
 

 
 

科ｺｰﾄﾞ 12313 

科目ｺｰﾄﾞ 04451 

科  名 アパレル技術科 3年 生産システムコース 

科目名 パターンメーキングⅡＡⅡＢ 

単  位  10単位 

授業期間 前期・後期 
 
担当教員(代表)： 礒川 恭子 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） 

・工業パターン理論・平面作図・立体裁断の応用発展できる能力を養う。 

・素材と仕様の適合、カバー率、加縫性を考慮した生産性の高いパターンメーキング・縫製技術の習得を目指す。 

  
 

・ パターンメーキング ⅡA・ⅡB            前期 2・後期 2 単位 

・ パターンメーキング演習 工業パターン ⅡA・ⅡB   前期 2・後期 2 単位 

・ パターンメーキング演習 ソーイング Ⅱ           通年 2 単位 

 

１．原型 （前期） 

タイト原型からブランド原型への展開 

タイト原型を利用したジャケットドラフティング 

２．コート（バザー）（前期） 

量産技術実習・ＣＡＤパターンメーキング各教科と連携した、文化祭バザーコートのグループ製作 

分業生産に必要な各種帳票類の作成－コンピュータワーク（生産管理）と連携 

３．ジャケット （前期） 

市場を意識した各自企画デザインによるジャケットの作成 

４面構成ジャケットドラフティング ・３面構成ジャケットドレーピング  

４．パンツ （後期） 

市場を意識した各自企画デザインによるパンツの作成 

パンツ原型からの平面展開 

５．コート （後期） 

市場を意識した各自企画デザインによるコートの作成 

ラグランスリーブコートドラフティング 

 
評価方法・対象・比重 

・パターンメーキング          ：実技試験 提出物 

・パターンメーキング演習 工業パターン ：実技試験 提出物 

・パターンメーキング演習 ソーイング  ：課題提出物  
 
主要教材図書 

服飾造形講座 アパレル生産講座「工業パターンメーキング」 

参考図書  

その他資料  
 

記載者氏名 礒川 恭子 
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科ｺｰﾄﾞ 12313 

科目ｺｰﾄﾞ 08900 

科  名 アパレル技術科 3年 生産システムコース 

科目名 生産実習 

単  位  1単位 

授業期間 後期 
 
担当教員(代表)： 礒川 恭子 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） 

・工業生産に用いられる設備機器の取り扱いと特性を理解する 

・品質の向上と縫製効率を考慮した生産現場（工場・アトリエ・FISMAなど）に触れる 

  
 

１．生産機器基本操作（2 ｺﾏ） 

生産現場で使用される特殊ミシン、生産機器について基本的な操作と使用法について理解する 

 

２.辻洋装店 アトリエ見学（2 ｺﾏ） 

 

３.ＪＵＫＩソーイングセンター見学（2 ｺﾏ） 

 

４.アタッチメント作製（4 ｺﾏ） 

品質を安定させるための機具（アタッチメント）をプラスチック板で作成 

 

５.ＦＩＳＭＡ見学（2 ｺﾏ） 

  業界で開かれる最新機器展「ＦＩＳＭＡ」でＣＡＤ・ＣＡＭ・特殊ミシンに触れる 

 

６.部分縫い 

  見返し裾裏始末 数種 

 

 

 

 
評価方法・対象・比重 

 

出席率・見学後のレポート 

課題提出物（部分縫い・工程分析・作業標準） 

 
主要教材図書 

なし 

参考図書 なし 

その他資料 なし 
 

記載者氏名 礒川 恭子 
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科ｺｰﾄﾞ  12313      科   名アパレル技術科生産システム ３年 

科目ｺｰﾄ  17400     科目名 ニット生産実習 

単  位  

授業期間 2015.4,8～2015.1.27 
 

担当教員(代表)：西川 真令 共同担当者： 

 

教育目標・レベル設定など 

丸編みカットソーの縫製の基礎的知識と応用 美しいシルエットを作る立体パターンの理解 

と企業パターンの実践指導。 

 
 

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、 

講義と実習内容 

横編み 縦編み 丸編みのニットジャージー素材の基礎知識と各種ミシンの縫製技術の理解

と習得。 

カットソー丸編み概論・・・丸編みを中心にしたニット素材のパターン製作と基本的知識の

取得。 

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 

立体パターンの基本知識・・・バスト分量のダーツを前身頃に分散してダーツ無しのパターンの習得 

と 身頃裾を水平にしたボーダー柄や編み立てリブニットに適した

工業パターンの習得と高級感のある縫い方指導をもって教える。 

針を使わないで縫い上げる・・工場管理のマチ針無しで縫い上げる縫製指導 

将来を見据えたインクジェットプリントのカットソー・・・ＰＣが出来る企画の育成 

アウター、インナー、スポーツウェアー、水着など就職拡大・・・カットソーの広がりから下着やス

ポーツウェアーにも関心を持たせ 製品作りで自信を持たせ就職先

を広げるようにする。 

各種素材の違うデザイン適用・・・・・伸びの少ない天竺タイプのゆとりのあるパターン、次に収縮

が大きいベアニットやフライス、テレコタイプの細身パターンの作り

方を 異なった素材の応用で 製品の縫製をしながら理解をさせる 

              カットソーのパターン縫代の付け方も理解させる ハイレベルな縫

製技術を理解させ、検針意識を持たせた商品作りを年間通し教える。 

 

立体裁断から     

１回目綿フライスＷ付けＶ衿・・美しいシルエットの立体裁断カットソー服作り Ｗ付けのＶ衿とバ

インダー・ランニング 縫製の応用として２，３本針両振りミシンや

各種バインダー、ロック引き（天地）縫い方の取得、 

２回目丸首Ｔシャツ・・・・天竺素材で既製服のゆとりがあるパターン作りと 各種ミシンの体得か

らオーバーロック 天地 ２本針振りミシン バインダーの使用で基

本 T シャツの理解 

             デザイン T シャツの基礎となるパターン作りであり、縫製の基礎知識も
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ある。 

 

３回目オープンファスナー付けと裏毛パーカー・インクジェットプリント・・・・人気のある裏毛パ

ーカー、企業就職を考えインクジェットや転写プリントの実践習

得  、裏毛とリブ使いの理解とフード、ポケット、オープンファス

ナー使いの縫製技術、インクジェットプリント体験をしながらパター

ン・縫製と製品作り 

 

 

４回目製品染めポロシャツ・・ポロ衿の編み立てリブと 綿糸縫いの後染め加工の製品作りを実習、

男・女前立ての作り方、スリット等体得、ニット用釦ホール、ポロ

シ ャ ツ の 製 品 染 め は 授 業 に て 染 色 。           

 

               

           

1 年間の授業内容は アパレルに就職して即戦力として使えるように 企画、パターン、縫製技術の

豊富な知識を教えること。 

 

評価方法・対象・比重 

実技評価 Ｓ Ａ Ｂ Ｃ 

 
主要教材図書 

マダムフィガロ マリークレール、ボーグ、マイコレクションの幾多サンプル 

参考図書 

その他資料  パリコレや東京コレクションで製品縫製した素材 やサンプルを参考見本とする 
 

記載者書名欄 

 



 

 
 

科ｺｰﾄﾞ 12313     科   名  アパレル技術科・生産システムコース 3年 

科目ｺｰド 43120    科目名   ＣＡＤパターンメーキングⅡ 

単  位 2 

授業期間 通年 
 

担当教員(代表)： 勝見 清 共同担当者： 

 

教育目標・レベル設定など 

CADパターンメーキングの概要を理解する。 

アパレル CADパターンメーキングの概要の理解と基本的操作の修得。 

簡単なアイテムを CADでパターンメーキング出来る事を目標とする。 
 

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、 

他科目との関連性、使用パソコンソフト名・ボディ種類、見学先など 

使用機種 

 東レ・クレアコンポ（パソコン） パターンマジック 

授業内容 

 ● CADパターンメーキングの特徴（講議） 

  立体及び平面作図などの手作業のパターンメーキングと CADパターンメーキングの差異を理解する 

  アパレルの今後のパターンメーキングの方向について 

 

 ● CADパターンメーキングの基本操作の説明と実習 

  各コマンドの内容及び特徴の説明 

  自由にオペレーションして CADの操作に慣れる  

 

 ● アイテム別に、CADパターンメーキングを演習（以下のアイテムで講議及び実習） 

 

 1. コートの CADパターンメーキング 

 

 2. パンツの CADパターンメーキング 

 

3. スカートの CADパターンメーキング 

 

4. シャツの CADパターンメーキング 

 

● 自分で考えて、自分で操作出来る主体性の有る能力を追求する為に、自由作品を作成する 

 

● その他、パターンメーキングの授業との連携（コラボレーション） 

 

評価方法・対象・比重 

        試験（実技）  授業内の制作物提出     実習の早さと正確さ＞授業態度＞出席数＞情熱＞興味 

 
主要教材図書 
 

参考図書 

その他資料 
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科ｺｰﾄﾞ 12313   科   名  アパレル技術科・生産システムコース 3年 

科目ｺｰﾄ 43300  科目名   ＣＡＤグレーディング 

単  位 2 

授業期間 通年 
 

担当教員(代表)： 勝見 清 共同担当者： 

 

教育目標・レベル設定など 

グレーディングの考え方を理解する。 

アパレル CADグレーディングの概要の理解と基本的操作の修得。 

簡単なアイテムを CADグレーディング出来るレベルまでを目標とする。 
 

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、 

他科目との関連性、使用パソコンソフト名・ボディ種類、見学先など 

使用機種 

 東レ・クレアコンポ（パソコン） グレーディングマジック 

授業内容 

 ● グレーディングの考え方（講議） 

  体型と体格の意味、及びそれらの分布と JISのサイズ表示ついて 

  アパレル企業の考えるグレーディングについて （MD、デザイナー、パタンナーの見解とは） 

        ● ハンドグレーディングの実習、及びＣＡＤグレーディングとの相関性 

 ● アパレル CADグレーディングの概要（講議） 

  東レのグレーディング方式について 

  グレーディングルールの種類と内容 

  サイズピッチコード、特別ピッチ、代表縫代幅等について 

 ● CAD操作（以下のアイテムで講議及び実習） 

 1. スカートの CADグレーディング 

  タイトとフレアースカートの違いと特別ルールの関係 

 2. ブラウスの CADグレーディング 

  脇線、切替線、及び袖口の動き 

  アームホールと袖山等の長さ管理について 

 3. パンツ・キュロットの CAD グレーディング 

  パンツとキュロットのグレーディングの違い 

 4. ジャケットの CADグレーディング 

  アームホールの要の点とニ枚袖の袖山の動きの関係 （アームホール 4分割の長さ管理） 

  アームホールのノッチと袖のノッチの関係 （マイナーノッチと GP ノッチの意味） 

  ヘムの動きについて （先行ポイントとフレアーA・フレアーBについて） 

  切替線の動きについて （プリンセス、パネルライン等） 

 

評価方法・対象・比重 

        試験（実技・筆記）  授業内の実習データ提出      実習の早さと正確さ＞授業態度＞出席数＞情熱＞興味 

 
主要教材図書 
 

参考図書 

その他資料 
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科ｺｰﾄﾞ 12313 

科目ｺｰﾄﾞ 08020 

科  名 アパレル技術科 3年 生産システムコース 

科目名 量産技術実習 Ⅱ 

単  位  2単位 

授業期間 通年 
 
担当教員(代表)： 礒川 恭子 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） 

・生産プロセス（企画デザイン～パターンメーキング～生産準備工程～縫製まで）の実務を通し、生産管理各論で学んだ理論

の理解を深める。また原価・品質・納期・数量の管理を行い、製品の販売までを実践する 

  
 

 

1. グループ編成 デザイン決定 役割分担 タイムテーブル作成 

2. パターンメーキング （ＣＡＤパターンメーキングの授業と連携して行う） 

3. パターン・トワルチェック （パターンメーキングの授業と連携して行う） 

4. 工業パターン作成 

5. 生産指示書類作成 （コンピュータワークの授業と連携して行う） 

6. サンプル裁断・縫製 

7. サンプルチェック 仕様決定               （1～7まで 7 ｺﾏ） 

8. 縫製準備工程 マーキング                （1 ｺﾏ） 

          量産裁断・芯貼り・仕分け         （2 ｺﾏ） 

9. 量産前ミーティング                   （1 ｺﾏ） 

10. 縫製実習                        （14 ｺﾏ） 

11. 完成品の点検及び直し 反省会              （2 ｺﾏ） 

 
評価方法・対象・比重 

 

品質・規格・数量を守り納期内に製品を提出できること 出席状況 

 
主要教材図書  なし 
 

参考図書  なし 

その他資料 生産指示書（学生作成） 
 

記載者氏名 礒川 恭子 
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科ｺｰﾄﾞ 12313,12303 

科目ｺｰﾄﾞ 46300 

科  名 アパレル技術科 3年、 生産システムコース 

科目名 縫製研究 

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 見返し縫製 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    
 なし 

参考図書 なし 

その他資料 ジャケットパターン 
 

記載者氏名 岩井 一仁 
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科ｺｰﾄﾞ  12313 

科目ｺｰﾄﾞ 46310 

科  名 アパレル技術科 生産システムコース３年 

科目名 企画・デザイン研究（選択） 

単  位 １ 

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・４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 

 

 
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 12313 

科目ｺｰﾄﾞ 46320 

科  名 アパレル技術科３年、 生産システムコース 

科目名 工場生産研究 

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：  

 
 

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） 

縫製工場の生産方法及び工程を理解させる。 

そのうえで、さらに良い品質の製品作りを図れる能力を取得させる。 

  

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  

2   〃 17  

3 部分縫い（ミシンの扱い方、異素材の縫合 など） 18  

4   〃 19  

5 ジャケットの縫製（テープ貼り、縫い代始末、くせとり） 20  

6   〃 21  

7 ジャケットの縫製（ポケット作成、パネル接ぎ） 22  

8   〃 23  

9 ジャケットの縫製（袖縫い、衿縫い） 24  

10   〃 25  

11 ジャケットの縫製（見返し入れ） 26  

12   〃 27  

13 ジャケットの縫製（袖付け、まとめ） 28  

14   〃 29  

15  30  

 
評価方法・対象・比重 

  出欠席、提出物 

 
 
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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科コード １２３１３ 

科目コード４２８００ 

科 名 アパレル技術科３年生産システムコース 

科目名 生産管理各論 製品企画 

単  位   １ 

授業期間 前期     
 

担当教員(代表)： 三浦 豊 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   アパレルメーカーの・設計・生産部門業務となる製品企画プロセスを考察し、技術系専門職の責務と 

       その専門力を修得させる 

レベル設定  工業製品の産出過程を専門的に捉えず、一般論として学生が受け入れられ理解出来る講義内容を設定 

        
  

コマ 内 容 コマ 内 容 

1  ・アパレルメーカーの３機能・商品企画部・生産部・営業販売部 16  

  以下 アパレル製品企画（文化服装学院編 アパレル生産講座） 17  

 ２ １章 市場とＭＤ像 ＭＤに関係する生産技術系職種と業務 18  

３ ２章 商品企画実務・前年同期分析・顧客ターゲット・営業サイクル 19  

 ４ ２章 商品企画実務・ファッション情報・マーケットイン・プロダクトアウト 20  

 ５ ２章 商品企画実務・マーケティング・４ｐ活動（価格 製品 広告 小売販売） 21  

６ ２章 商品企画実務・商品構成と生産数量・素材情報・原価計算  22  

７ ２章 商品企画実務・材料計画・生地データ・仕入れ・展示会 23  

８ ２章 商品企画実務・販売計画・販売会議・販売予算・生産計画 24  

９ ３章 品質設定・総合品質・企画品質・設計品質・製造品質・顧客品質 25  

1０ ４章 製品の調達方法・調達概要・自社・下請け・委託・製品仕入れ 26  

1１ ５章 公的ルール・家庭用品品質表示法・組成・原産国表示法 27  

1２ ５章 公的ルール・知的所有権・特許権・商標権・意匠権 28  

13 ５章 公的ルール・日本工業規格・製造物責任法・ＩＳＯ 29  

  30  

 
評価方法・対象・比重 

 １試験 ホームワークレポート 課題１ＳＰＡ  課題２オーガニックコットン  ２授業姿勢  ３出席時間数  ４他 

 
 
主要教材図書  アパレル製品企画（文化服装学院編） 

参考図書   ・商品学読本 水野良象著（東洋経済新聞社） ・生産マネジメントＩ 藤本隆弘著（日本経済新聞社） 

 
 

記載者氏名  三浦 豊 
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科ｺｰﾄﾞ 12313      科 名アパレル技術科生産システムコース３年 

科目ｺｰﾄﾞ 42500          科目名 生産管理各論 生産企画 

単  位 ２ 

授業期間 通年 
 

担当教員(代表)： 渡井 邦重 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。） 

アパレル産業の生産プロセスの内、メーカーにおける生産関連業務の専門知識を習得することを目的とする。 

授業内容はアパレル生産担当者の業務範囲を業界関連図から読み解き、それぞれの分野で発生する各種管理活動について品

質（Q）・原価（C）・納期（D）それぞれの観点から体系的に学習する。海外生産の拡大から多様化する生産の現状を理解し、 

今後のアパレル生産の行方を考慮の上、各自でアパレル製品の生産企画を立案し発表する。 
 

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 
 

  １、ガイダンス       （１） 

生産管理者の役割 生産管理と生産企画の違い  

 ２、生産の形態       （４） 

アパレルメーカー・縫製工場それぞれの業務の流れと管理 

生産管理業務の概要と業務の流れ 

    委託生産とＯＥＭ/ＯＤＭの違い 商社の役割 

 ３、生産前準備の実務と管理 （４） 

生産計画と損益分岐点 資材発注 

工場編成と外注管理  工賃設定 

４、生産実行時の実務と管理 （３） 

指図書発行 

    納期管理 物流管理 

 ５、生産後処理の実務と管理 （４） 

検査・検品と倉庫業務 

減増産処理と原価管理及び原価計算 

販売価格と原価の関係 

 ６、生産企画        （３） 

    生産企画書の作成と発表 

 ７、海外生産の基礎知識   （２） 

    アパレル貿易とは 

    世界のアパレル生産拠点 日本の輸出入の現状 

 ８、財務の基礎知識     （２） 

    財務諸表とは アパレル企業の財務分析の実例 

 ９、グループ討議      （２） 

    アパレル生産の問題点を協議し、発表する 

 １０、今後の生産管理とは  （１） 
 

評価方法・対象・比重 

出席率・提出物（20%） ＋ プレゼンテーション（20%） + 筆記試験（60%） 

 
主要教材図書 

文化ファッション大系 アパレル生産講座⑪アパレル生産企画 

参考図書 

 

その他資料 適宜プリント配布 
 

記載者書名欄 渡井 邦重 
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科ｺｰﾄﾞ 12313 

科目ｺｰﾄﾞ 42600 

科  名 アパレル技術科 生産システムコース 

科目名 生産管理各論 製造企画 

単  位   ２単位 

授業期間 （    ） 
 

担当教員(代表)：知久幹夫 共同担当者：  

 
 

概要 

アパレル製造はグローバルサプライチェーンの中で各国地域がその工程を担っている。日本の生産も 97%が海外

となっているが、この現状を把握し、各国・地域の状況に応じて必要とされるアパレル製造の機能・企画を理解

する。 
  

コマ 内 容 コマ 内 容 

1 アパレル消費市場の現状と背景 16 縫製の生産性向上のための稼働分析手法 

2 繊維アパレル産業の製造に関し、発展過程 17 FISMA展において最新の縫製設備やCADを見る 

3 日本の繊維アパレル産業に関し、戦後の推移 18 FISMA展において最新の縫製設備やCADを見る 

4 アパレル製造企業の実情 19 縫製作業の標準時間とPTS法 

5 東南アジアを中心にアパレル生産地域の実態 20 モジュール生産方式の基本設計 

6 人体計測とサイズ規格 21 モジュール生産方式によるレイアウト設計 

7 アパレル設計製造過程と日本の産業構造の課題 22 多品種少量生産での生産と品質の課題 

8 ミシンなどアパレル製造設備 23 アイテムや生産ロットに対応した縫製の生産方式 

9 電源、エアなどアパレル製造に必要なユーティリティー 24 検査および縫製過程での品質管理 

10 縫製作業合理化のためのアタッチメント 25 設計部門での品質管理 

11 素材や縫製過程で発生する不良 26 日程計画と進度管理 

12 縫製部門の生産方式 27  

13 生産向上のための管理改善の考え方 28  

14 縫製の生産性向上のための稼働研究 29  

15 縫製の生産性向上のための工程分析手法 30  

 
評価方法・対象・比重 

出欠席 １０％  授業態度１０％  ミニテスト・提出物２０％  中間考査・期末考査６０％で総合的に評価 

 
 
主要教材図書  配付資料 

参考図書 文化服装学院編 アパレル製造企画 

その他資料 実習資料 
 

記載者氏名 知久幹夫 
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科ｺｰﾄﾞ 12313   

科目ｺｰﾄﾞ 42700 

科  名 アパレル技術科 3年、 生産システムコース 

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)：大久保 愛二 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） 

感性、コスト、納期などと品質とのバランスのとれたアパレル製品を生産するために必要な品質管理について、アパレル素

材・製品や品質管理の基本的な知識及びさまざまなクレーム事例の考察などを通して学ぶ。 

  

   

１．ガイダンス          授業概要を知る 

   （1回）            品質とは何か  社会問題化する品質トラブル 

                   アパレル製品の品質とアパレル業界の構造・輸入の現状 

２．品質管理とクレーム      品質管理の基本を知る 

   （１回）            品質管理の発展の経過    管理のサイクルと標準化 

                   品質管理の七つ道具     パレート図・特性要因図とクレーム 

                   ＩＳＯ９０００の概念                         ３．

アパレル生産と        生産の各部門における品質管理を知る 

   現場の品質管理         企画、設計、製造外注、検査・物流、消費者窓口の品質管理 

    (1回)            指図書・仕様書   工場調査の方法   安全管理(針管理) 

４．繊維の種類と性質       繊維素材の知識を深める  

    (1回)            天然繊維の種類と特徴   化学繊維の種類と特徴 

                   糸の種類と混紡品の性質                                           

５．テキスタイルの基礎と     テキスタイル素材の知識を深め、評価方法を知る 

    評価             織物と編物   染色（浸染と捺染)   色彩の基礎   特殊加工 

    (3回)            外観評価(検反)と性能評価(試験)   各種試験機と測定  

                   ＪＩＳによる染色堅牢度の基準   テキスタイルの品質基準 

６．アパレル製品の検査・     アパレル製品の検査・評価方法を知り、品質表示などの知識を深める 

    評価と表示等         検査(検品)の方法   検査の基本と着眼点   商品グレード別基準 

    (2回)             縫製基準   アパレル製品の品質基準   家庭用品品質表示法 

                   ＩＳＯケアラベル   不当表示防止法   ＰＬ法   サイズ表示 

７．アパレル製品の取扱い     取扱い、保証、クレームに関する知識を深める 

   及び保証とクレーム       家庭洗濯と洗浄のプロセス   商業クリーニング 

    (2回)            保管とかび・虫害   保証とクレーム   原因究明とクレーム処理 

                   取扱いに関するクレーム事例の検討 

８．品質管理の手法と品質     品質管理の手法とＩＳＯ９０００の知識を深める 

   マネジメントシステム      統計的品質管理の基礎   品質管理活動   ＩＳＯとは何か 

    （1回）           品質マネジメントシステム（ＩＳＯ９０００）の基礎知識                            

９．クレーム事例解説       クレーム事例を通して未然防止の方法を知る 

    （1回）           様々な原因によるクレーム事例の検討   未然防止と品質管理 

                                                     
 
評価方法・対象・比重 

期末試験 

 

２０１５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   
  文化ファッション体系  アパレル生産講座⑬ アパレル品質管理  

参考図書 なし 

その他資料 プリント 
 

記載者氏名 大久保 愛二 

 

 

 
 

科ｺｰﾄﾞ  12313 

科目ｺｰﾄﾞ 42700 

科  名 アパレル技術科３年・生産システムコース 

科目名 生産管理各論 品質管理 

単  位 １ 

授業期間 後期 

 

担当教員(代表)：大久保愛二 共同担当者： 

 

教育目標・レベル設定など 

 感性、コスト、納期などと品質とのバランスのとれたアパレル製品を生産するために必要な品質管理について、アパレル

素材・製品や品質管理の基本的な知識及びさまざまなクレーム事例の考察などを通して学ぶ。 

 

授業概要＝テーマ(大・中・小項目)、方法：講義 

 

 

１．ガイダンス          授業概要を知る 

   （1回）            品質とは何か  社会問題化する品質トラブル 

                   アパレル製品の品質とアパレル業界の構造・輸入の現状 

２．品質管理とクレーム      品質管理の基本を知る 

    (1回)             品質管理の発展の経過    管理のサイクルと標準化 

                   品質管理の七つ道具     パレート図・特性要因図とクレーム 

                   ＴＥＳ（繊維製品品質管理士）について  ＩＳＯ９０００の概念                         

３．アパレル生産と        生産の各部門における品質管理を知る 

   現場の品質管理         企画、設計、製造外注、検査・物流、消費者窓口の品質管理 

    (1回)            指図書・仕様書   工場調査の方法   安全管理(針管理) 

４．繊維の種類と性質       繊維素材の知識を深める  

    (1回)            天然繊維の種類と特徴   化学繊維の種類と特徴 

                   異形断面繊維  糸の種類と混紡品の性質                                           

５.６.７.８.テキスタイルの基礎   テキスタイル素材の知識を深め、評価方法を知る 

    と評価            織物と編物  織物・編物の名称とタイプチャート  染色（染料と顔料、 

(4回)            浸染と捺染)   色彩の基礎   特殊加工    外観評価(検反)と 

性能評価(試験)  各種試験機と測定  ＪＩＳによる染色堅牢度の基準 

テキスタイルの品質基準 

９．１０.アパレル製品の検査・   アパレル製品の検査・評価方法を知り、品質表示などの知識を深める 

    評価と表示等         検査(検品)の方法   検査の基本と着眼点   商品グレード別基準 

    (2回)             縫製基準   アパレル製品の品質基準   家庭用品品質表示法 

                   ＩＳＯケアラベル   不当表示防止法   ＰＬ法   サイズ表示 

１１.１２.アパレル製品の取扱    取扱い、保証、クレームに関する知識を深める 

    い及び保証とクレーム     家庭洗濯と洗浄のプロセス   商業クリーニング 

    (2回)            保管とかび・虫害   保証とクレーム   原因究明とクレーム処理 

２０１５年度 カリキュラム科目概要 文化服装学院教務部 



                   取扱いに関するクレーム事例の検討 

１３．品質管理の手法と品質     品質管理の手法とＩＳＯ９０００の知識を深める 

   マネジメントシステム      統計的品質管理の基礎   品質管理活動   ＩＳＯとは何か 

    （1回）           品質マネジメントシステム（ＩＳＯ９０００）の基礎知識                             

                

 

評価方法・対象・比重 

期末試験  
 
主要教材図書 
      文化服装学院編「アパレル品質論」   

参考図書  

その他資料 
配布プリント 

 

記載者署名欄 

 



 

 
 

科ｺｰﾄﾞ  12313 

科目ｺｰﾄﾞ 56700 

科  名 ｱﾊﾟﾚﾙ技術科 3年 生産システムコース 

科目名 コンピュータワーク（生産管理） 

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：  

 
 

概要 

応用的なアパレル CADの使用方法と、アパレル CADを中心とした様々なソフトウェアを活用し、生産に必要な帳票作りを身に

付けることを目標とする。同じ帳票類を様々な方法で作成することにより、ソフトウェアのメリット、デメリットを認識する。

3次元仮想ボディデータ作成や、仮想着装シミュレーションなど最先端の CADオペレーションを体験する。 
  

使用ソフト：東レ ACS株式会社製クレアコンポシリーズ（ﾊﾟﾀｰﾝﾏｼﾞｯｸ、ﾏｰｶｰﾏｼﾞｯｸ、ｻｲﾌｫｰﾑﾏｼﾞｯｸ）、 

マイクロソフト（エクセル）、adobe（Illustrator） 

 

Ⅰ.CADに関連付けたコンピュータとの付き合い方（1コマ） 

① CADの活用方法 

② ファイルの関連性 

Ⅱ.CADによる製品図作成（1コマ） 

① レイヤ設定について 

② 製品図作成 

Ⅲ. CADによる縫製仕様書作成（1コマ） 

① 生地スワッチのスキャナ入力 

② 縫製仕様書作成 

Ⅳ.エクセルによる縫製仕様書フォーマット作成（2コマ） 

① エクセルの使用方法 

② 基本枠の作成 

③ 入力規則の使用方法 

Ⅴ.サイフォームマジックによる縫製仕様書作成（1コマ） 

① パターンマジックによる作成データの準備 

② サイフォームマジックによる縫製仕様書作成 

Ⅵ.CADによる工程分析表作成（2コマ） 

① グリッド機能、スタンプ機能の説明 

② コート工程分析表作成 

Ⅶ.作業標準書作成（1コマ） 

① スタンプの編集 

② 縫製図の表現 

Ⅸ.バザーコート作業標準書作成（3コマ） 

① 今後の CAD環境について 

② 3次元仮想ボディ作成と、仮想着装 

 
 

評価方法・対象・比重 

評価方法：提出物（製品図データ、バザー帳票類データ） 

評価比重：提出物7割 平常点3割 
 
主要教材図書                   
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参考図書  

その他資料  
 

記載者氏名 宮澤 国博 

 



 

 
 

科コード  12313 科 名 アパレル技術科  3 年 生産システム 

科目コード 56730 科目名 コンピュータワーク（生産企画） 

単  位 2 

授業期間 通年 
 

担当教員(代表)：西村 元良  共同担当者： 

       
 

教育目標・レベル設定など 

様々な目的・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、かつクオリティーを高めることを目的とす

る。 

他学科の課題制作が自由に行えるように内容を構成し基礎を固めていく。 

 ドロー系ソフト/Illustratorの基礎 

 ビジネスソフト/Excel・PowerPointの基本操作 
 

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、 

 

授業は全て講義・実操作で行い、実習練習時間を設けることで個々の不明点をフォローしていく 

 

 表計算（Excel・Microsoft社製）・２コマ 

…… ビジネス現場では必須となる数式・表作成・グラフ作成を中心に基礎確認と習得 

①基礎確認 ②四則演算・SUM・AVERAGE関数 ③表の書式設定と罫線 ④絶対参照 ⑤グラフ作成 ⑥印刷 

⑦実力確認問題 

 プレゼンテーション作成（PowerPoint・Microsoft社製）・３コマ 

…… プレゼンテーション作成ソフトの基本操作を習得する 

①基礎確認 ②スライドの作成 ③画像の利用 ④アニメーション・画面切り替えの設定 ⑤印刷 

 Draw系 CG（Illustrator/Adobe社製）・２１コマ 

…… 基本操作、製品図や企画書を作成していく上で必要となる機能・操作を習得 

①ツールの切替え・選択の方法 ②図形・線の描画 ③文字の入力 ④習得状況の確認ミニテスト 

制作物：表計算・プレゼンデーター・ファッショントレンドマップ 

コマ数：２６コマ 

他科目との関連性：デザイン展開・レイアウトの効率化・データの共有化 

使用ソフト名：Adobe社 Illustrator/Photoshop 

      Microsoft社 Excel/PowerPoint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

評価方法・対象・比重 

課題制作物、出欠日数で 5（課題制作物）：5（出欠日数）の比重で行う総合評価 

 
主要教材図書 

事前に準備した Dataの配布資料 

参考図書    特にありません 

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） 
 

記載者署名欄 
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科ｺｰﾄﾞ  12313 科  名 アパレル技術科 生産システムコース３年 

科目ｺｰﾄﾞ  65801 科目名 アパレル貿易実務 

単  位 １ 

授業期間 後期 
 

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 

・アパレル生産、特に海外との取引事情、流通や貿易の流れ、それに付随する経済・社会情勢などの環境についての概略

を理解する。 

・アパレルメーカーのスタッフとして業務遂行可能な貿易実務の基礎知識を習得し、関連用語を理解する。 
 

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 
 

 

１．海外生産の重要性 （講義 ２コマ） 

  ・日本の衣料品生産と輸出入の推移  

  ・繊維製品の主要国別輸入の推移 

２．貿易取引実務について （講義 ８コマ） 

  ・貿易の仕組みと流れ 

  ・信用状の基礎知識 

  ・海上貨物保険・貿易保険 

  ・代金決済 

  ・輸出実務 

  ・輸入実務 

３．海外流通事情について （講義 ４コマ） 

  ・外国為替相場 

  ・先物予約 

  ・アパレル貿易・生産の現状 

 

評価方法・対象・比重    出席による評価 

 課題提出物 なし  

 
主要教材図書  なし 
 

参考図書  なし 

その他資料  私製資料配布 
 

記載者書名欄  

 

２０１５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  90020 

科  名 アパレル技術３年生産システムコース 

科目名 英会話 II 

単  位 2 

授業期間 通年 
 

担当教員(代表)：James Knight 共同担当者：薩田 須美子 

 

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 オリエンテーション 

2 ファッションショウ、文化の卒業生 

3 衣類・アクセサリー・食べ物 

4 布地の選択 

5 デザイン・スタイル・布地の比較 

6 
人物・土地・ファッション業界を説明す

る 

7 道案内の仕方 

8 

人物の行動を説明する 

9 

10 

過去のファッション流行の説明 

11 

12 過去形の運用 

13 まとめ 

14 

経験のある事ないことを話す 

15 

16 人物描写（１） 

17 ハロウィーン 

18 
過去形、形容詞の総復習 

19 人物描写（２） 

20 感謝祭 

21 
アイテム、色、柄、素材、スタイルなどを

表現する文型、語彙の再確認 

22 

23 
クリスマス 

24 年頭の誓い 

25 
各自の卒業制作の作品を英語で説明

する。 
26 

    

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・参考図書・その他資料等 

      担当教員の準備する配布物 

   

記載者署名欄   薩田 須美子 
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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  12313 

科目ｺｰﾄﾞ 90720 

科  名 アパレル技術科生産システムコース３年 

科目名 フランス語Ⅱ 

単  位  2 単位 

授業期間 （  通年  ） 
 

担当教員(代表) 遠藤かおり 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） 

 

フランス語の文法の仕組みを理解し、正しい発音で簡単な会話を自発的にできるようになることを目指す。 

終了時に仏検５級合格レベルを目指す。また、フランス映画や詩の音読によりフランス文化親しむ。 
  

コマ 内 容 コマ 内 容 

1 前年度のまとめ復習 16    今何時ですか？時間の表現 （２） 

2 前年度のまとめと復習 17  どんな天気？天気の表現と形容詞 

3 フランス語で自己紹介する 18  私は～をする予定です。近未来の表現 （１） 

4 私は～を着ています。服飾関係の単語 （１） 19  私は～をする予定です。近未来の表現 （2） 

5 私は～を着ています。服飾関係の単語   （２） 20  私は～をしたばかりです。近過去の表現（１） 

6 私は～に行く。不規則動詞の活用     （1） 21  私は～をしたばかりです。近過去の表現（２） 

7 私は～に行く。不規則動詞の活用   （２） 22  私は～ができる。～をしなければならない。 

  ＰＯＵＶＯＩＲとＶＯＵＬＯＩＲ（１） 

8 週末は何をする？不規則動詞の活用  （３） 23  私は～ができる。～をしなければならない。  

   ＰＯＵＶＯＩＲとＶＯＵＬＯＩＲ（2） 

9 私は～をしたい、なりたいです。願望を伝える 24    ２年間まとめ（1） 

   仏検の問題を解いてみる 

10 前期のまとめ 25  ２年間のまとめ（２） 

   仏検の問題を解いてみる 

11 前期のまとめと小テスト 26    まとめの小テスト 

12 前期の復習 27  

13 家族や友達について話す。所有形容詞 28  

14 家族や友達について話す。所有形容詞 29     

15 今何時ですか？時間の表現      （１） 30  

 
評価方法・対象・比重 

出席と授業態度５０％  小テスト５０％ 
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主要教材図書 ＥＮ ＳＣＥＮＥ（ＳＡＮＳＨＵＳＨＡ）、プリント             

参考図書 パスポート初級仏和辞典（白水社） 

その他資料  
 

記載者氏名 遠藤かおり 

 



 

 
 

科ｺｰﾄﾞ  12303 

科目ｺｰﾄﾞ 90820 

科  名 アパレル技術科・生産技術コース 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：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 6コマ 

A: 服飾関連用語               参考資料（別途作成） 

B: 製造関連用語                参考資料（別途作成） 

C: 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 10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                   

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  「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 12313 

科目ｺｰﾄﾞ 98130 

科  名 アパレル技術科 3年 生産システムコース 

科目名 特別講義 Ⅲ 

単  位  1単位 

授業期間 通年 
 
担当教員(代表)： 礒川 恭子 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） 

・アパレルの生産プロセス全般についてさらに専門知識を深める 

  
 

１． 「アパレル業界の現状」 〈2 ｺﾏ〉 

   山﨑 隆史 氏  株式会社アパレルテクニカルラボラトリー 代表取締役  

２． 「セルフプロデュース論」 （1 ｺﾏ） 

Ａｏｉ 氏  インプレッションスタイリスト ＡｏＳｔａ代表 

３． 「ユニホームについて」 （2 ｺﾏ）  

   佐古 かがり 氏  エムシーアパレル株式会社 

４． 「素材による染色特性について～ポロシャツの染色」 （2 ｺﾏ） 

   篠原 幸子 氏  文化服装学院 専任教授 

５． 「アクション系舞台・衣装製作の世界」 （1 ｺﾏ） 

渡邊 礼子 氏 

６． 「既製服のプリント加工について」 （1 ｺﾏ） 

飯塚 有葉 氏  文化服装学院 専任講師 

７． 「日本のものづくりの現状と未来」 （1 ｺﾏ） 

辻 庸介 氏   辻洋装店代表 

８． 「海外生産の生産管理について」 （1 ｺﾏ） 

植井 勇二 氏 （株）東レインターナショナル 

９． 「アパレル業界のあれこれ」 （1 ｺﾏ） 

小林 資幸 氏  PHINGERIN デザイナー 

１０.「業界で働くために必要な知識や心構え」  (1 ｺﾏ) 

繁田 亜希 氏 CHERIE デザイナー 

 
評価方法・対象・比重 

 

品質・規格・数量を守り納期内に製品を提出できること 出席状況 

 
主要教材図書  なし 
 

参考図書  なし 

その他資料 なし 
 

記載者氏名 礒川 恭子 
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科ｺｰﾄﾞ 12313 

科目ｺｰﾄﾞ 96812 

科  名 アパレル技術科 3年 生産システムコース 

科目名 コラボレーション ｂ 

単  位  1単位 

授業期間  
 
担当教員(代表)： 礒川 恭子 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） 

・アパレル企業協力のもと、製品としてのモノ造りの仕組みを学ぶ。必要に応じ、デザイナーからのデザイン指導・パタンナ

ーからのパターン指導や縫製チェックなどを行う。実務としての作業を経験する。 

 
  

 

 
評価方法・対象・比重 

 

適切な品質で納期内に提出できること 

 
主要教材図書  なし 
 

参考図書  なし 

その他資料 なし 
 

記載者氏名 礒川 恭子 
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科ｺｰﾄﾞ 12313 

科目ｺｰﾄﾞ 97900 

科  名 アパレル技術科 3年 生産システムコース 

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)： 礒川 恭子 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） 

・3年間の集大成として研究テーマを決め、レポート作成と実物作品の製作をする 

・プレゼンテーションと展示形式で発表を行う 

  
 

１．研究テーマを決定する （5月） 

 

２．資料収集、及び必要に応じて関連機関への訪問、アンケート・インタビューを行い、レポート作成の準備を行う  

 

３．実物作品のデザインを決定し、パターンメーキングを行う （10月） 

 

４．レポートの下書きと、実物作品のトワルチェックを平行して行う （12月） 

 

５．レポート及び実物作品を完成する （1月） 

 

６．作品・レポートの展示をし、発表を行う （3月） 

 
評価方法・対象・比重 

 

実物作品とレポートの完成度、研究の計画性などを踏まえて評価 

 
主要教材図書  なし 
 

参考図書  なし 

その他資料 なし 
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