
 

 
 

科ｺｰﾄﾞ    12313 

科目ｺｰﾄﾞ 402100 

科 名 アパレル技術科 3年 生産システムコース 

科目名 ＣＡＤグレーディング 

単  位 2単位 

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理論、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）６０％  授業内の実習データ提出３０％  出席１０％ 

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 
       なし 

参考図書   なし 

その他資料  適時配布 
  

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    12313 

科目ｺｰﾄﾞ 003420 

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 Ⅱ 

単  位  10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） 

・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 Ⅱ（003420）            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 Ⅱ（003520）   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（003320）    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ラフティング 

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 50% 課題 30% 授業態度 10% 出席 10% 

・パターンメーキング演習 工業パターン ：実技試験 50% 課題 30% 授業態度 10% 出席 10% 

・パターンメーキング演習 ソーイング  ：課題80% 授業態度10% 出席10% 
 
主要教材図書 

 

参考図書  

その他資料  
 

記載者氏名 礒川 恭子 
               

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    12313 

科目ｺｰﾄﾞ 005900 

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. 豊島株式会社 展示会見学（2 ｺﾏ） 

 

 

 

 
評価方法・対象・比重 

 

課題50% 授業態度20% 出席30% 

 
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 
               

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    12313 

科目ｺｰﾄﾞ 102300 

科 名 アパレル技術科 3 年 生産システムコース 

科目名 ニット生産実習 

単  位 2単位 

授業期間 通年 
 

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とパターンの基礎的知識と応用  

美しいシルエットを作る立体裁断のパターンと実践指導。 
 

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 

丸編みのニットジャージー素材の基礎知識と各種カットソーミシン縫製技術習得  

美しいシルエットの基礎知識を立体裁断で取得  

パターン作図技術、縫製、プレス、袋縫い納品までの実践指導 。 

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縫製の基本的知識の取得。 

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を伝える 

立体パターンの基本知識・・・ダーツ無しの美しいシルエットパターンの習得 人間工学に沿った着やす

い作図 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・・工場管理の常識 マチ針無しで縫い上げる縫製指導 

インクジェットプリントのカットソーと綿糸縫い製品染めのポロシャツ 

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。 

ファスナーあきパーカー、編みたてポロ・・流しの W 付けリブと編みたて S リブの使い方の理解 

 オープンファスナーや多彩なポケットの作り方、衿折伏せ等高級感の服作りの指導 

      
 

評価方法・対象・比重 

提出課題実技評価 100％ 
 

主要教材図書      洋書、ネット各種情報 

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 西川 真令 
            

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    12313 

科目ｺｰﾄﾞ 402020 

科 名 アパレル技術科 3 年 生産システムコース 

科目名 ＣＡＤパターンメーキングⅡ 

単  位 2単位 

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）６０％  授業内の制作物提出３０％  出席１０％     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 
       なし 

参考図書   なし 

その他資料  適時配布 
        

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    12313 

科目ｺｰﾄﾞ 005720 

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 

 
授業態度40% 出席60% 

 
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 
               

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    12313 

科目ｺｰﾄﾞ 404000 

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(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    12313 

科目ｺｰﾄﾞ 404100 

科  名 アパレル技術科３年 生産システムコース 

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 
           

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    12313 

科目ｺｰﾄﾞ 404200 

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（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 
             

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    12313 

科目ｺｰﾄﾞ 401500 

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単位 

授業期間 前期 
 
担当教員(代表)： 犬塚 賢 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  

14 アパレル製品企画総括 30  

 
評価方法・対象・比重 

 Ｓ～Ｃ・Ｆ評価  

 学業評価１００％（グループワーク５０％ レポート５０％） 
 
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    

 
 

記載者氏名  犬塚 賢 
              

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    12313 

科目ｺｰﾄﾞ 401200 

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 生産企画 

単  位 2単位 

授業期間 （ 通年 ） 
 
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。 
  

【授業計画】 

Ⅰ．ガイダンス       （１コマ） 

① 生産管理者の役割 生産管理と生産企画の違い  

 Ⅱ．生産の形態       （４コマ） 

① 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 

② 生産管理の概要と業務の流れ 

③ 委託生産とＯＥＭ/ＯＤＭの違い 商社の役割 

 Ⅲ．生産前準備の実務と管理 （４コマ） 

① 生産計画と損益分岐点 資材発注 

② 工場編成と外注管理  工賃設定 

Ⅳ．生産実行時の実務と管理 （３コマ） 

① 指図書発行 

② 納期管理 物流管理 

 Ⅴ．生産後処理の実務と管理 （４コマ） 

① 検査・検品と倉庫業務 

② 減増産処理と原価管理及び原価計算 

③ 売価と原価の関係 

 Ⅵ．生産企画        （７コマ） 

   ① トレンド分析とマーケットリサーチ 

   ② 生産企画書作成とプレゼンテーション 

 Ⅶ．海外生産の基礎知識   （２コマ） 

   ① アパレル貿易とは 

   ② 世界のアパレル生産拠点 日本の輸出入の現状 

 Ⅷ．グループ討議      （２コマ） 

   ① アパレル生産の問題点を協議し、発表する 

 Ⅸ．今後の生産管理とは  （１コマ）  
 
【評価方法】  

試験（50％）+提出物（20％）+プレゼンテーション（20％）+出欠席・授業への取り組み（10％） 
 
主要教材図書                   

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 
   

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    12313 

科目ｺｰﾄﾞ 401300 

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 製造企画 

単  位  ２  単位 

授業期間 前期・後期 
 
担当教員(代表)：中村  宏 共同担当者：  

 
 

【授業概要、到達目標・レベル設定】 

到達目標：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。この現状 

を把握し、アパレル製造の機能と製造方法を理解する。また、日本のアパレル生産の現状を理解し、 

今後の取り組み課題について各自考察する。 

レベル設定：工業製品であるアパレルの製造に必要な機能と製造方法、管理方法を概念的に理解出来る程度。 
  

【授業計画】 

コマ 内 容 コマ 内 容 

1 アパレル生産の現状と課題を知る。 16 アパレルの生産管理と、改善の考え方を学ぶ。 

2 管理のサイクルPDCAを理解し、身に付ける。 17 IE手法の内、稼動分析の知識と技法を学ぶ。 

3 世界のアパレル生産の現状と発展過程を知る。 18 IE手法の内、工程分析の知識と技法を学ぶ。 

4 日本のアパレル産業の発展過程と現状の課題を知る。 19 IE手法の内、動作時間研究の知識と技法を学ぶ。 

5 各国のアパレル生産の実情と動きを知る。 20 IE手法の内、標準時間とPTS法の知識と技法を学ぶ。 

6 工業用ミシンの種類と機能・性能を知る。 21 縫製部門の量産方式としてモジュール生産を知る。 

7 アパレル生産に必要な各種設備と工場条件を知る。 22 合理的な工場レイアウトと設備配置について学ぶ。 

8 最新の専用機・自動機などを実際に見て学ぶ。 23 多品種少量生産での課題となる生産・品質低下を知る。 

9 最新の専用機・自動機などを実際に見て学ぶ。 24 アイテムやロットに応じた縫製システムを学ぶ。 

10 縫製に利用するアタッチメントの種類と実例を知る。 25 アパレル製造部門での品質管理活動と検査を学ぶ。 

11 アパレル生産の基本である人体計測/サイズ規格を学ぶ 26 アパレル設計部門での品質管理活動を学ぶ。 

12 縫製企業の現状・見方を学び、工場を知る。 27 アパレル製造での納期管理方法を学ぶ。 

13 アパレルの設計・製造過程を知る。 28 縫製の技能教育と作業指導方法を学ぶ。 

14 素材や縫製工程で発生する不良と対策を学ぶ。 29  

15 縫製部門の各種生産方式の概要を学ぶ。 30  

 
【評価方法】  

  2/３以上の出席、授業態度、ミニテスト、レポート、試験成績などを総合的に評価する。 

 
主要教材図書 配布資料、アパレル生産講座⑫アパレル製造企画 

参考図書  

その他資料  
 

記載者氏名 中村 宏 
 

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    12313 

科目ｺｰﾄﾞ 401400 

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％ 

 
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 
 

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    12313 

科目ｺｰﾄﾞ 504600 

科 名 アパレル技術科 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：  

 
 

【授業概要、到達目標・レベル設定】 

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。 

  

【授業計画】 

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）、 

クレアコンポⅡ（ﾊﾟﾀｰﾝﾏｼﾞｯｸⅡ、ﾄﾙｿｰ） 

Microsoft（Excel、power point）、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.製品図作成（1コマ） 

①画像トレースによる製品図作成 

②ボディースケールによる製品図作成 

 

Ⅲ.CADデータの連携（2コマ） 

① CADデータの出力方法 

② 出力先でのデータの取り扱い 

 

Ⅳ.エクセルによる縫製仕様書フォーマット作成（1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データ準備 

② サイフォームマジックによる縫製仕様書作成 

 

Ⅵ．個人課題作成（3コマ） 

① 各自のデザインに合わせ帳票類を作成する 

 

Ⅶ.3次元仮想着装（3コマ） 

① 仮想ボディの作成 

② 仮想着装シミュレーション 

 

Ⅷ.まとめ（1コマ） 

①今後のCADデータの活用方法について 
 
【評価方法】  

提出物（製品図データ、バザー帳票類データ、power pointデータ）70％ 

出欠席、授業への取り組み30％ 
 
主要教材図書                   

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 
    

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    12313 

科目ｺｰﾄﾞ 504700 

科 名 アパレル技術科 3 年 生産システムコース 

科目名 コンピュータワーク （生産企画） 

単  位 ２単位 

授業期間 （ 通年 ） 
 

担当教員(代表)：西村元良 共同担当者：   
 

 

概要（教育目標・レベル設定など 200字程度）（職業実践専門課程認定要件に基づきＨＰ上で公開します） 

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/Word・Excel・PowerPointの基本操作 
  

コマ 内 容 コマ 内 容 

1 Illustratorの基本操作の習得 1-１ 16 Illustrator & Photoshop エディトリアルデザイン 3-３ 

2 Illustratorの基本操作の習得 1-２ 17 Illustrator & Photoshop エディトリアルデザイン 3-４ 

3 Illustratorの基本操作の習得 1-３ 18 Illustrator & Photoshop エディトリアルデザイン 3-５ 

4 Illustratorの基本操作の習得 1-４ 19 Illustrator & Photoshop エディトリアルデザイン 3-６ 

5 Illustratorの基本操作の習得 1-５ 20 Illustrator & Photoshop エディトリアルデザイン 3-７ 

6 Illustratorの基本操作の習得 1-６ 21 Illustrator & Photoshop エディトリアルデザイン 3-８ 

7 Illustratorの基本操作の習得 1-７ 22 卒業制作 課題制作 4-1 

8 Illustratorの操作 工程分析表制作 2-1 23 卒業制作 課題制作 4-２ 

9 Illustratorの操作 工程分析表制作 2-２ 24 卒業制作 課題制作 4-３ 

10 Illustratorの操作 工程分析表制作 2-３ 25 卒業制作 課題制作 4-４ 

11 Word & Excel 基本操作の確認 2-1 26 卒業制作 課題制作 4-５ 

12 Word & Excel 基本操作の確認 2-２ 27 卒業制作 課題制作 4-６ 

13 Word & Excel 基本操作の確認 2-３ 28 卒業制作 課題制作 4-７ 

14 Illustrator & Photoshop エディトリアルデザイン 3-1 29  

15 Illustrator & Photoshop エディトリアルデザイン 3-２ 30  

 
評価方法・対象・比重 

試験（40%）、課題制作物（40%）、出欠日数（20%）の比重で行う 

 
主要教材図書 グラフィック マスター ブック 

参考図書  

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

記載者氏名 西村元良 
         

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    12313 

科目ｺｰﾄﾞ 607000 

科  名 アパレル技術科３年 生産システムコース 

科目名 アパレル貿易実務 

単  位 １単位 

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 ８０％ 課題提出物（ワーク） ２０％  

 
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 神場 教彰 
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科ｺｰﾄﾞ 12313 

科目ｺｰﾄﾞ 900120 

科 名 アパレル技術科３年 生産システムコース 

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    12313 

科目ｺｰﾄﾞ 900820 

科  名 アパレル技術科 3年 生産システムコース 

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 12313 

科目ｺｰﾄﾞ 900920 

科  名 アパレル技術科 3年 生産システムコース 

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    12313 

科目ｺｰﾄﾞ 980030 

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.「アパレル製品の知的財産権について」 (1 ｺﾏ) 

金井 倫之 氏  一般財団法人知的財産研究教育財団  知的財産権教育協会 

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. 「経済的側面も踏まえた綿花産業の変遷」 （2 ｺﾏ） 

豊島株式会社 

4. 「アパレル業界のあれこれ」 （1 ｺﾏ） 

小林 資幸 氏  PHINGERIN代表取締役兼ディレクター 

5. 「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 

6. 「マツオカコーポレーションの取り組み」 (1 ｺﾏ) 

株式会社マツオカコーポレーション 

7.「日本のものづくりの現状と未来」 （1 ｺﾏ） 

辻 庸介 氏   辻洋装店代表取締役 

8.「東京 2020～スポーツウェアの商品企画～」 (2 ｺﾏ) 

羽田 武幸 氏 デザインオフィス スラッシュ 

9.「ミシンアタッチメントの製作」 (2 ｺﾏ) 

内藤 勇 氏 内藤アパレル研究所 

10.「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 

11. 「素材による染色特性について」 （2 ｺﾏ） 

篠原 幸子 氏 文化服装学院非常勤講師 

 
評価方法・対象・比重 

 

出席状況により Ｐ評価 

 
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 947300 

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 c(自由選択) 

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（Ｐ評価） 

 
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 970000 

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 （2月末～3月予定） 

 
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評価（課題100%） 

 
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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