
 

 
 

科ｺｰﾄﾞ    12422 

科目ｺｰﾄﾞ 102010 

科  名 ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙﾏｰﾁｬﾝﾀﾞｲｼﾞﾝｸﾞ科 2年 

科目名 マーチャンダイジング論Ⅰ 

単  位   ２単位 

授業期間 通年（    ） 
 
担当教員(代表)：澤住 倫子 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） 

ファッションマーチャンダイジング（基礎）を理解し、デザイン発想力の育成・感性を具体的に表現する能力

の育成する。 

  

Ⅰ．マーチャンダイジング入門 (２コマ) … 講義 

   ① オリエンテーション ファッションマーチャンダイジングの概論 

   ② デザインとは 人間とファッションの関係とクリエーション活動について 

 

Ⅱ．ファッション情報分析 (１６コマ) … 講義・演習 

   ① コレクション分析におけるデザインコンセプトを探る 

   ② ファッションキーワードの理解 

   ③ ファッション予測情報の入手と把握 

 

Ⅲ．市場調査の手法 (４コマ)  … 講義・演習 

   ① 店頭情報の把握 

   ② 商品情報の収集と分析 

 

Ⅳ．商環境比較調査 （４コマ） … 講義・演習 

① 新規ファッションブランド立ち上げに伴う出店エリアの比較調査、分析 

 

 

 
評価方法・対象・比重 

製作物と出席日数 (7:3) 

 
 
主要教材図書 服飾図鑑・ファッション情報誌・ファッションキーワードなど 

参考図書  

その他資料 教材専用プリント類・リソースセンター映像ルームコレクション映像など 
 

記載者氏名 澤住 倫子 

 

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    12422 

科目ｺｰﾄﾞ 001010 

科  名 ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙﾏｰﾁｬﾝﾀﾞｲｼﾞﾝｸﾞ科２年 

科目名 アパレル造形 Ⅰ 

単  位   １４単位 

授業期間 （ 通年 ） 
 
担当教員(代表)： 西平 孝子 共同担当者： 重川 かおり 

 
 

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） 

人体の構造や運動機能を視野に入れ、素材の特性を活かした作品を平面裁断・立体裁断のテクニックにより個々のデザイ

ンの発想力と表現力を身につける 

  

・アパレル造形   論 Ⅰ       2単位  （001010） 

・アパレル造形演習 デザイン Ⅰ    4単位  （001110） 

・アパレル造形演習 ドレーピング Ⅰ  2単位  （001210） 

・アパレル造形演習 実技 Ⅰ      6単位  （001310） 

 

1、立体裁断Ⅰ        15コマ  タイトスカート、セミフレアースカート又はフレアースカート 

                      ショルダーダーツ、ウエストダーツ、胸ぐせダーツバリエーション 

2、シーズン表現Ⅰ      35コマ  作図理論、デザイン、パターン、実物製作、レポート 

  ＊一重アウターでのセットアップ 

3、バザー作品        30コマ  文化祭バザー作品、グループ製作 

4、シーズン表現Ⅱ      42コマ  作図理論、デザイン、パターン、実物製作、レポート 

  ＊ウールを使用したセットアップ 

5、立体裁断Ⅱ        15コマ  ブラウス 

                                           衿３種 

7、修了製作         55コマ  作図理論、デザイン、パターン、実物製作、レポート 

 

 
評価方法・対象・比重 

・アパレル造形論･･･筆記試験 100％、   ・ドレーピング･･･製作物 40％、実技試験 30％、授業姿勢 20％ 

・デザイン・実技･･･････製作物65％ レポート15％ 授業姿勢20％ 

 
 
主要教材図書 服飾造形講座 スカート・パンツ、ブラウス・ワンピース、ジャケット・ベスト、コート・ケープ 
       高級素材、特殊素材、立体裁断 基礎編 
 

参考図書 繊研新聞、WWD、情報誌、コレクション 

その他資料 参考作品、プリント 
 

記載者氏名 西平 孝子 

 

 

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    12422 

科目ｺｰﾄﾞ 400900 

科  名 ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙﾏｰﾁｬﾝﾀﾞｲｼﾞﾝｸﾞ科 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)：佐藤 明彦 共同担当者： 

 

科目概要 

アパレル産業の生産プロセスを、縫製工場とアパレルメーカーの双方から捉え、工業生産についての理解を深めることを

目標とする。また、縫製仕様書や加工・裁断・芯貼り指図書や工程分析表などの作成を通して、生産情報の伝達・管理手

法や量産的な考え方を学習し、基礎レベルの習得を目指す。 
 
授業概要 

  

Ⅰ.ガイダンス （1 ｺﾏ） 

①受講に関する注意事項（出席、評価方法 等） 

②生産管理とは 

Ⅱ.生産指示書 （3 ｺﾏ） 

 ①加工、裁断、芯貼り指図書 

 ②縫製仕様書 

 ③各書類作成演習 

Ⅲ.工程分析表 （3 ｺﾏ） 

 ①工程とは 

 ②工程分析の作成方法 

 ③各自工程分析作成演習 

Ⅳ.アパレル製品の製造品質 （2 ｺﾏ） 

 ①品質の種類 

 ②縫製不良 

 ③製造品質検査 

Ⅴ.品質のつくり込み （1 ｺﾏ） 

 ①標準化への取り組み 

Ⅵ．製造責任と製造原価 （1 ｺﾏ） 

 ①PL法（製造物責任法） 

 ②原価のあらまし 

Ⅶ．試験対策 （1 ｺﾏ） 

 ①試験範囲と内容について 

Ⅷ．まとめ（1 ｺﾏ） 

①試験解答の実施 
 
評価方法・対象・比重 

出席率（30％）＋提出物（30％）＋筆記試験（40％） 

 

主要教材図書 「工業用ミシンとアイロンの基本操作と知識」 

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 

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    12422 

科目ｺｰﾄﾞ 101510 

科  名 インダストリアルマーチャンダイジング２年 

科目名 ニットアパレル造形 Ⅰ 

単  位 １単位 

授業期間 前期 
 

担当教員(代表)：前田 亜希子  共同担当者：御田 昭子 

 

教育目標・レベル設定など 

ニットの基礎知識を習得し、アパレルにおけるニット製品の製作工程や技術を学ぶ。 
ニットに使用される素材・編み地について商品知識と共に学ぶ。 

 

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 

＊ニットの一般知識について 

ニットの起源歴史 織りと編みの違い ニットの特性                   

ニットの三原組織 ＪＩＳ記号 編成原理 素材 テキスタイル 器具 用具など 

＊ニット原型 

ニット原型と布帛原型の違い 

＊ニット素材 

編み糸の種類（糸番手 天然繊維 化学繊維 サンプル作成） 

＊テキスタイル 

ゲージ別 編み組織別（サンプル作成） 

＊商品知識 

丸編み製品 横編み製品の理解 

＊ニットの基礎技術 

棒針編み（３原組織） 

鉤針編み（鎖編み・細編み・中長編み・長編み） 

 

 

評価方法・対象・比重 

 提出物 …８０％ 

出欠席・授業姿勢…２０％ 
 
主要教材図書 
ニットの基礎技術  オリジナルプリント 

参考図書  

その他資料 
 

記載者書名欄 前田 亜希子 

 

２０１８年度 カリキュラム科目概要 

年度 カリキュラム科目概要 

文化服装学院教務部   



 

 
 

科ｺｰﾄﾞ    12422 

科目ｺｰﾄﾞ 950120、

950220 

科  名 ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙﾏｰﾁｬﾝﾀﾞｲｼﾞﾝｸﾞ科２年 

科目名 自由研究Ⅱa/Ⅱb 

単  位   ２単位 

授業期間 （ 通年 ） 

 
担当教員(代表)：西平 孝子 共同担当者： 重川 かおり 

 
 

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） 

科の特色の学科や特論で得た知識を活用し応用発展させる 

  

自由研究Ⅱa 

＊各課題にコンセプト設定をし、マップ作成をおこなう 

制作後プレゼンテーション形式で発表できるようにまとめる。 

＊アパレル造形の課題に効果的なコーディネートに必要なものを制作する。 

 

自由研究Ⅱb 

＊修了制作ショーにおいて各パートの活動運営に参加をする 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
評価方法・対象・比重 

履修認定（P） 

   学業姿勢、出席状況により 

 
 
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 西平 孝子 

 

 

 

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    12422 

科目ｺｰﾄﾞ 600910 

科  名 インダストリアルマーチャンダイジング科２年 

科目名 ファッションマーケティングⅠ 

単  位 ２単位 

授業期間 通年 
 

担当教員(代表)：波多野 辰美 共同担当者： 

 

教育目標・レベル設定など 

アパレル業界におけるマーケティング業務の実務を講義と実習により指導し、ファッションマーケティングの基礎知識を

習得させる「実学」を目指す。 

 

授業概要＝テーマ(大・中・小項目)、方法(講義・演習・実験・リサーチ・グループ活動など)、製作物、 

テーマ別所要コマ数、他科目との関連性、使用パソコンソフト名・ボディ種類、見学先 

 

（前期） 

テーマ  マーケティングの概要  講義  コマ数＝６ 

 ・マーケティングとは     ・マーケティング発想のデザイン画    ・ブランディングの方法論   

・新宿ルミネ市場調査    

 

テーマ  ブランドマーケティング実践  実習  コマ数＝８ 

 ・ブランドのターゲット設定  ・ターゲットイメージマップ作成   ・ブランドコンセプト設定 

 ・ＭＤマップ作成       ・ブランドプレゼンテーション 

 

（後期） 

テーマ  ファッションマーケットの現状と課題  講義  コマ数＝４ 

 ・ファッションマーケットの流れ   ・アパレルの生産体制 

 ・販路別特性   ・現状の問題点とその解決案 

 

テーマ  ブランドマーケティング実践  実習  コマ数＝８ 

 具体的な商業施設を想定したブランドマーケティング 

 ・ターゲット設定と分析      ・コンセプト設定 

 ・イメージマップ作成       ・生産計画表作成 

 ・ＭＤマップ作成         ・プレゼンテーション 

 

評価方法・対象・比重 

出席  10%  課題  40%  授業内課題  30%  授業理解度  20% 

 
主要教材図書 
 

参考図書 

その他資料 
 

記載者書名欄 

２０１８年度 カリキュラム科目概要 

年度 カリキュラム科目概要 

文化服装学院教務部   



 

 
 

科ｺｰﾄﾞ    12422 

科目ｺｰﾄﾞ 501610 

科 名 インダストリアルマーチャンダイジング科 ２年 

科目名 色彩計画Ⅰ 

単  位 ２単位 

授業期間 通年 
 

担当教員(代表)：天野豊久 共同担当者： 

 

教育目標・レベル設定など 

1年次『服飾デザイン論』で習得した色彩の基礎を発展的に学習する。 

配色やイメージ表現などの基本的な色彩スキルをトレーニングしたのち、コンセプト策定からプレゼンテーションまでの

色彩計画の考え方を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、 

 

１．概論  産業における色彩の役割    〈講義 2コマ〉 

  流行色の仕組み 

２，ファッションカラーコーディネーション    〈講義および演習 10コマ〉 

  色相・トーンによる配色 

  ファッションカラーコーディネーション 

  フォ・カマイユ／トーン・オン・トーン／トーン・イントーン／トーナル 

  ナチュラル・ハーモニー／コンプレックス・ハーモニー 

 無彩色の配色 

 配色の分析 

３．色彩心理 色彩の心理的効果／色の連想・象徴   〈講義および演習 4コマ〉 

 イメージと配色 

 色彩によるイメージ表現 

４．色彩とコミュニケーション 

  カラーシステムとカラーコード 

  色名 慣用色名と系統色名    〈講義および演習 2コマ〉 

５．色彩計画 情報収集と整理・分析 

  カラーコンセプトの策定とカラーパレットの作成 

  カラーデザインと配色計画 

  プレゼンテーション資料の作成    〈講義および演習 12コマ〉 

 

評価方法・対象・比重 

Ｓ・Ａ～Ｃ・Ｆ評価 評価基準：学業評価７０％ 授業姿勢３０％ 

 
主要教材図書 
文化ファッション体系服飾関連専門講座９『服飾デザイン』（文化服装学院編／文化出版局） 

参考図書 特になし 

その他資料 Color Chart、ベーシックカラー１４０ 
 

記載者書名欄 天野豊久 

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    12422 

科目ｺｰﾄﾞ 500820 

科  名  ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙﾏｰﾁｬﾝﾀﾞｲｼﾞﾝｸﾞﾙ科 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、構造を的確に描くことができるようになることを第一の目標に、学生個々の表現力を伸ばしていく。 

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及び明瞭なアイテム図の描き方を習得する。 

  

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／皮革のデザイン・・・・・マーカーの彩色技法、補助画材としての色鉛筆の使い方 

         デニムデザイン・・・・・パステルの彩色技法                    ＜４コマ＞ 

 

Ⅴ・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＞ 

 

Ⅳ・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＞ 

 

Ⅵ・アイテム研究/アイテムの歴史とディテールの研究。 

         基本的な構造や機能を理解した上でのデザイン展開。                 ＜４コマ＞ 

          

Ⅶ・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＞ 

 

Ⅷ・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                     ＜１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    12422 

科目ｺｰﾄﾞ 200320 

科  名 インダストリアルマーチャンダイジング科 2年 

科目名 アパレル素材論Ⅱ 

単  位 １単位 

授業期間 前期 
 
担当教員(代表)： 

野沢 彰 

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年次の「アパレル素材論Ⅰ」で学んだ素材の知識を踏まえ、基本的知識を充実させる。またアパレル製品に

おけるテキスタイルという観点から、素材の見方、テキスタイル産地などについて広い知識を持ち、理解を深

める。 

  

 

テキスタイル産業について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（1） 

   

   

  日本のテキスタイル産地（講義・演習）・・・・・・・・・・・・・・・・・・（４） 

    

  布地の物理的性能評価について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（４） 

   ・試験機を用いた実験 

 

  布地の外観、風合いとその表現技法の関係（講義・演習）・・・・・・・・・・（３） 

 

  テキスタイルの柄について（講義）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（１） 

 

 

   

 
評価方法・対象・比重 

学業評価80％ 授業姿勢２０％による総合評価 
 
主要教材図書 
文化ファッション大系服飾関連講座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 野沢 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    12422 

科目ｺｰﾄﾞ 400100 

科  名 ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙﾏｰﾁｬﾝﾀﾞｲｼﾞﾝｸﾞ科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： 

 

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、見学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２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 

  ・一般的品質管理の実施法、分析法      

  ・テキスタイルの品質評価法、および基準         

    ・染色堅牢度試験                           講義・演習４コマ 

  ・寸法変化試験  

 

 

  2.アパレル製品の品質表示と法規制                     講義３コマ 

  ・義務表示 家庭用品品質表示法 繊維製品表示規程 

                  雑貨工業品表示規程 

      

  ・関連する法規制        不当景品類及び不当表示防止法 

安全性に関わる法規制  

                  製造物責任法        等  

  ・任意表示       

 

 3.アパレル製品の取扱い                           講義及び実習３コマ 

・耐洗濯性：家庭洗濯 

商業洗濯 ウエットクリーニングとドライクリーニング  

・特殊ｸﾘｰﾆﾝｸﾞについて   

  ・保管 

                    

・耐薬品性（しみ抜き実験）  

             

 4.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                   

 

 5.繊維製品の品質評価・検査機関への見学                   見学１コマ 

                                       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      日本百貨店協会発行「百貨店繊維製品品質パスポート」 

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 
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科ｺｰﾄﾞ    12422 

科目ｺｰﾄﾞ 701100 

科  名 ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙﾏｰﾁｬﾝﾀﾞｲｼﾞﾝｸﾞ科 2年 

科目名 コーディネート論 

単  位   １単位 

授業期間 後期 
 
担当教員(代表)：木本 晴美 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） 

ファッションコーディネートに必要な基本知識と様々なコーディネートテクニックを習得することを目標と

し、時代への適応力、客観的に捉えたファッションコーディネートの提案能力を養う。 

  

１． ファッションコーディネートの基本的な考え方（1コマ） 

 

２． 素材 柄に視点を置いたコーディネート（2コマ） 

    ・素材の風合い材質感の特徴別コーディネート方法 コーディネートポイント 

    ・様々な柄に視点を置いたコーディネート方法 コーディネートポイント 

 

３． アクセサリーに視点を置いたコーディネート（４コマ） 

・外見要素とアクセサリーのコーディネートテクニック 

（ネックレス イヤリング メガネ ブローチ 帽子） 

 

４． 体型カバーに視点を置いたコーディネート（４コマ） 

・体型観察 

・体型カバーを総合的に見る 

・体型カバーを部分的に見る 

 

５． コーディネートプランの実践（3コマ） 

・ファッションコーディネート実践の説明 

・各自テーマに合わせ撮影実習 

・スタイリングブック編集 まとめ 

 
評価方法・対象・比重 

Ｓ～Ｃ・Ｆ評価 

評価基準：学業評価 90％ 授業態度10％ 

 
 
主要教材図書    なし               

参考図書 ファッションコーディネートテクニック 演出編 

その他資料   なし 
 

記載者氏名  木本 晴美 

 

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    12422 

科目ｺｰﾄﾞ 902200 

科 名インダストリアルマーチャンダイジング科2年 

科目名 デザイン文化 

単  位 2単位 

授業期間 通年 
 
担当教員(代表)：菊田 琢也 共同担当者：  

 

概要 

近代デザインの歴史と理念を踏まえ、現在のエディトリアル、グラフィック、ショップ空間、衣服などにおけるデザインの意味と役割に

ついて具体的に考察する。また、芸術、建築、写真、映画、音楽、広告などファッションに隣接する文化領域について学び、その関

連性を知ることで、ファッション文化への理解を深めることを目的とする。。 
  

コマ 内 容 コマ 内 容 

1 イントロダクション 16 プレタポルテ史⑺：90年代の既製服 

2 オートクチュール史⑴：オートクチュールの成立と定義付け 17 アートとファッション⑶：協業について 

3 オートクチュール史⑵：コルセットからの解放をめぐって 18 まとめ⑵ 

4 アートとファッション⑴：ジャポニスム 19 ファッションモデル史⑴：ファッションモデルの登場から60年

代まで 

5 オートクチュール史⑶：シャネルと近代デザイン 20 ファッションモデル史⑵：70年代から現在まで 

6 アートとファッション⑵：シュルレアリスム 21 ファッションの現在史⑴：ジェンダー 

7 オートクチュール史⑷：戦後のオートクチュール 22 ファッションの現在史⑵：人種、民族、国籍、宗教 

8 オートクチュール史⑸：現在のオートクチュール 23 ファッションの現在史⑶：ストリート 

9 まとめ⑴ 24 ファッションの現在史⑷：ラグジュアリービジネス 

10 プレタポルテ史⑴：プレタポルテの成立と定義付け 25 ファッションの現在史⑸：ポストインターネット 

11 プレタポルテ史⑵：60年代の既製服 26 まとめ⑶ 

12 プレタポルテ史⑶：70年代の既製服 27  

13 プレタポルテ史⑷：日本人と既製服⑴ 28  

14 プレタポルテ史⑸：日本人と既製服⑵ 29  

15 プレタポルテ史⑹：80年代の既製服 30  

 
評価方法・対象・比重 

 授業態度、授業内課題を重視する。学期末にレポートを提出してもらい、最終的な評価を判断する。 

 
主要教材図書                   
毎回、プリントを配布する。 

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  12422 

科目ｺｰﾄﾞ 504010 

科  名 インダストリアルマーチャンダイジング科 2 年 

科目名 グラフィックワークⅠ 

単  位 2単位 

授業期間 通年 
 
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】 

ファッション産業におけるグラフィックの役割と有効性を理解し、ファッション表現の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と同時に、各自の企画デザイン力及びプレゼンテーション
能力の習得、向上を目標とする。デジタルファッション画、イメージ・ビジュアル、ファッション企画ボードの製作
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 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 
 
 (3)Adobe Illustratorの基本操作(4.5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 
 
 (4)デジタルファッション画の製作 下絵取り込み～修正～着色～完成(6コマ) 
    ・Photoshopによるファッションデザイン画の製作 
     ・下絵のスキャニング 
     ・下絵の修正 
     ・着色、陰影、立体感の表現 
     ・カラーバリエーションの製作 
     ・レイアウト、まとめ 
 
 (5)衣服製品図の制作(6コマ) 
     ・衣服製品図の役割 
     ・衣服製品図の描き方 
     ・カラーバリエーション 
     ・デザインバリエーション 
 
 (6)イメージ・ビジュアルの製作(6コマ) 
   ・ブランド企画コンセプトビジュアルの制作 
   ・Photoshopによる画像の切り抜き、合成、加工 
     ・コラージュの手法とプロセスの解説 
     ・画像の合成、加工、編集 
     ・リサーチ、素材画像の集め方 
     ・レイアウト、まとめ 
 
 (7)ファッション企画ボードの製作(6コマ) 
   ・ファッション企画に基づいた各デザイン、アートワークの製作 
     ・タイトルロゴの製作 
     ・文字、文章、テキストの編集 
     ・レイアウト、まとめ 
使用ソフト 

     ・Mac 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 12422 

科目ｺｰﾄﾞ 904520 

科  名 ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙﾏｰﾁｬﾝﾀﾞｲｼﾞﾝｸﾞ科２年 

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)：森 薫子 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） 

●志望する就職先に内定するために必要な「総合的就職力」を養う 

  ・企業職種研究を通して、仕事の面白さを考え、希望する企業や職種がイメージできるようになる 

・面接練習などを通してプレゼンテーション能力が高まる 

  ・筆記試験 

●育成プロセスとして、単なるやり方を伝えるだけでなく、意識させ、繰り返してできるようになるまで行う 
  

【具体的な内容】 

 

1年後期、2年前期に学んだキャリア開発の総仕上げとして、就職活動に必要な力と能力「総合的就職力」を

育成。 

具体的にには、①基本マナーと好感を与えるコミュニケーションスキル 、②PDCAサイクル、 ③企業・職種

研究 などの 2年前期に学んだ就職活動の基本を踏まえつつブラッシュアップさせ、更に以下 2点を強化。 

② プレゼンテーション能力  

②筆記試験対策 

 

あわせて、企業研究・職種研究を通して「仕事の面白さ」を発見し、志望する就職先や職種を見つけ、内定

するために必要な力は何かを考え学び実践。 

これらの「総合的就職力」を、講義＋ワーク＋実習＋SPI対策を通して身につけさせる。 

全 13回、すべての回を通して SPI対策を実施し、後半では、履歴書やエントリーシートを書き、模擬面接(集

団・個人・グループディスカッション)も行う。 

 
評価方法・対象・比重 

受講態度（個人ワーク及びグループワーク・プレゼンテーション実習）７０%＋レポート２０%＋課題１０% 

 
 
主要教材図書 

・キャリア開発 就職対策（第 6版） 

・レジュメ 

参考図書 SPI対策本 

その他資料  
 

記載者氏名 森 薫子 
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科ｺｰﾄﾞ    12422 

科目ｺｰﾄﾞ 980021、

980022 

科  名 ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙﾏｰﾁｬﾝﾀﾞｲｼﾞﾝｸﾞ科２年 

科目名 特別講義ⅡＡ、ⅡＢ 

単  位   ２単位 

授業期間 （ 通年 ） 

 
担当教員(代表)： 西平 孝子 共同担当者： 重川 かおり  

 

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） 

アパレル産業の現状を先輩の実体験からのアドバイス、そして科の特色に沿った知識として 

レギュラー授業に加えたい内容の講義・実習 

  

トレンド変換…２コマ                講師：澤住 倫子 先生 

トレンド解説（コレクション情報）…２コマ      講師：WWDに依頼 

ブランド運営…１コマ                講師：森 崇 氏 

カットソーの縫製…３コマ              講師：西川 真令 先生 

アパレルの企画から生産…２コマ           講師：関 徹 氏 

ファッション情報とテキスタイル…１コマ       講師：金子 博也 氏 

キャリア開発…７コマ                講師：森 薫子 氏 

販売促進について…１コマ               講師：酒井 英典 氏 

リサーチについて …４コマ              講師：山田 暁博 氏 

染色について（染色の一般知識と染色実習）…２コマ  講師：伊藤 望 先生 

アパレル企業の仕事体験 …４コマ           講師：（株）エフリード 

日本と中国のファッションビジネスについて…１コマ   講師: 周  きき 

プレス業務について…１コマ             講師：三好 良 

セレクトショップについて…１コマ          講師：中山 修 

 

 
評価方法・対象・比重 

 履修認定（P） 

   学業姿勢、出席状況により 

 
 
主要教材図書 なし 

参考図書 なし 

その他資料  講師作成資料 
 

記載者氏名 西平 孝子 
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科ｺｰﾄﾞ    12422 

科目ｺｰﾄﾞ 930020 

科  名 ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙﾏｰﾁｬﾝﾀﾞｲｼﾞﾝｸﾞ科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)： 西平 孝子 共同担当者： 重川 かおり 

 
 

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） 

日本の伝統文化古都（京都）に赴き、仏教美術・仏像建造物・庭園などの美に触れる 

また工場見学を行い、新しい技術や長年培われた地場産業の技術を見学する 

  
研修旅行……（１３） 
 
   

工場見学  奈 良・・・（株）トモイ（貝ボタン） 旭ソックス（株）（ソックス） 
 
      和歌山・・・島精機 （編み機） 

         
        大 阪・・・深喜毛織（株）（紡毛ウール製造） 
 
  仏閣見学  京 都・・・妙心寺 天龍寺 永観堂 南禅寺 哲学の道 
 
   
        

 
評価方法・対象・比重 

 履修認定（P） 

   学業姿勢、出席状況により 

 
 
主要教材図書 なし 

参考図書 なし 

その他資料 研修旅行のしおり 
 

記載者氏名 西平 孝子 
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科ｺｰﾄﾞ    12422 

科目ｺｰﾄﾞ 940105、

940106、940107 

科  名 ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙﾏｰﾁｬﾝﾀﾞｲｼﾞﾝｸﾞ科２年 

科目名 企業・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)： 西平 孝子 共同担当者： 西平 孝子 

 
 

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） 

アパレル業界の現場・現状を把握させるためにアパレル企業で実際に研修を受けることで、 

学校教育で体験できない実学を学ぶ 

就職希望者の企業研修期間中に平行して、企業研修に参加しない学生は学内研修を受講 
  
 
企業研修内容 
 

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 

終了後、研修報告をプレゼンテーションにて発表する 

 

学内研修内容 １  

パターン研究 

モードコピー 

ジャパンクリエーション見学 

     計＝18コマ 
 
学内研修内容 ２  

新ブランド立ち上げ ・・・2コマ 

工業縫製技術 ・・・2コマ 

ショップディスプレイ ・・・2コマ 

ピンワーク実習 ・・・2コマ 

デザイン画 ハンガーイラスト ・・・2コマ 

リクルートカラー 自分色 商品企画カラー戦略 ・・・2 

コミュニケーションと文化 ・・・2コマ 

グラフィックワーク ・・・2コマ 

ポートフォリオ作成 ・・・2コマ 

OEM業界について ・・・2コマ 

オリジナルブランドにおけるシーズン企画立案 ・・・16コマ 

            計＝36コマ 

※企業研修・学内研修のどちらかを選択する 
 
評価方法・対象・比重 

履修認定（P） 

   学業姿勢、出席状況により 
 
主要教材図書 なし 

参考図書 なし 

その他資料 企業・講師作成資料 
 

記載者氏名 西平 孝子 
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科ｺｰﾄﾞ    12422 

科目ｺｰﾄﾞ 947200 

科  名 ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙﾏｰﾁｬﾝﾀﾞｲｼﾞﾝｸﾞ科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)： 西平 孝子 共同担当者： 重川 かおり  

 

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） 

科の特色の科目や特論で習得した知識を活用し、外部講師・企業とのコラボレーション活動をグループで参加する 

  

 

外部講師・企業とのコラボレーションが実現した年度のみ行う 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
評価方法・対象・比重 

履修認定（P） 

   学業姿勢、出席状況により 

 
 
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 西平 孝子 
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科ｺｰﾄﾞ    12423 

科目ｺｰﾄﾞ 102020、102100 

科  名 ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙﾏｰﾁｬﾝﾀﾞｲｼﾞﾝｸﾞ科 3年 

科目名 ﾏｰﾁｬﾝﾀﾞｲｼﾞﾝｸﾞ論Ⅱ演習・企画 

単  位   2・3単位 

授業期間 通年 
 
担当教員(代表)：波多野 由美 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 ｱﾊﾟﾚﾙ製造業のﾏｰﾁｬﾝﾀﾞｲｼﾞﾝｸﾞ業務について指導を行い、社会に適合したﾏｰﾁｬﾝﾀﾞｲｻﾞｰ、ﾃﾞｻﾞｲﾅｰを目指す 

  学生の為の実務教育を行う 

２ ｱﾊﾟﾚﾙﾏｰﾁｬﾝﾀﾞｲｼﾞﾝｸﾞの発想法、手法、ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ、ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝについて体系的かつ具体的な実践学習に 

  よるｽｷﾙ習得 

３ 前期には個々で既存ﾌﾞﾗﾝﾄﾞを設定。ﾘｻｰﾁによりｺﾝｾﾌﾟﾄ＆商品計画を組み立て、そのﾌﾞﾗﾝﾄﾞの具体的な企画 

  を立てる事により、ﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾏｰﾁｬﾝﾀﾞｲｼﾞﾝｸﾞの基礎を習得。ｱﾊﾟﾚﾙﾋﾞｼﾞﾈｽの基礎能力を身につける 

４ 後期にはｸﾞﾙｰﾌﾟにて仮想設定によるﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞの過程を実践。 

  ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸでﾌﾞﾗﾝﾄﾞ設定、ﾌﾞﾗﾝﾄﾞのｺﾝｾﾌﾟﾄ～ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ MDの基本構想を計画。 

  それにもとずいた S/S商品企画～ﾃﾞｻﾞｲﾆﾝｸﾞを行い、造形授業と連動しｻﾝﾌﾟﾙ製作する。 

  ﾊﾟﾜｰﾎﾟｲﾝﾄによるﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝを行う事によりｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ力などの個々の能力向上を目指す 
      

コマ 前期      内 容 コマ 内 容 

1論 4/11 ﾏｰﾁｬﾝﾀﾞｲｼﾞﾝｸﾞ概論 7論 6/6 2017AW ﾃﾞｻﾞｲﾝﾏｯﾌﾟ作成 

1演習  ↓  ｱﾝｹｰﾄ、ﾌﾞﾗﾝﾄﾞの設定 9演習  ↓  MDﾏｯﾌﾟ作成 

2論 4/18 ﾌﾞﾗﾝﾄﾞｺﾝｾﾌﾟﾄ、ﾋｽﾄﾘｰ 8論 6/13 MDﾏｯﾌﾟ作成 

2演習  ↓  ﾌﾞﾗﾝﾄﾞｺﾝｾﾌﾟﾄ、ﾋｽﾄﾘｰ作成 9論 6/20 ｱｲﾃﾑﾏｯﾌﾟ作成 

3論 4/25 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｲﾒｰｼﾞﾏｯﾌﾟ、ｱｲﾃﾑﾏｯﾌﾟ作成 10演習  ↓  商品構成作成 

3演習  ↓  ﾌﾞﾗﾝﾄﾞｲﾒｰｼﾞﾏｯﾌﾟ、ｱｲﾃﾑﾏｯﾌﾟ作成 10論 6/27 ﾌﾟﾗｲｽ作成 

4論 5/2 ﾎﾟｼﾞｼｮﾆﾝｸﾞによる市場分析 11演習  ↓  ｻｲｽﾞ構成作成 

4演習  ↓  ﾎﾟｼﾞｼｮﾆﾝｸﾞﾏｯﾌﾟ作成 11論 7/11 ﾏﾝｽﾘｰMDﾏｯﾌﾟ作成 

5演習 5/9 ｲﾒｰｼﾞｷｬﾗｸﾀｰとﾀｰｹﾞｯﾄ分析 12演習  ↓  ﾏﾝｽﾘｰMDﾏｯﾌﾟ作成 

5論 5/16 ｲﾒｰｼﾞｷｬﾗｸﾀｰﾀｰｹﾞｯﾄﾏｯﾌﾟ作成 12論 7/18 ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ 

6演習  ↓  環境分析 ﾌｧｯｼｮﾝﾄﾚﾝﾄﾞﾏｯﾌﾟ作成 13演習  ↓  ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ 

7演習 5/23 2017AW ｲﾒｰｼﾞﾏｯﾌﾟ作成   

6論 5/30 2017AW ｲﾒｰｼﾞﾏｯﾌﾟ作成   

8演習  ↓  2017AW ﾃﾞｻﾞｲﾝﾏｯﾌﾟ作成   

    

    

２０１８年度 カリキュラム科目概要 文化服装学院教務部 

 



コマ 後期     内 容 コマ 内 容 

13論 9/12 ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ戦略 20論 11/14 春、夏ｽﾀｲﾘﾝｸﾞﾏｯﾌﾟ作成 

14演習  ↓  ﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾈｰﾑ設定 28演習  ↓   

15演習  ↓  ﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾈｰﾑの由来 ﾌﾞﾗﾝﾄﾞｺﾝｾﾌﾟﾄ

作成 

29演習  ↓   

14論 9/19 社会環境、現在のﾏｰｹｯﾄ状況 21論 11/21 素材調達 

16演習  ↓  ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ概要作成 ﾃﾞｻﾞｲﾅｰﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ 30演習  ↓   素材調達 

17演習  ↓  ﾌﾞﾗﾝﾄﾞｲﾒｰｼﾞﾏｯﾌﾟ作成 31演習  ↓   素材調達 

15論 9/26 ﾌﾞﾗﾝﾄﾞｲﾒｰｼﾞﾏｯﾌﾟ作成 22論 11/28 MDﾏｯﾌﾟ作成 

18演習  ↓  商品説明 ｱｲﾃﾑ、産地などの特徴 32演習  ↓   MDﾏｯﾌﾟ作成 

19演習  ↓  ﾎﾟｼﾞｼｮﾆﾝｸﾞﾏｯﾌﾟ作成 33演習  ↓   MDﾏｯﾌﾟ作成 

16論 10/3 ｲﾒｰｼﾞﾀｰｹﾞｯﾄ ﾘｱﾙﾀｰｹﾞｯﾄ設定 23論 12/5  ｻｲｽﾞMD、ﾌﾟﾗｲｽMD 

20演習  ↓  商品計画 商品構成 34演習  ↓   販売計画 短期～中期～長期 

21演習  ↓  2018S/Sｼｰｽﾞﾝ情報 ﾄﾚﾝﾄﾞ予測 35演習  ↓   販売ﾁｬﾈﾙ計画 

17論 10/10 2018S/S企画ﾃｰﾏ ｺﾝｾﾌﾟﾄ設定 24論 12/12 販売先計画 

22演習  ↓  ﾃﾞｨﾚｸｼｮﾝﾏｯﾌﾟ作成 36演習  ↓   ｼｮｯﾌﾟﾃﾞｻﾞｲﾝｺﾝｾﾌﾟﾄ作成 

23演習  ↓  ﾃﾞｨﾚｸｼｮﾝﾏｯﾌﾟ作成 37演習  ↓   ｼｮｯﾌﾟﾃﾞｻﾞｲﾝｺﾝｾﾌﾟﾄ作成 

18論 10/17 春、夏ｲﾒｰｼﾞﾏｯﾌﾟ作成 25論 1/16  ｼｮｯﾌﾟﾃﾞｻﾞｲﾝｺﾝｾﾌﾟﾄ作成 

24演習  ↓   26論 1/23  展示会企画書作成 

25演習  ↓   38演習  ↓    展示会企画書作成 

19論 10/24 春、夏ｽﾀｲﾘﾝｸﾞﾏｯﾌﾟ作成 39演習  ↓   展示会企画書作成 

26演習  ↓   27論 1/30  ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ計画作成 

27演習  ↓   28論  ↓   ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ計画作成 

  40演習  ↓   ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ計画作成 

  41演習 2/20 ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ 

  42演習  ↓  ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ 

  
評価方法・対象・比重 

マーチャンダイジング論 

マーチャンダイジング演習：課題提出80％、授業姿勢20％ 



  
主要教材図書               

参考図書   

その他資料  
 

記載者氏名  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

科ｺｰﾄﾞ    12423 

科目ｺｰﾄﾞ 001020 

科  名 ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙﾏｰﾁｬﾝﾀﾞｲｼﾞﾝｸﾞ科３年 

科目名 アパレル造形 Ⅱ 

単  位   １２ 単位 

授業期間 前期・後期 
 
担当教員(代表)：花田 浩朝 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） 

各自コンセプトに基づいたクリエーション性の高いデザインの表現力を向上させる。 

  

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、 
 

アパレル造形論 Ⅱ         前期１単位 後期１単位 （001020） 

   アパレル造形演習 デザイン Ⅱ   前期２単位 後期２単位 （001120） 

   アパレル造形演習 実技 Ⅱ     前期３単位 後期３単位 （001320） 

   

１、プライベートブランドⅠ （春夏アイテム 一重ジャケットとボトム） ３５コマ   前期 

      デザイン・パターン・実物製作・プレゼンテーション                                

２、バザー作品  ３７コマ  前期・後期 

   文化祭バザー作品  デザインから販売まで  ※グループ製作  

３、プライベートブランドⅡ （秋冬アイテム）４２コマ  後期 

デザイン・パターン・実物製作・プレゼンテーション   

４、立体裁断  ２７コマ  前期・後期 

３面構成のジャケット 

４面構成のジャケット 

ラグランスリーブコート 

      ※文化ヌードボディ使用   

    ５、プライベートブランドⅢ（春夏アイテム 卒業制作作品）４３コマ 後期 

          デザイン・パターン・実物作品・プレゼンテーション        

 
評価方法・対象・比重 

  制作物・実技試験・出席状況 

 
 
主要教材図書    
  ファッション大系・・・スーツ・ベスト  コート・ケープ  服飾造形応用編（特殊素材 高級素材） 
             立体裁断（基礎編 応用編）  

参考図書   各種コレクション情報 

その他資料  実物参考標本 プリント 
 

記載者氏名 花田 浩朝 
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科ｺｰﾄﾞ    12423 

科目ｺｰﾄﾞ 401100 

科  名 ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙﾏｰﾁｬﾝﾀﾞｲｼﾞﾝｸﾞ科 3年 

科目名 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】  

筆記試験（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 
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科ｺｰﾄﾞ    12423 

科目ｺｰﾄﾞ 101520 

科  名 インダストリアルマーチャンダイジング３年 

科目名 ニットアパレル造形 Ⅱ 

単  位 ２単位 

授業期間 通年 
 

担当教員(代表)：御田 昭子 共同担当者：下村 みち代 

 

教育目標・レベル設定など 

ニットの基礎知識を習得し、アパレルにおけるニット製品の製作工程や技術、ニットに使用される素材・編み地につい

て商品知識と共に学ぶ。 

ニットアパレル造形Ⅰを基礎とし、家庭用手編み機、工業用手横機を使用してニット商品のデザイン発想、 

ニット商品の仕様書などを学ぶ。 
 

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 
 

＊ ハンドから工業ニット商品まで、いろいろなニット商品サンプルの解説 

＊ 家庭用手編み機（4.5ピッチ 片板機）について 

   ・家庭用手編み機の構造と各部品説明 ・使用方法と使用上の諸注意 

＊ 基礎編み各種  

   ・家庭用手編み機使用 

   ① ゲージ差（編み目の変化、ゲージ、ゲージダイヤルを理解する為） 

② 三原組織（メリヤス パール リブ）の理解と用具の使用法 

 ③ ファンシーヤーン素材スワッチ作成 

④ 変化組織について ＪＩＳ記号の理解  

⑤ パンチカードによる模様作成など 

   ・工業用手横機使用 

①  手横機 基礎編み 

＊ ニット素材・編み地について 

＊ ニット製品縫製方法 リンキング 

＊ ニット商品の解説 

・リンキング各種 ・仕様書解説 

＊ ニット製品の企画から商品になるまでの流れ 現状解説 

＊ 機械編みをメインにニット素材に合う小物を製作    

  

評価方法・対象・比重 

  提出物 …８０％ 

出欠席・授業姿勢…２０％ 
 
主要教材図書 

ニットの基礎技術 

参考図書  ニットの実用知識 オリジナルプリント 

その他資料 
 

記載者書名欄 御田 昭子 
 
 

２０１８年度 カリキュラム科目概要 

年度 カリキュラム科目概要 

文化服装学院教務部   



 

 
 

科ｺｰﾄﾞ    12423 

科目ｺｰﾄﾞ 001400 

科 名 ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙﾏｰﾁｬﾝﾀﾞｲｼﾞﾝｸﾞ科 ３年 

科目名 アパレル造形演習 カット＆ソー 

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的知識とミシン活用 

美しいシルエットを立体裁断のパターンを取得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縫製知識と各種ミシンの縫製技術の理解 

商品作りの知識の取得 

 

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縫製知識 

パリコレや東京コレクションの経験と知識、情報を伝えての豊かな商

品つくり 

立体パターンの基本知識・・・美しいシルエットのダーツ無しパターン習得 と 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 

アパレルで企画するインクジェットプリントと製品染めの理解  

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・パターン・縫製・・・・・伸びの少ない天竺タイプのゆとりのあるパター

ン、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

ンの作図 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 

              各種ミシン技術の習得 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 

２０１８年度 カリキュラム科目概要 文化服装学院教務部 



             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

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 

参考図書    洋書 

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    12423 

科目ｺｰﾄﾞ 200700 

科  名 ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙﾏｰﾁｬﾝﾀﾞｲｼﾞﾝｸﾞ科３年 

科目名 テキスタイル造形演習 

単  位 ２単位 

授業期間 通年 
 

担当教員：真田玲子  

 

教育目標・レベル設定など 

前期：「手織り」を通じて、布帛の構造や特徴を理解することで、アパレルデザインにおけるテキスタイルの可能性を学

ぶ。 

後期：テキスタイルデザインにおける先染め、後染め、染色仕上げ加工の技法の理解と習得。 

 
 
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、 

 

「織物実習」 

 

①基礎織り------紡毛 綿糸 ２種の糸を用いて制作通して素材違いから織物風合い 特徴を理解する。 

                                       

②ウールの原毛フェルトによる 立体小物制作 

 

③プラプレートによる表面効果 アルミホイル スポンジなど 様々な資材で線から面を構成する。 

 

（① との並行作業）（10コマ） 

 

 

「染色加工」 

           

 ① 布地の造形要素として背景、意義、目的の理解をする 

   精錬 漂白等工程の復習 

   先染め 直接酸性染料にて原料、繊維の染色を学ぶ 

② テクスチュアと加工、後加工、溶解、縮絨等表面加工。地風、地合いの表現を学ぶ  （10コマ） 

 

 

 

「オリジナルの布作り」 

    

   卒制や コンテスト出品をふまえ 各自の企画でオリジナルテキスタイル制作 

   また、アパレル素材 ファッショングッズ、小物の企画、制作  （10コマ） 

 

 

 
評価方法・対象・比重 ：  

課題 80％ 授業態度 5％ 出席 10％ 提出期限 5％ による総合評価 
 
主要教材  アパレル染色論（文化服装学院教科書） 

参考図書 なし 

その他資料 なし 
 

記載者書名欄 眞田玲子 

 

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    12423 

科目ｺｰﾄﾞ 600920 

科  名 インダストリアルマーチャンダイジング科３年 

科目名 ファッションマーケティングⅡ 

単  位 ２単位 

授業期間 通年 
 

担当教員(代表)：波多野 辰美 共同担当者： 

 

教育目標・レベル設定など 

アパレル業界におけるマーケティング業務の実務を講義と実習により指導し、ファッションマーケティングの基礎知識を

習得させる「実学」を目指す。 

 

授業概要＝テーマ(大・中・小項目)、方法(講義・演習・実験・リサーチ・グループ活動など)、製作物、 

テーマ別所要コマ数、他科目との関連性、使用パソコンソフト名・ボディ種類、見学先 

 

（前期） 

テーマ  マーケティングの概要  講義  コマ数＝５ 

 ・マーケティングとは     ・ファッションマーケットの現状    ・広義のブランド力とは   

・ファッションブランド構築の方法論    ・カセット企画とは     

 

テーマ  ブランドマーケティング実践  実習  コマ数＝７ 

 ・ブランドのターゲット設定  ・ターゲットイメージマップ作成   ・ブランドコンセプト設定 

 ・ＭＤマップ作成       ・ブランドプレゼンテーション 

 

（後期） 

テーマ  ファッション業界の計数管理  講義  コマ数＝４ 

 ・ＶＭＤとＳＫＵ管理       ・アパレル業界の計数管理 

 ・売上予算作成からの生産計画   ・アイテム別生産計画表 

 

テーマ  ブランドマーケティング実践  実習  コマ数＝１１ 

 具体的な商業施設を想定したブランドマーケティング 

 ・ターゲット設定と分析      ・コンセプト設定 

 ・イメージマップ作成       ・生産計画表作成 

 ・ＭＤマップ作成         ・プレゼンテーション 

 

評価方法・対象・比重 

出席  10%  課題  40%  授業内課題  30%  授業理解度  20% 

 
主要教材図書 
 

参考図書 

その他資料 
 

記載者書名欄 

２０１８ カリキュラム科目概要 

年度 カリキュラム科目概要 

文化服装学院教務部   



いんだすと 

 
    

科ｺｰﾄﾞ    12423 

科目ｺｰﾄﾞ 605600 

科 名 インダストリアルマーチャンダイジング科 3年 

科目名 ビジュアルマーチャンダイジング 

単  位   １単位 

授業期間 前期 

 

担当教員(代表)：平山 安芸子 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） 

ビジュアルマーチャンダイジングの基礎知識と店舗、売場に必要な各ディスプレイテクニックを学び、 

販売職等の実践に役立てる。 

  

コマ 内 容 コマ 内 容 

1 VMD概論（講義） 店舗、ウインドウ 画像投影 

＜VMDとは、VMDの役割、VMDの法則等＞ 

8 

9 

校外授業（百貨店見学） 

＝クリスマスディスプレイ＝ 

2 ボディの使い方（講義、実技）◎着せ方、レイアウト 

＜商品が洋服の場合のVP.PPのディスプレイ法＞ 

10 ハンギングについて（講義、実技）◎ハンギングルール 

＜売場内のIPの見せ方＞ 

 

3 マネキンの使い方（講義、実技）◎着せ方、レイアウト 

＜商品が洋服の場合のVPのディスプレイ法＞ 

11 

12 

売場のレイアウト（講義、実技） 

＜目的に合ったゾーニングの仕方、売場作り＞ 

4 構成の仕方（講義、実技）雑貨、食器他 

＜商品が雑貨、食器類の場合のディスプレイ法＞ 

13 

 

PPの作り方他（講義、実技）◎雑貨他 

＜VP.PP.IPを完成させ、魅力的な売場にする＞ 

5 スカーフ、ハンカチの扱い方（実技） 

＜洋服にプラスして、より魅力的に見せるディスプレイ法＞ 

14 卒展アドバイス 

6 ネクタイの扱い方（実技） 

＜洋服にプラスしてより魅力的に見せるディスプレイ法＞ 

  

7 商品のたたみ方、置き方（講義、実技） 

＜売場内のIPの見せ方＞ 

  

 

評価方法・対象・比重 

 

授業内の実技の出来ばえ、授業態度、出席率の総合で評価する 
 
主要教材図書   文化ファッション大系 ファッション流通講座 8                

参考図書 スカーフ・ストール・マフラー日本文芸社  NECKTIE 婦人画報社 他 

その他資料  
 

記載者氏名 平山 安芸子 

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    12423 

科目ｺｰﾄﾞ 606500 

科 名 インダストリアルマーチャンダイジング科３年 

科目名 セールスワーク 

単  位 １単位 

授業期間 後期 
 
担当教員(代表)：宮本 智幸 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。） 

・販売員の重要性とその基本業務を理解する。 

・ビジネスマナーの習得。 

  

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 

売場で得られるお客様の声を基にした商品企画、商品提案の重要性から 

販売員を経験することの必要性を考えるきっかけを与える 

自己紹介・フリートークをし、コミュニケーションの重要性を知る 

 

2． 販売員の基本マナー 

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、サンキューレター、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 

洋服とともに提案されるネクタイ、スカーフ、ストール・マフラーなど小物商品の 

提案の幅を広げる 

 

 
評価方法・対象・比重 

出席状況・授業態度・ロールプレイングによる総合評価  

 
 
主要教材図書                   

参考図書  

その他資料  
 

記載者氏名 宮本 智幸 

 

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  12423 

科目ｺｰﾄﾞ 200000 

科  名 ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙﾏｰﾁｬﾝﾀﾞｲｼﾞﾝｸﾞ科３年 

科目名 アパレル素材企画 

単  位    １ 単位 

授業期間 前期 
 
担当教員(代表)：村瀬 史憲 共同担当者：  

 
 

【授業概要、到達目標・レベル設定】 

商品作成の方法とルールを実践的に学習することで製品企画実務の理解をするとともに実務レベルでの簡単な

実践を行う。専門的内容を理解しやすく簡略化したうえで、一般論として学生が受け入れられ理解できる講義内

容の設定とする。 

 

【授業計画】 

コマ 内 容 コマ 内 容 

1 オリエンテーション 16  

2 ブランディングについて ブランド分析 17  

3 商品企画実務：素材基礎知識 18  

4 プリントについて 19  

5 素材実習 生地選定 20  

6 生地選定発表、機能素材について 21  

7 先染めシュミレーションＡ 22  

8 先染めシュミレーションＢ 23  

9 プリントシュミレーションＡ 24  

10 プリントシュミレーションＢ 25  

11 オリジナル素材開発Ａ 26  

12 オリジナル素材開発Ｂ 27  

13 レポート作成、総括 28  

14  29  

15  30  

 
【評価方法】  

学業評価５０％、授業姿勢５０％ 

 
主要教材図書                   

参考図書  

その他資料  
 

記載者氏名 村瀬 史憲 

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  12423 

科目ｺｰﾄﾞ 504020 

科  名 インダストリアルマーチャンダイジング科 3 年 

科目名 グラフィックワークⅡ 

単  位 2単位 

授業期間 通年 
 
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】 

ファッション産業におけるグラフィックの役割と有効性を理解し、ファッション表現の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と同時に、各自の企画デザイン力及びプレゼンテーション
能力の習得、向上を目標とする。ブランド企画に基づいた、ロゴ及びブランディングツール製作を通してグラフィッ
クによるファッションブランディングの意識を養う。 

  

【授業計画】 

授業概要 
(1)ブランドロゴの製作(6コマ) 
   ・CI(コーポレートアイデンティティー)について 
     ・ブランドロゴの機能と役割 
     ・シンボル、図形、マークのデザイン製作 
     ・文字、タイプのデザイン製作 
 
(2)ブランディングツールのデザイン(6コマ) 
   ・各ブランディングツールの機能と役割 
     ・商品下げ札(プロダクトカード)のデザイン 
     ・織りネーム(ブランドタグ)のデザイン 
     ・ショッパーのデザイン 
     ・自由製作 
 
(3)コンセプトビジュアルの製作(4コマ) 
     ・ブランドのコンセプトをビジュアルイメージで表現する。 
     ・画像のコラージュ、加工、編集による表現。 
 
(4)スタイリングマップの製作(4コマ) 
     ・スタイル分析 
     ・イラストレーターによる写真の構成、エディトリアル 
 
(5)ブランド・シグネチャーパターンの製作(6コマ) 
     ・モノグラムのデザイン 
   ・オリジナルテキスタイル商品の企画デザイン 
     ・Illustratorによるオリジナルグラフィックパターン/柄の制作 
     ・柄の送り、四方連続リピート 
     ・柄の配色バリエーションの製作 
     ・柄のデザイン画、アイテムへの落とし込み 
     ・モックアップイメージへの展開 
     ・レイアウト、デザイン解説とまとめ 
 
(6)デジタルファッション画の制作(4コマ) 
     ・Photoshopによるファッションデザイン画、スタイル画の製作 
   ・Illustratorによる衣服製品図の製作 
     ・デザイン展開 
     ・デザイン画のまとめ方/レイアウト 
 
 
使用ソフト 
     ・Mac 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    12423 

科目ｺｰﾄﾞ 980031、980032 

科  名 ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙﾏｰﾁｬﾝﾀﾞｲｼﾞﾝｸﾞ科 3年 

科目名 特別講義ⅢＡ、Ｂ 

単  位   ２単位 

授業期間   通年 
 
担当教員(代表)：花田 浩朝 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） 

  レギュラー授業には含まれない関連分野の専門知識を習得する。 

  

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、 就職活動情報 （1コマ） 

2、 コレクション情報 （2コマ） 

3、 テキスタイルトレンド情報（2コマ） 

4、 メンズウェアの企画から立ち上げについて （1コマ） 

5、 企業におけるマーケティング活動 （1コマ） 

6、 流行色解説 （2コマ） 

7、 販売業務（2コマ） 

8、 ニューヨークコレクション情報 （1コマ） 

9、 広告活動と広告戦略（3コマ） 

10、 テキスタイル制作 （2コマ） 

11、 メンズウェア概論 （1コマ） 

12、 アウトドアウェアの基礎知識 (1コマ) 

13、 毛皮の基礎知識 （2コマ） 

14、 ユニフォームの基礎知識 (1コマ) 

15、 世界の布・織物 (2コマ) 

16、 舞台衣装の知識 (1コマ) 

17、 シューズの商品知識（1コマ) 

18、 ヴィジュアルマーチャンダイジングの目的 (4コマ)   

 

 
評価方法・対象・比重 

  出席状況 

 
 
主要教材図書                   

参考図書  

その他資料  
 

記載者氏名 花田 浩朝 
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科ｺｰﾄﾞ    12423 

科目ｺｰﾄﾞ 947300 

科  名 ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙﾏｰﾁｬﾝﾀﾞｲｼﾞﾝｸﾞ科 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)：花田 浩朝 共同担当者： 三井 真奈美 

 
 

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） 

各自コンセプトに基づいたクリエーション性の高いデザインの表現力を向上させる。 

  

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、 
 

 ・企業とのコラボレーションにより自己の可能性を発見し創造性の領域を広げる。 

  人と人との様々な繋がりと調和が必要となるため柔軟な人間力、コミュニケーション能力を 

身につける。 

 
評価方法・対象・比重 

  出欠、作品・商品制作及びレポート提出 

 
 
主要教材図書    
   
 

参考図書    

その他資料   
 

記載者氏名  花田 浩朝 
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科ｺｰﾄﾞ    12423 

科目ｺｰﾄﾞ 970000 

科  名 ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙﾏｰﾁｬﾝﾀﾞｲｼﾞﾝｸﾞ科 3年 

科目名 卒業研究・創作 

単  位   ４単位 

授業期間   後期 
 
担当教員(代表)：花田 浩朝 共同担当者： 

 
 

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

  ・マーチャンダイジング計画（ブランド設定からプレゼンテーションまで） 

・ブランドのパイロット商品の開発（デザイン開発及び製品製作） 

  

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、 
 
 
 

プライベートブランドⅢの企画とし、２０２０Ｓ／Ｓのマーチャンダイジング計画に 

基づき商品開発を行う。    (６３コマ) 

1、デザイン・パターン・実物製作 

                       

2、卒業製作ショー 

  ショーの運営（企画からショー・展示の実施まで） 

 

     

 

 
評価方法・対象・比重 

  制作物・出席状況 

 
 
主要教材図書                   

参考図書   各種コレクション情報雑誌 

その他資料  トワル仮縫い及び実物参考作品 
 

記載者氏名 花田  浩朝 

 

２０１８年度 カリキュラム科目概要 文化服装学院教務部 

 


