキング 

その他資料 オリジナルテキスト 
 

記載者氏名 礒川 恭子 
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科ｺｰﾄﾞ    12302 

科目ｺｰﾄﾞ 400900 

科  名 アパレル技術科 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)：宮澤 国博 共同担当者：  

 
 

【授業概要、到達目標・レベル設定】 

アパレル産業の生産プロセスの基礎知識を理解する。Q（品質）C（原価）D（納期）のバランスを考慮し、個人制作的な

考え方から、既製品製造における仕様や生産工程、設備、システム、情報の伝達方法を知り、アパレル生産関連業務に関

わる基礎的な知識を身につけることを目標とする。 

  

【授業計画】 

Ⅰ.ガイダンス（1コマ） 

① 授業の目的 

② 設備研究の予備知識 

Ⅱ.設備研究（4コマ） 

① 素材・糸に対する本縫いミシンの調整 

② 縁かがりミシンの調整 

③ 特殊ミシンの使用方法と仕様における知識 

（実習内容をレポートとして提出） 

Ⅲ.アパレル産業の生産プロセス（1コマ） 

① アパレルメーカーと縫製工場の関係 

② アパレルメーカーの実務 

③ 縫製工場の実務（ＶＴＲ見学） 

Ⅳ.工程分析表（3コマ） 

① 工程の理解 

② 工程分析表の記入方法 

③ シャツ工程分析表作成 

④ オリジナル作品（シャツ）工程分析表作成 

Ⅴ.縫製仕様書（2コマ） 

① 縫製仕様書の記入方法（シャツの縫製仕様書作成） 

② 資材、仕様の知識 

Ⅵ.加工裁断芯貼り指図書（1コマ） 

① 加工裁断芯貼り指図書の記入方法（シャツの加工裁断芯貼り指図書作成） 

② 芯貼りや裁断の条件における知識 

Ⅶ.品質のつくり込み（1コマ） 

① 品質向上へ向けた取り組み 

② 5Ｓ 

③ 多能工と単能工 

④ 作業標準書の記入方法 

Ⅷ.まとめ（1コマ） 

① 原価計算 

② 日程管理 

③ まとめ 

 
【評価方法】  

筆記試験70％  提出物（縫製設備研究レポート、加工裁断芯貼指図書、縫製仕様書、工程分析表）20％   

出欠席・授業への取り組み10％ 
 
主要教材図書                  

・文化ファッション大系⑦アパレル生産管理 

・工業用ミシンアイロンの基本操作と知識  

参考図書  

その他資料 適宜プリント配布 
 

記載者氏名 宮澤 国博 
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科ｺｰﾄﾞ    12302 

科目ｺｰﾄﾞ 005710 

科  名 アパレル技術科 2 年 

科目名  量産技術実習 Ⅰ 

単  位 2単位 

授業期間 後期(集中) 
 

担当教員(代表)： 佐藤 明彦 共同担当者： 上野 和博、宮澤 国博、井戸川 倫也 

        
 

科目概要 

アパレル産業の生産プロセスに基づき、工業製品としての生産方法と管理活動について理解を深める。 

デザイン発想からパターン作成、ライン縫製、そして品質検査まで行い、シャツの量産をグループワークで実習する。品

質（Q）・原価（C）・納期（D）の観点から体系的にアパレル生産を学び、生産活動の基礎知識習得が目標である。 
 

授業概要 

Ⅰ．ガイダンス （1 ｺﾏ） 

  ①授業目的・内容 

②生産計画・役割分担・デザイン決定 

③作業割当の理解 

Ⅱ．サンプルメーキング準備  （3 ｺﾏ） 

①生産用パターン作成 

②ゲージパターン作成 

③生産指示書準備 

Ⅲ．サンプルメーキング （5 ｺﾏ） 

①サンプル裁断・芯貼り 

②サンプル縫製 

③生産指示書作成 

④サンプルチェック（外観検査・品質検査・規格寸法の確認） 

Ⅳ．サンプル及び指示書修正  （4 ｺﾏ） 

  ①生産用パターン修正・確認 

  ②生産指示書修正・確認 

Ⅴ．量産技術に関する理解 （1 ｺﾏ） 

①工業生産における生産効率と製造品質のポイント解説 

Ⅵ．裁断準備  （1 ｺﾏ） 

①マーキング（アパレル CAD使用） 

②裁断用下紙準備 

Ⅶ．裁断・芯貼り （1 ｺﾏ） 

①延反・裁断・芯貼り・仕分け 

Ⅷ．ミーティング （1 ｺﾏ） 

Ⅸ．縫製  （8 ｺﾏ） 

Ⅹ．検品  （1 ｺﾏ） 

Ⅺ．反省・報告会  （1 ｺﾏ） 
 

評価方法・対象・比重 

  出席状況（50％）＋組織活動での貢献度（50％） 
 

2018 年度 カリキュラム科目概要 文化服装学院教務部     



主要教材図書 
    なし 

参考図書    
なし 

その他資料 

プリント配布 
 

記載者書名欄  佐藤 明彦 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

科ｺｰﾄﾞ    12302 

科目ｺｰﾄﾞ 500820 

科  名 アパレル技術科２年 

科目名 ファッションデザイン画Ⅱ 

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】 

即戦力となるデザイン画・製品図の表現力を身に付ける。 

各自の個性に合った画材を研究し表現する力を強化する。 

  

【授業計画】 

Ⅰ・基本のポーズ（３コマ） 

衣服が見やすいボディ、ポーズを作成する 

Ⅱ・画材研究「マーカー」（３コマ） 

マーカーの特性、衣服のフォルムを表現するテクニックについて 

Ⅲ・製品図（３コマ） 

衣服を図として表現する方法について復習 

Ⅳ・画材研究「パステル」（３コマ） 

パステルの特性、表現のテクニックについて 

Ⅴ・まとめ（１コマ） 

学習内容についてまとめ 

 

 
【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    12302 

科目ｺｰﾄﾞ 400320 

科  名 アパレル技術科２年 

科目名 服装解剖学Ⅱ 

単  位   1単位 

授業期間 半期（後期） 
 
担当教員(代表)：高見澤ふみ 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年次で学んだ服装解剖学の基礎を発展させ、筋の構造を解剖学的に理解させる。さらに動態計測（石膏計測）実習によ

り、衣服製作に必要な皮膚の運動量・変化を把握させ、計測結果を基に機能性大の衣服研究を行う。 

  

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 機能性大の衣服（機能性大の袖、動態計測からの衣服応用例） 17  

3 機能性大の衣服（上肢の運動と動態計測からの衣服制作） 18  

4 人体の運動と筋（筋の種類と作用） 19  

5 人体の運動と筋（頸部の筋） 20  

6 人体の運動と筋（胸部の筋） 21  

7 人体の運動と筋（背部の筋） 22  

8 人体の運動と筋（腹部の筋） 23  

9 人体の運動計測（動態計測法・石膏計測法） 24  

10 人体の運動計測（石膏計測実習） 25  

11  〃 26  

12 人体の運動計測（貼紙実習） 27  

13 人体の運動計測（和紙展開実習） 28  

14 体型の経年変化とボディ 29  

15  30  

 
評価方法・対象・比重 

S～C、F評価 

学業評価：レポート…50％、ノート・プリント…20％、平常点…10％  授業姿勢：出欠状況…20％ 
 
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 高見澤ふみ 

 

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    12302 

科目ｺｰﾄﾞ 200320 

科  名 アパレル技術科２年 

科目名 アパレル素材論Ⅱ 

単  位 2単位 

授業期間 通年 
 

担当教員(代表)：野口 美千代 共同担当者： 

 

 

教育目標・レベル設定など 

素材の特性を最大限に引き出した完成度の高いアパレル製品を作るため、アパレル素材論Ⅰで学んだ事を基礎に、より深

い専門知識を学習する。またその知識を企画・設計に生かすことを目標とする。 

 
 

 

１.テキスタイルの構成要素（９コマ） 

   テキスタイルの構成要素、各種の繊維の布地について解説。（講義・実習） 

新素材・機能性素材等の解説。（講義・実習） 

 

２.布地の風合い表現（４コマ） 

   各種布地の風合い表現方法を解説。（講義・実習） 

 

３.布地の性能実験（６コマ） 

   布地の基本性能を解説。（講義・実習・発表） 

 

４.皮革（１コマ） 

   皮革の性質、特徴、種類等を解説。 

 

５.プリーツ性について（２コマ） 

   各種の布地についてプリーツ性について解説。（講義・実習） 

 

６.布地の産地（３コマ） 

   織物産地を解説。（講義・実習） 

   ニット産地を解説。（講義・実習） 

 

７.ニット・その他の布地（１コマ） 

   各種のニット・その他の布地に関して解説。（講義・実習） 

 

８.企画。設計（1コマ）  

アパレル素材論Ⅱのまとめ（講義） 

 

 
評価方法 

評価基準：学業評価 80％ 授業姿勢 20％ 

 
主要教材図書  

文化ファッション体系服飾関連専門講座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 
 

記載者書名欄 野口美千代 
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科ｺｰﾄﾞ 12302 

科目ｺｰﾄﾞ 600210 

科  名 アパレル技術科２年 

科目名 ファッションビジネス論 Ⅰ 

単  位 １単位  

授業期間 前期 

 
担当教員(代表)：澤谷 目童 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） 

ファッションビジネスの基礎知識の復習と現状の理解を深める。さらに、日本のファッション産業の構造の把握と世界のア

パレル産業の現状を比較して、近未来のファッションビジネスの方向性を探る。 

  

コマ 内 容 コマ 内 容 

1 授業目標/コミュニケーションゲーム 16  

2 業界特性、職種を知る 17  

3 キャリアプラン設計（自己分析、ジョーカーの法則） 18  

4 ファッションビジネス理解のための基礎データ① 19  

5 ファッションビジネス理解のための基礎データ② 20  

6 ファッショ産業現状分析（日本のアパレル小売産業） 21 ） 

7 ファッションビジネスの背景（1960～19７0年代変遷） 22  

8 ファッションビジネスの背景（1980～1990年代変遷） 23  

9 ファッションビジネスの背景（2000年代変遷） 24  

10 ファッションビジネス研究課題①（企画提案） 25  

11 ファッションビジネス研究課題②（企画提案） 26  

12 ファッションビジネス研究課題③（企画提案） 27  

13 ファッションビジネス研究課題④（企画提案） 28  

14  29  

15  30  

 
評価方法・対象・比重 

 
 
主要教材図書                   

参考図書  

その他資料  
 

記載者氏名 澤谷 目童 

 

 

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  12302 

科目ｺｰﾄﾞ 504505 

科  名 アパレル技術科 2年 

科目名 コンピュータワーク(基礎) 

単  位 1単位 

授業期間 半期 
 
担当教員(代表)：加藤正人 共同担当者：  

 
 

【授業概要、到達目標・レベル設定】 

衣服の構造を理解し、その視覚的伝達表現ツールとしてパーソナルコンピュータ及び、グラフィックソフトを使う能力

を身に着ける。アパレル生産における実務能力の習得、向上を目標とする。衣服製品図の製作を通してグラフィック

ソフトの基礎技法習得を目指す。 

  

【授業計画】 

授業概要 

(1)パーソナルコンピューターの基本操作(0.5コマ) 

     ・ハードウェアの操作/コンピューター本体、マウス、キーボード、モニター等 

     ・OSの操作、ファイルの管理、文字入力 

 

(2)Adobe Illustratorの基本操作(3コマ) 

     ・Illustrator、ドローソフトの基礎知識 

     ・各種ツール、パネル、メニューの操作 

     ・描画、加工、編集の基礎技法 

 

(3)Adobe Photoshopの基本操作(1コマ) 

     ・Photoshop、ペイントソフトの基礎知識 

     ・各種ツール、パネル、メニューの操作 

     ・描画、加工、編集の基礎技法 

 

(4)写真画像の編集、加工(1.5コマ) 

     ・・Photoshopによる画像の合成、加工、編集 

 

(5)衣服製品図の制作(9コマ) 

     ・衣服製品図の役割 

     ・衣服製品図の描き方 

     ・各アイテムごとの製品図の製作 

   ・ディティール表現 

     ・カラーバリエーション 

     ・デザインバリエーション 

     ・写真からデザインを分析、効果的な描画方法を探る 

 

使用ソフト 

     ・Windows OS 

     ・Adobe Photoshop 

     ・Adobe Illustrator 

 

 

 
【評価方法】   ・提出課題-80%     ・出席率、授業態度-20% 

 

主要教材図書  なし 

参考図書    なし 

その他資料   課題別各種プリント、作例 
 

記載者氏名   加藤正人 

 

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    12302 

科目ｺｰﾄﾞ 900110 

科名  アパレル技術科 2 年 

科目名  英会話Ⅰ（選択） 

単  位   2 単位 

授業期間 （ 通年 ） 
 
担当教員(代表)：  

石井 真弓 

共同担当者：  
           James Knight 

 

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） 

基本的な英文法を学んだ学生を対象に文法の復習・確認を主に口頭の運用を高めることを目標とする。ファッションを先

行している学生なので、ファッション関連の語彙を増すこと、ファッション関連の表現に接することにも重点を置いたプ

ログラムとしている。 

レベルは初級の中位から上位まで。 
  

コマ 内 容 コマ 内 容 

1  オリエンテーション / 自己紹介 1５ 
Unit 5 What’s hot and what’s not? （形容詞） 

2  Unit 1 What shall I wear? （Fashion items） 1６ 
Unit 5 / （比較級の文型） 

3  Unit 1 / （装いを文章で表現） 1７ 
Unit 5 / （最上級の文型）まとめ 

4  Unit 2 What color is it?  （色彩） 1８  Halloween （語彙・起源） 

5  Unit 2 /（柄） １９   Unit 6 What does he look like? （体型の表現） 

6  Unit 2 / 総合表現（アイテム、色、模様） 2０  Unit 6 / （身体部分の英語表現） 

7  Unit 3 What’s it made of? （素材） 2１ 
Unit 6 / （性格表現） 

8 
Unit 3 /（衣類のケアと素材の関係） 

2２ 
Unit 6 / （人物描写の総まとめ） 

9 
Unit 3 / まとめ 

2３  Christmas （文化的背景） 

10  Unit 4 Do they match? (Coordination) 2４  Happy New Year（年頭の誓い：予定、願望） 

11 
Unit 4 / （基本的な語彙・文型） 

2５  What I am making （各自の英語による作品説明） 

12 
Unit 4 /まとめ 

2６  What I am making （各自の英語による作品説明） 

13   Unit 4 Review   

14  My friend’s summer vacation report   

 
評価方法・対象・比重 

  平常点（出席、クラス参加）：30％  授業中の小テスト：30％ ライティング：10％ プレゼンテーション：30％ 

 
 

主要教材図書   Fashionable English （南雲堂） 

参考図書       なし 

その他資料      なし 
 

記載者氏名      石井 真弓 

 

 

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    12302 

科目ｺｰﾄﾞ 900810 

科  名 アパレル技術科 2年 

科目名 フランス語Ⅰ(選択) 

単  位 2単位 

授業期間 （通年） 

 
担当教員(代表)：ジル・ランドゥーチ 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。） 

フランス語を初めて学ぶ学生を対象としたクラス運営を目標とする。フランス語独特の音に慣れ、基本的な文法・動詞の活用

ができるようにする。またフランス語で簡単で日常的にかわす挨拶ができるように、また初歩のコミュニーケー ションをフ

ランス語でできることを目指す。 
 

1.オリエンテーション 

2.コース説明、導入 

 3. être 動詞 

4.名詞 

5.復習 

6. avoir 詞 

7. aller 動詞 + 方向 

8. prendre 動詞 

9. faire 動詞 

10.過去形導入 

11.過去形 

12.復習 

13.フランス紹介 

14.目的（～するための）表現 

15. vouloir 動詞 

16. Je voudrais + er 動詞 

17.質問詞 

18.道案内 

19.切符を買う 

20.人物描写 

21. finir 動詞 

22. devoir 動詞 

23. sortir 動詞 

24.フランス紹介 

25.好みと表現 

26.まとめと発表 
 
【評価方法】  

評価方法・対象・比重 

出席状況、クラスの英語活動への参加状況、まとめのテストなどを総合して評価する。 
 
主要教材図書 EN SCENE I 「場面で学ぶフランス語 1」 Momoyo Takahashi & Nicolas Jégonday 三修社  

参考図書  

その他資料  
 

記載者氏名 ジル・ランドゥーチ 

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    12302 

科目ｺｰﾄﾞ 900910 

科  名 アパレル技術科 2 年 

科目名 中国語 Ⅰ（選択） 

単  位   ２単位 

授業期間 通年（    ） 
 
担当教員(代表)：鰺坂 江理 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） 

発音の土台｢ピンイン｣から始め、難関の｢四声｣「変調」｢巻き舌音｣をマスターします。入門段階では、単語を蓄積しなが

ら文型入り、実践練習で会話表現を覚えます。 

初級段階では、時制のニュアンス、意思の伝え方を学びます。中検準 4級基準。準中級段階では、疑問表現を学ぶほか、

物事の比較・類似・比喩表現についてトレーニングします。中検 4級基準。 
  

◎ マスター 発音練習                                         １コマ                                             

講義内容：ゼロから中国語を学ぶ人を対象。発音の土台、｢ピンイン｣から始め、難関の｢四声｣、「変調」と｢巻き舌音｣を確実にマスターし

ます。発音練習に伴い、単語を覚えるトレーニングを行います。 

◎ 入門１ 基本文型 （代名詞・述語文・場所と方位表現）                        ３コマ 

講義内容：単語を蓄積しながら、文型の学習に入ります。“是”を用いて｢～である｣という名詞から始め､形容詞を中心とする文、及び特

殊な動詞“有”“在”を用いて「～に～がある、～は～にある」という所有・存在の意味を表す文に重点を置き会話力の向上を目指します。 

◎ 入門２ 基本会話表現 （数詞・量詞・副詞・疑問文）                         ３コマ 

講義内容：数を使って日付や時間を表現する言葉と分からない数や量を尋ねる言葉を学びます。また、量詞を使って簡単な構造文を覚えま

す。その上、実践練習に伴い、会話表現を覚えます。 

◎ 初級１ 時制のニュアンス （完了/経験/継続を表す助詞及び動作の持続態）               7 コマ 

講義内容：ごく一般的な動詞を述語にする文について学習します。語順は英語に似て S.V.O.となりますが、英語と違い、動詞の語尾は人

称・時制によって変化しません。助動詞“了”“着”“過”と“正在”を使い、時制自制のニュアンスを練習します。 

◎ 初級２ 意思の伝え方 （前置詞）                                  ２コマ 

講義内容：会話も文書もよく使われている｢前置詞｣(日本語では、「～に、～で、～から、～まで、～のために」などに相当する)を中心と

して、同じ「前置詞」の異なる使い方を勉強します。そして､自分の意思をより正確に相手に伝える表現を練習します。 

◎ 準中級１ 回数・時間・程度の表し方 （疑問文・比較文・連動式）                   ８コマ 

講義内容：日本語と逆の順になる動作の回数や時間の長さを表す言い方、及び疑問を表す言い方を学習するほか、２つ以上の動作が含まれ

ている連動文を勉強して、自らいろんな文章を作ります。同時に会話と聴解も前へ進んでいきます。 

◎ 作文演習                                              ２コマ 

講義内容：作文にはその材料となる単語の貯蓄を豊にしておく観念から、中国語の発想の基本的なものは何かを分析し、中国語への転換練

習を行いながら、中国語の基礎を一歩一歩踏み固めていけるようにトレーニングします。 

 

評価方法・対象・比重 

     授業内のミニテスト（グループ総合レポート提出 ５０％）； 

ペーパーテスト（３０％）；   授業出欠率（２０％） 
 
主要教材図書 「中国語入門」 鯵坂江理編集                  

参考図書   「デイリーコンサイス中日辞典」 三省堂 杉本達夫他著、補足プリント（単語/構文サンプルなど） 

その他資料  「中国語」 林台州など翻訳 池田書店 
  

記載者氏名 鰺坂 江理 

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 12302         科   名 アパレル技術科 2学年 

科目ｺｰﾄﾞ 904520       科目名  キャリア開発Ⅱ 

単  位 １単位 

授業期間 後期 
 

担当教員(代表)： 東條 文千代 共同担当者： 

 

教育目標・レベル設定など 

・学生が就職を志望する先に内定するために必要な「就職力」を講義＋実習を通して身につけさせる 
 

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、 

 

 

１．職業観・勤労観（…講義２コマ） 

就職活動の進め方/働くことの意義、職業人の心構えの理解 

２．言葉遣い（…講義＋実習＝１コマ） 

正しい言葉遣い、敬語、ビジネス会話の習得 

３．電話・Ｅメール（…講義＋実習＝１コマ） 

電話のマナー、Ｅメールのマナー 

４． 会社訪問・店舗見学（…講義＋実習＝1コマ） 

会社訪問と店舗見学のポイントと注意点を理解 

５．自己分析・キャリアプラン（…講義＋実習＝１コマ） 

     自己分析、自己 PR/志望動機のポイントを理解 

６． 履歴書・エントリーシート（…講義＋実習＝１コマ） 

選考を通る履歴書・エントリーシートのポイントを学ぶ 

７．面接（…講義＋実習＝２コマ） 

コミュニケーションスキル向上と試験対策 

８．グループディスカッション（…講義＋実習＝２コマ） 

コミュニケーションスキル向上と試験対策 

９．作品プレゼンテーション（…講義＋実習＝2 コマ） 

プレゼンテーションスキル向上と試験対策 

１０.内定から入社まで(…講義１コマ) 

    内定承諾書、内定辞退など、内定に絡む注意事項を理解 

 

 
   

評価方法・対象・比重 

・出欠席、受講態度、実習（面接練習、グループディスカッション練習、プレゼンテーション練習）参画度 
  
主要教材図書 

「就職対策」（キャリア支援室） 

参考図書  特になし 

その他資料 
  

記載者署名欄 東條 文千代 

２０１８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    12302 

科目ｺｰﾄﾞ 980020 

科  名 アパレル技術科 2年 

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)： 山本 貴代 共同担当者： 三田 清美 

 
 

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） 

・レギュラー授業で包括できない部分の専門知識、専門分野の講義、実技指導、実習を行う。 

・生産技術の専門性を高める。 

・業界や職務に関する理解を深め、就職への意識を高める。 
  

  

１、 アパレル企業における接着芯地（技術指導）1コマ（前期） 

２、 パタンナーの業務について 1コマ（前期） 

３、 生産技術（企業における縫製テクニック）10コマ（前期） 

４、 現代ファッション史 1コマ（前・後期） 

５、 パターンメーキング検定３級対策 3コマ（前期） 

６、 パタンナー・生産管理の役割（就職にむけて、各職種の役割について）1コマ（前期） 

７、 ポートフォリオ講座（ポートフォリオ作成）1コマ（後期） 

８、 業界研究 （マーケティンクﾞ基礎）１コマ（後期） 

９、 帽子の一般知識 7コマ（後期） 

１０、 アパレル企業におけるパターンメーカーの業務（パターン技術と知識）2コマ（後期） 

１１、 ＯＥＭ、ＯＤＭの現状 （マツオカコーポレーションの取り組み） １コマ（前期） 

 

 
評価方法・対象・比重 

 履修認定 （P表示）  

 評価基準：出欠状況 

 
 
主要教材図書 なし                   

参考図書 なし 

その他資料 プリント等 
 

 

記載者氏名 山本 貴代 

 

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    12302 

科目ｺｰﾄﾞ 930020 

科  名 アパレル技術科 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)：山本 貴代 共同担当者：三田 清美 

 
 

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） 

・国内の工場、メーカーの見学を通し、生産の現状、物づくりに対する姿勢、品質向上の取り組みなどについ

て理解を深める。 

・美術鑑賞や能見学を通し、感性を磨き視野を広げる。 

 
  

 

１、研修旅行  14コマ（後期） 

 

縫製工場見学（北陸） 

                11月27日～11月30日（3泊4日） 

                研修旅行レポートを作成する 

   

２、能見学  2コマ （後期） 

 

 
評価方法・対象・比重 

履修認定（P表示）：出欠状況 

評価基準：出欠状況 

  
 
主要教材図書 なし                  

参考図書 なし 

その他資料 プリント 
 

記載者氏名 山本 貴代 

 

 

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    12302 

科目ｺｰﾄﾞ 940105、

940106、940107 

科  名 アパレル技術科 2年 

科目名 企業研修・学内研修 a、b、c(選択) 

単  位   1～３ 単位 

授業期間 後期（集中） 

 
担当教員(代表)：山本 貴代 共同担当者：三田 清美 

 
 

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） 

・企業研修ではファッション産業界の各分野において実際に職業体験を行い、職業人として役立つ人材の育成と就職に向

けての意識を高める。 

・企業研修に参加しない学生は学内研修を行い、ビジネス常識と専門分野の実務について学ぶ。 

  

 企業研修・・・企業の業務概要と研修部門での業務について指導を受け、補助的な仕事に従事する。 

       （１週間～３週間） 

学内研修・・・ビジネス常識と専門分野での実務について学ぶ。 

 

研修期間中は業務日誌等を作成記録し資料としてまとめる。 

 

終了後に研修報告会を行い、レポートを作成する。 

 
評価方法・対象・比重 

 履修認定（P表示）  

評価基準：出欠状況 

 
 
主要教材図書 なし                  

参考図書 なし 

その他資料 前年度レポート 
 

記載者氏名 山本 貴代 

 

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    12302 

科目ｺｰﾄﾞ 947200 

科  名 アパレル技術科 2年 

科目名 コラボレーションｂ（自由選択） 

単  位   １ 単位 

授業期間 通年  
 
担当教員(代表)： 山本 貴代 共同担当者： 三田 清美 

 
 

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） 

・外部団体・企業等とのコラボレーション活動にグループで参加し、知識、技術の向上とともに社会人として

のキャリアアップを図る。 

・協業することで学生は自己の可能性を発見し、業務の進め方、プレゼンテーション方法を学び、視野を広げ

る手立てとする。 
  

 

 科の特色や学生の知識・技術を鑑み、教育効果のあるコラボレーション企画に参加する。 

（13～15コマ） 

 
評価方法・対象・比重 

履修認定（P表示） 

評価基準：出欠状況 

 
 
主要教材図書                   

参考図書  

その他資料  
 

記載者氏名 山本 貴代 

 

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    12302 

科目ｺｰﾄﾞ 003020 

科  名 アパレル技術科３年 

科目名 パターンメーキング Ⅱ 

単  位   １９単位 

授業期間 通年 
 
担当教員(代表)：齊田 信子 共同担当者：菅井 正子 

 
 

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） 

平面裁断・立体裁断によるパターンメーキングや工業パターンメーキング理論を理解し応用発展できる能力を養う。 

1・２年で習得した知識と技術を応用発展させ、機能服やニット作品、皮革作品などの細目から素材の特性を生かし、か

つ生産効率を考え市場を意識した仕様・縫製方法を学ぶ。 
 

パターンメーキング論 Ⅱ （003020） 通年 ２単位 （前期１単位 後期１単位） 

パターンメーキング演習 ドラフティング Ⅱ（003120） 通年５単位 （前期３単位 後期２単位） 

パターンメーキング演習 ドレーピング Ⅱ（003220）  通年５単位 （前期２単位 後期３単位） 

パターンメーキング演習 ソーイング Ⅱ（003320）   通年４単位 （前期２単位 後期２単位） 

パターンメーキング演習 工業パターン Ⅱ（003520）  通年３単位 （前期１単位 後期２単位） 

 

  スローパー        １４コマ（前期）各種原型解説及び作成（パンツスローパー、ブランド原型）・

裏付パンツ前あき部分縫い 

  バザー作品（コート）    ３３コマ（前期１８コマ、後期１５コマ）バザー作品ドラフィティング・       

コートドラフティング・２種ドレーピング・無飾りアウトポケッ

ト部分縫い 

  機能服・         １５コマ（前期）マチドラフティング・ニットドレーピング 

  皮革作品         ６5コマ（前期）ジャケットドレーピング・皮革作品ドラフティング 

                     工業パターン・実物製作・衿袖ぐり続き見返し、突合せファスナ

ー部分縫い・レポート（前期まとめ） 

 

  ニットファブリック    １１コマ（後期）ニット作品・ドラフティング・工業パターン・実物製作 

  カジュアルウェア     ５１コマ（後期）カジュアルウェアドラフティング・工業パターン・実物製作・

逆玉縁ポケット部分縫い・レポート 

  ﾄﾞﾚｰﾌﾟ･ﾌﾘﾙ･ｶｽｹｰﾄﾞ     １０コマ（後期）ドレープドレーピング・フリル、カスケードドラフティング 

  トワリスト・モードコピー ３５コマ（後期）どちらかを選択し実物同様の作品製作 

  卒業制作ショー準備    ３３コマ(後期) アクセサリー製作・歩行練習 

 
評価方法・対象・比重 

   パターンメーキング論Ⅱ S～C・F評価/学業評価１００％ 

パターンメーキング演習 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  アパレル生産講座⑤ 工業パターンメーキング  

服飾造形講座⑤ コート 服飾造形応用編Ⅰ（高級素材） 服飾造形応用編Ⅱ（特殊素材）                 

参考図書 なし 

その他資料 プリント、参考作品 
 

記載者氏名 齊田 信子 

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    12303 

科目ｺｰﾄﾞ 003600 

科  名 アパレル技術科３年 

科目名 デザインパターン 

単  位 1  単位 

授業期間 前期 
 
担当教員(代表)：青砥 厚二 共同担当者：  

 
 

【授業概要、到達目標・レベル設定】 

DESIGN PATTERN VOL.1 SHIRT DESIGN  

デザイン～パターン～縫製仕様までの実践に近いパタンナーの仕事を実習。デザイナーが要求するデザインを

実現させるため、個性と対話しながら良いパターン、パタンナーとは何か考察、考える力を習得することを目

指し、パターンがデザインにおいていかに重要な役割か理解する。当社ブランドのパターンも公開する。 
 

【授業計画】 

コマ 内 容 コマ 内 容 

1 デザイナー自己紹介と授業の説明 16  

2 デザインの説明とパターン設計の仕方、仕様書の説明 17  

3 デザインパターン作成 18  

4 トワﾙの作成と評価、パターン修正、仕様書作成 19  

5 最終パターン、仕様書チェック～製品作り 20  

6 裁断、芯はり、縫製1 21  

7 縫製2 22  

8 講評会、質疑応答 23  

9  24  

10  25  

11  26  

12  27  

13  28  

14  29  

15  30  

 
【評価方法】  

デザイン理解力評価30％ トワル評価30％ 仕様書評価20％ 製品仕上がり20.％ 

 
主要教材図書    なし               

参考図書  

その他資料  
 

記載者氏名 青砥 厚二 

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    12303 

科目ｺｰﾄﾞ 402020 

科  名 アパレル技術科３年 

科目名 CADパターンメーキング Ⅱ 

単  位 ３単位 

授業期間 通年 
 

担当教員(代表)：上野 和博 共同担当者： 

 

教育目標・レベル設定など 

アパレル CADを利用した演習を通し、合理的な考えで主にパターン展開を学ぶことを目標とする。 

CADパターンメーキングⅠ（基礎）に続き単機能に加え、高精度で効率の良い結果を実現させるため複合機能も活用する。

また、並行して履修する「量産技術実習Ⅱ」とリンクさせ、生産用パターンに必要な要素の理解を深める。他、CADデー

タを利用した帳票類作成、CADグレーディングも含む。 
 

Ⅰ．ガイダンス（1 ｺﾏ） 

① 年間の予定 

② 量産技術実習Ⅱとの関わり 

Ⅱ．パターンメーキング（コート）（23 ｺﾏ） 

① コート有型展開 

② コートフルパターン作成 

Ⅲ．マーキング（1 ｺﾏ） 

① フルパターンを利用した型入れ（条件設定、用尺、歩留算出、裁断データ作成）                                                   

Ⅳ．帳票類作成（1 ｺﾏ） 

② 加工・裁断・芯貼指図書 

③ 縫製仕様書 

Ⅴ．パターンメーキング（ジャケット）（16 ｺﾏ） 

① ジャケット原型作成 

② 身頃展開（三面パネル、四面パネル、プリンセスライン） 

③ テーラードカラー 

④ 二枚袖 

⑤ ジャケットフルパターン作成 

Ⅵ.  グレーディング（3 ｺﾏ） 

① パンツのグレーディング  

② 原型のグレーディング 

③ ブラウスのグレーディング 

「使用ソフト」 東レ ACS株式会社 クレアコンポ使用 

 

評価方法・対象・比重 

実技試験（80％）＋平常点（20％） 

 
主要教材図書  

参考図書 

その他資料：配布プリント（私製） 
 

記載者書名欄 上野 和博 

 

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    12303 

科目ｺｰﾄﾞ 005720 

科  名 アパレル技術科３年 

科目名  量産技術実習 Ⅱ 

単  位 ２単位 

授業期間 後期 
 

担当教員(代表)：上野 和博 共同担当者：宮澤国博 井戸川倫也 加藤紀人 

 

教育目標・レベル設定など 

アパレル生産プロセスに基づき、企画した製品が生産されるまでの組織的な生産活動を体験することを目標とする。 

グループを会社組織として分業体制で設立し、品質（Q）・コスト（C）・納期（D）を実現させながら、メーカー側の製品企

画・工場側の製造企画に始まり、生産活動を通して「モノ」「情報」の流れを掴む。また、並行して履修する「CADパター

ンメーキングⅡ」とリンクさせ、生産に必要な情報の相互理解を図る。 
 

＜授業概要＞ 

Ⅰ．顔合せ、日程計画・役割分担確認（1 ｺﾏ）  

① 担当教員紹介 

② デザイン、仕様、トワル、パターンチェック 

Ⅱ．サンプルメーキング（7 ｺﾏ） 

① サンプル裁断（CAM）､芯貼り 

② サンプル縫製 

③ 生産指示書作成 

④ 生産用パターン確認 

Ⅲ．パターン、類チェック（2 ｺﾏ） 

① パターンチェック（表地・裏地・芯地・ゲージ） 

② マーキング（表地・裏地・芯地） 

③ 帳票類（指図書・仕様書・工程分析表・作業標準書）確認  

Ⅳ．ミーティング（1 ｺﾏ） 

① 帳票類を読み合わせ、縫製前の打ち合わせをおこなう                                                  

Ⅴ．縫製準備（2 ｺﾏ） 

② 延反、裁断（CAM） 

③ 芯貼り、縫製準備（仕掛品作成） 

Ⅵ．本生産 （15 ｺﾏ） 

① 帳票類にもとづき学生主導による生産をおこなう 

② 縫製技術や検査方法、進捗管理の指導 

Ⅶ．検品、手直し（2 ｺﾏ） 

① 製品検査 

  ② 手直し、まとめ作業 
 

評価方法・対象・比重 

組織活動での貢献度（50％）+出欠席（50％） 

 
主要教材図書 

参考図書 

その他資料 重衣料マニュアル（研究室用） 
 

記載者書名欄  上野 和博 

 

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    12303 

科目ｺｰﾄﾞ 102200 

科   名  アパレル技術科 ３年 

科目名   工業ニット演習 

単  位 ２単位 

授業期間 通 年 
 

担当教員(代表)：田才 由美子 

  

共同担当者：前田 亜希子 

    
 

教育目標・レベル設定など 

・総合的なニットの基礎知識を習得し,ニットアパレルを理解するために必要な商品知識を得る 

・カットソー、ニット(横物)における技術の習得と共に(横物、丸物)の指示書作成迄の知識を理解する  
 

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、 

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、 

                                                   時数                                             

[ニットの基礎知識]                                    ⑧           

    ・ニットの服作りの企画、生産工程に至る流れと基礎技術の解説             

[ニットの各テクニックの習得と編サンプル作り]                       ⑥  

 講義 ・テクニックにおける基本的な知識   

 実習 １、棒針編み…緯編みの基本組織を理解する                 

    ２、工業編機…工業用手横機（７G）を用い、ダブルニットの基本編地の特徴を知る 

    ３、工業編機…コンピュータニット（７G、１２G）用いジャカード編地編み立て 

[ニットの縫製]                                      ⑮ 

 講義 ・丸編、横編それぞれの縫製方法の違いと特徴、各縫製機器の知識と扱い方        

    ・カットソーにおけるジャージーの扱いと特徴（サンプル配布）             

 実習 １、Ｔシャツ製作…カットソーに対応したニット用特殊ミシン(工業用ミシン)を使用し、   

             デザイン別縫製方法並びに伸縮の違いによるパターンの違いを習得する 

    ２、ニットの縫製サンプル作成         

    ３、リンキング縫製…横物縫製の主体となる各種リンキング縫製の理解と機器類の扱い方、 

              ニット製品独自の縫製法を習得する 

    ４、ニットファブリック…縫製指導                       

[横編ニット製品の指示書製作] 

 講義 ・ニットの商品知識をもとに指示書の作成法を指導                   

 実習 １、横編ニットの製品分析                             ② 

    ２、横編ニット製品の指示書を作成する                       ②  

 

評価方法・対象・比重 

ニットファイル(各種編みサンプル、Ｔシャツ、指示書、他）提出物…８０％ 

授業姿勢・出欠席…２０％ 
 
主要教材図書 

オリジナルプリント（ニットアパレルの基礎知識、商品知識、および実習指導用） 

参考図書   文化出版「文化ファッション講座 アパレルの素材と製品」「文化服装講座 編み物編」 

その他資料   
 

記載者書名欄  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    12303 

科目ｺｰﾄﾞ 404000 

科 名 アパレル技術科 3 年 

科目名 縫製研究(選択) 

単  位 １単位 

授業期間 （ 前期 ） 
 
担当教員(代表)：岩井一仁 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） 

「ジャケット」シングル二つ釦ノッチドラペルの縫製を 1950年代からの Tailor & Dressmakingの事実及び技術を研究ま

た実習し、そこから新しい知識や見解を得て、それを現在主流の量産品の縫製に融合させ、高品質化を図れる有益な能力

を取得することを目指す。 
  

コマ 内 容 コマ 内 容 

1 パターンの設計、仕様、造形の説明。 16  

2 裁断 17  

3 毛芯の設計 18  

4 裁断 19  

5 身頃の縫製、芯据え 20  

6 身返し縫製 21  

7 脇入れ 22  

8 肩入れ 23  

9 衿作り 24  

10 衿付け 25  

11 袖作り 26  

12 袖付け 27  

13 仕上げ、ポケットの種類の説明〜実習 28  

14 質疑応答など 29  

15  30  

 
評価方法・対象・比重 

出欠、課題提出にて評価 

 
 
主要教材図書                   

参考図書  

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    12303 

科目ｺｰﾄﾞ 404100 

科  名 アパレル技術科３年 

科目名 企画・デザイン研究（選択） 

単  位 １単位 

授業期間 前期 
 

担当教員(代表)：神場 教彰 共同担当者： 

 
 

教育目標・レベル設定など 

講義外課題および作業が出ないようにする。 

就職活動に有利な即戦力を意識した内容。 

 
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、 

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.主張性のあるマップ作成 ／１講義・２実習   

 

    ：デザインイメージを具体化し、転換・展開する 

     マップやレジメの作成をする。 

 

 

  2.商品力のあるデザイン（商品）展開 ／１講義・２実習・１合評 

 

    ：市場調査から売れ筋商品を把握し、自社の商品展開に生かす。 

     スピーディーな商品企画・展開を考える。 

 

 

  3.グループ製作 ／1講義・６実習・１発表・１合評 

 

    ：仮想ブランドを設定し、デザインの方向性・商品化の可能性を探る。 

    ：コンセプト・テーマ・商品構成・価格・店舗・など総合的に研究する。 

    ：発表を通じ提案力を身につける。 

 

 
評価方法・対象・比重 

出欠状況：６０％  課題提出：４０％ 

 
主要教材図書 
 

参考図書 

その他資料 
 

記載者書名欄 神場 教彰 
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科ｺｰﾄﾞ    12303 

科目ｺｰﾄﾞ 404200 

科  名 アパレル技術科３年 

科目名 工場生産研究（選択） 

単  位 １単位 

授業期間 前期 
 
担当教員(代表)：白石 正裕 共同担当者： 伊東 千日子 

 
 

概要 

縫製工場の生産方法及び工程を理解する。 

高級服の品質で洋服作りが出来るようになる。 

  

コマ 内 容 コマ 内 容 

1 工場見学（ファッション白石）、概要説明 16 検品 

2   〃 17  

3 ジャケットの縫製（テープ貼り、パネル縫い、くせとり) 18  

4   〃 19  

5 ジャケットの縫製（テープ貼り、パネル縫い、くせとり） 20  

6   〃 21  

7 ジャケットの縫製（ポケット作成、脇肩入れ） 22  

8   〃 23  

9 ジャケットの縫製（袖縫い、袖つけ、衿縫い） 24  

10   〃 25  

11 ジャケットの縫製（裏作り、見返し入れ、衿付） 26  

12   〃 27  

13 ジャケットの縫製（うらはめ） 28  

14   〃 29  

15 ジャケットの縫製（まとめ、肩パットつけ） 30  

 
評価方法・対象・比重 

  出席状況 50％  作品 50％ 

 
 
主要教材図書                   
 なし 

参考図書 なし 

その他資料 参考標本 
 

記載者氏名 白石 正裕 
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科ｺｰﾄﾞ    12303 

科目ｺｰﾄﾞ 401400 

科  名 アパレル技術科３年 

科目名 生産管理各論 品質管理 

単  位 １単位 

授業期間 後期 
 
担当教員(代表)：大峠 敬三 共同担当者： 坂田 候晋 

 
 

【授業概要、到達目標・レベル設定】 

アパレル・小売企業が求める審美性、コスト、納期と消費者が求める品質を備えた製品を生産するために必要

な品質管理について基本的な知識と、実際の現場を踏まえた情報を合わせ、より現実的な知識と技術を学ぶ。 

  

【授業計画】 

コマ 内 容 コマ 内 容 

1 
.品質管理とは？ 

・アパレル、小売り各社の品質管理の考え方  

・アパレル製品の企画から販売まで 

16  

2 
繊維の種類と特性 

・各種繊維の種類や特性、染色について  

・織物・編物の特性と物性について 

17  

3 
繊維製品の品質評価 

・染色堅牢度、寸法変化率、物性の各試験と評価方法  

・機能素材の評価方法 

・検査結果を製品づくりに活かす 

18  

4 
 アパレル業界に関連する法律（表示関連）について 

・家庭用品品質表示法と取扱い絵表示  

・景品表示法 

・表示○×クイズ 

19  

5 
. 製品品質における安全管理 

・アパレル製品の安全管理  

・作ってはいけない、販売してはいけない製品 

20  

6 
繊維製品の取扱いとお客様からの苦情事例 

・着用、洗濯とクリーニング、保管  

・苦情発生時の対応と調査、再発の防止策 

21  

7 
生産における品質とは？ 

・アパレル製品に求められる品質  

・アパレル製品が作られる上でのパート別役割 

22  

8 
.生産における品質管理① 

・ルーティーンワークと品質管理  

・素材選びの品質管理 

23  

9 
生産における品質管理②  

・海外生産の品質管理  24  

10 
.設計作業の品質管理 

・パタンナーの品質管理  

・設計段階で起こる問題事例と解決策 

25  

11 
.製造工場の品質管理① 

・外注担当者の実務とは  

・工場選択の物差し 

26  

12 
製造工場の品質管理② 

・外注担当者の質  

・外注指示による問題事例とその解決策 

27  

13 
外観検査（検品）の品質管理① 

・外観検査（検品）とは  

・外観検査の方法と判定 

28  

14 
 外観検査（検品）の品質管理② 

・外観検査をすることに関する注意点 

・物流の品質管理輸送、保管の品質管理 

29  

15 
.消費者窓口の品質管理 

・お申し出における企業  

・問題に対応する心構え 

30  

 
【評価方法】 期末試験７０％ 出欠席１５％ 授業姿勢１５％ 
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主要教材図書 アパレル品質論・アパレル品質管理 

参考図書  

その他資料  
 

記載者氏名 大峠 敬三 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
    

科ｺｰﾄﾞ 12303 

科目ｺｰﾄﾞ 900120 

科  名 アパレル技術科３年 

科目名 英会話 Ⅱ(選択) 

単  位 2単位 

授業期間 通年 
 

担当教員(代表)： 薩田 須美子 共同担当者： 原田 千尋 

 

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。） 

   英会話 I を履修した学生対象のコースで、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。文法中心ではなく、体験的なクラス運営を試みる。 

 

1 
Introduction  

オリエンテーション 

2 
Unit 7 

好きな場所、心地よい場所、自分の部

屋を説明する。 

3 

4 

5 UNIT 8  

お店、カフェなどの描写 6 

7 UNIT 9                                 

指示をする表現 8 

9 UNIT10                               

日常の生活 10 

11 
UNIT 11  

海外旅行 

12 まとめ 

13 夏休みのレポート 

14 UNIT 14  

15 道案内 

16 
UNIT 17  

ショッピング 

17 UNIT 19   

自己 PR 18 

19 Halloween 

20 Thanksgiving 

21 

UNIT 20    

ファッションショウ 
22 

23 

24 Christmas 

25 年頭の誓い 

26 オーラルプレゼンテーション準備 

27 オーラルプレゼンテーション 

 

評価方法・対象・比重 

   出席状況（30％）、小テスト（50％）、ライティング（10%）、努力点（10％）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    12303 

科目ｺｰﾄﾞ 900820 

科  名 アパレル技術科 3年 

科目名  フランス語 II（選択） 

単  位   2 単位 

授業期間 （ 通年 ） 
 
担当教員(代表)：  

グリヨ・カミーユ 

共同担当者：  
            

 

1 
Introduction ＆ 

self-introduction 
イントロダクションと復習   

2 French language generalities 
フランス語の性格など全体的に言語を見直し

復習をする。 

3 Verb être 復習： être 動詞 

4  Verb avoir: il y a…… 復習：avoir 動詞 

5  Verb avoir 復習：avoir 動詞 

6 Numbers 数の表現 

7 Ordinal Numbers 序数の表現 

8 Verbs faire faire 動詞の活用 

9 Verb faire faire を使っての表現 

10 〜er Main Verbs 主要な動詞活用 

11 〜er Verbs 好き／嫌いの表現 

12 Aller + main verbs 未来の表現 

13 Report 1 
What are you going to do for the summer 

vacation? 

14 Verb venir + verbs 近接過去 

15 

３rd group verbs 動詞の活用 
16 

17 Modal Verbs 助動詞 

18 
Auxiliary avoir ＋ past 

participles 
avoir + 過去分詞 

19 
Auxiliary être ＋ past 

participles 
être ＋過去分詞 

20 Review 復習：時制 

21 Evaluation and Review 時制の使い分け 

22 
Correction and further 

explanation 
時制 

23 Negative Forms 否定形 
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24 Movie フランス語の映画を見る。 

25 Report ２ What did you do during the winter vacation? 

26 
Comparisons and 

superlatives 
比較と最上級 

27 Review 復習とまとめ 
   
評価方法・対象・比重 

   平常点（出席、クラス参加）、授業中の小テスト40％、レポート60％ の結果を総合的に評価する。 

 
 

主要教材図書  「場面で学ぶフランス語 I」 "En Scene  I"    三修社                 

参考図書       なし 

その他資料      なし 
 

記載者氏名      薩田 須美子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     

科ｺｰﾄﾞ 12303 

科目ｺｰﾄﾞ 900920 

科  名 アパレル技術科 3年 

科目名 中国語 Ⅱ（選択） 

単  位   2単位 

授業期間 通年（    ） 
 
担当教員(代表)：鰺坂 江理 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） 

応用力養成：疑問詞を用いて問答式の促進を行います；夫々に合う日本語例文を示し、中国語への転換及び会話練習をし

ます；中検 2級基準。 

会話練習：日常シーンに即した語彙、及び衣食住行等の中国文化と外国文化の結びつき方を習います；社会環境的なムー

ドによって生じた異なる言語表現を習います。 

服装関連：ファッション関連用語・工場用語に関する中国語語彙を習います。 
 

一、中国語の構文法 

項目１：中国語らしい会話の表し方 （能願動詞）    下記、 計７コマ 

講義内容：動作・行為の方向と結果を示す複合動詞(動詞+補語)について学習し、動詞の表現力をさらに広げていきます。また、意思、願

望､予想､禁止、可能､許可などの気持ちを表す方法を習い、中国語らしい表現を身つけます。 

項目２：文章の修飾                   下記、計 10 コマ 

A：強調文（近接未来・完了した状況の強調）    

B：名詞の修飾語                 

C：感嘆文、概数（概数の表し方）         

D：接続詞１（並列/比例/繰返の表し方）      

E：接続詞２（継続/反転/強調などの用法）     

F：複文（因果/連合/主従複文）          

G：その他（疑問の反復/二重否定/反語）      

講義内容(前年度引き続き)：応用力を向上するため、中国語の発想の基本的なものは何かを分析し、いくつかのパターン（並列・比例・繰

返・継続・反転・強調・因果・複文）にまとめ、それぞれに合う日本語の例文を示し、中国語への転換練習及び会話練習を行います。 

二、ファッション中国語 

項目：ファッション中国用語の習得と応用          下記、計 4 コマ 

A: 服飾関連用語、製造関連用語            参考資料（別途作成） 

B: 工場関連用語                参考資料（別途作成） 

講義内容：服飾関連用語・製造関連用語に関する中国語基本知識の習得を伴い、さらなる中国語で製造フローチャートの作成を練習します。 

三、日常会話 

項目：上手に発音できる方法の習得             下記、計 4 コマ 

A:問答式で会話を進めていきます。 

内訳：呼びかける・別れる時、気持ちを表す、返事をする・聞きなおす、洗顔･歯磨き、掃除・洗濯、買い物に行く、電話、会社・コンピ

ュータ使い、何時に帰る、お帰りなさい、夕食、お休みなさい等                  

B:自己紹介を通して、短文作成を練習します。 
 
評価方法・対象・比重 

授業内のミニテスト（グループ総合レポート提出 ３０％）；会話・発音レベルチェック（５０％）；授業出欠率（２０％） 
 
主要教材図書 前期「中国語入門」、後期「中国語応用」 鯵坂江理編集  

参考図書   「デイリーコンサイス中日辞典」 三省堂 杉本達夫他著、補足プリント（単語/構文サンプルなど） 

その他資料  「文法からの中国語入門」・「作文からの中国語入門」 光生館 香坂順一著、「トラベル中国語会話」 
 

記載者氏名   鰺坂 江理 
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科ｺｰﾄﾞ    12303 

科目ｺｰﾄﾞ 980030 

科  名 アパレル技術科３年 

科目名 特別講義Ⅲ 

単  位   ２単位 

授業期間 通年 
 
担当教員(代表)：齊田 信子 共同担当者：菅井 正子 

 

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） 

レギュラー授業で包括できない部分の専門関連、専門分野の知識習得を目的とする。 

実社会の動向、現状、情報、未来への展望や、様々な関わりに対処する為の考え方、アドバイスをファッション業界の講

師による講義を聞き知識を習得する。 
 

1. コンピュータワーク1  エクセル、操作説明と縫製仕様指図書作成 

             学内講師  飯塚 有葉氏 

2. 就職に向けてのデザイン画技法  早描き・彩色等就活に向けてのデザイン画技法 

               非常勤講師  岡本 あづさ氏 

3. コンピュータワーク2  イラストレーター操作説明と縫製仕様指図書作成 

               非常勤講師  加藤 正人氏 

4. トレンド解説  ‘18-‘19A/Wトレンド解説 

             学内講師  澤住 倫子氏 

5. 皮革業界の概要と製品企画・製造について  皮革に関する一般常識、革製品の企画・製造について 

                        藤田 晃成氏 

6. グレーディング   パンツ、ジャケット、ラグラン袖のグレーディング法 

                  担任（実習：CAD授業内） 

7. ユニフォームについて  ユニフォーム業界の現状と概要について 

                  ㈱エムシーアパレル  佐古 かがり氏 

8. メンズシャツパターンの考え方 メンズパターンとレディースパターンの比較（アイテムごと概要） 

                Ｐ，Ｍ，Ｔ パターンメーカー  立花 信茂氏 

9. 東京2020～スポーツウェアの商品企画～   スポーツウェア業界の商品企画から生産について 

                 デザインオフィス  羽田 武幸氏 

10. 特殊ウェア（ジーンズ）業界について  業界の現状と知識・技術 

             株式会社 エドウィン  野口 聡氏 

11. アパレル業界の現状  アパレル業界の業種・職種、ＯＥＭ、ＯＤＭについてと海外生産の現状 

             ㈱日本アパレルシステムサイエンス  中野 定寿氏 

12. 毛皮について  毛皮に関する一般常識、毛皮製品の企画・パターン・縫製知識 

                 梨本 チエ子氏 

13. トレンド解説  ‘19S/Sトレンド解説 

                         学内講師  澤住 倫子氏 

14. シャポー   シャポーの一般知識・テクニック解説、卒業制作に合わせた実物製作 

             担任 
 
評価方法・対象・比重    

履修認定(Ｐ表示)/評価基準：出欠席 
 
主要教材図書  
 なし 

参考図書 なし 

その他資料 プリント、参考作品 
 

記載者氏名 齊田 信子 
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科ｺｰﾄﾞ    12303 

科目ｺｰﾄﾞ 947300 

科  名 アパレル技術科３年 

科目名 コラボレーション c(自由選択) 

単  位   １単位 

授業期間 通年 
 
担当教員(代表)：齊田 信子 共同担当者：菅井正子 

 
 

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） 

アパレル企業からの提案を元に企画から完成まで行う。企業からの協力により製品作りを体験し、その経緯から実社会

での実務経験を体感する。レギュラー授業では学ぶことが出来ない経験を積む。 

  
   

ＰＥＥＫ-Ａ-ＢＯＯ(ヘアサロン)とのコラボレーション 

 
評価方法・対象・比重 

履修認定(Ｐ評価)/評価基準：作品納品 

 
 
主要教材図書   
 なし  

参考図書 なし 

その他資料 プリント、参考作品 
 

記載者氏名 齊田 信子 

 

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    12303 

科目ｺｰﾄﾞ 970000 

科  名 アパレル技術科３年 

科目名 卒業研究・創作 

単  位   ４単位 

授業期間 通年 
 
担当教員(代表)：齊田 信子 共同担当者：菅井 正子  

 
 

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） 

３年間の集大成として最終課題にふさわしいテーマを個々に設定し、オリジナル素材作りに始ま

り習得したテクニックを駆使し制作する。アクセサリーからヘア・メイク、などに至るまで総合

的にデザインを生かしてコーディネートし、卒業制作ショーで発表する。 
  
 

卒業制作 ６５コマ  テーマ決定・デザイン・ドラフティング（平面・立体）工業パターン・ 

実物製作・レポート 

 

① 導入 

② テーマ決定（デザイン発想） 

③ 各自テーマ研究発表・品評 

④ 型出し（平面、立体、トワル、実物） 

⑤ 試着補正 

⑥ パターン作成 

⑦ 縫製 

⑧ コーディネート 

⑨ 卒業制作ショー企画 

 

 
評価方法・対象・比重 

製作物・レポート・製作物80%・授業態度20% 

 
 
主要教材図書   
 なし 

参考図書 なし 

その他資料 プリント、参考作品 
 

記載者氏名 齊田 信子 

 

２０１８年度 カリキュラム科目概要 文化服装学院教務部 

 


