
 

 
 

科ｺｰﾄﾞ  12612 

科目ｺｰﾄﾞ 24000 

科  名 ニットデザイン科２年 

科目名 ニ ッ ト 概 論 

単  位   ２単位 

授業期間 （  通年  ） 
 

担当教員(代表)：近藤 幹也 共同担当者： 下村 みち代 御田 昭子 
 

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） 

使用素材や作成方法など、ニット全般にわたる商品と技術について、基礎的な知識を学習する。将来、デザイナーとして必要

な、商品企画や物づくりのための、幅広く体系的な見識と技量の養成を目指す。 

具体的には、主として、ニットの代表的な商品である成型セーターの工業品としての｢物づくり｣に必要な、各段階での技術的

知識及び管理方法とそのいろいろな実践的な応用方法を習得させる各論重視の教授を行う 
  

授業は、講義を基本とし、その主要な内容は次の通りとする。 

 

１、ニットの基礎知識（４コマ） 

  1）編地と織物及び特性  2）編成の原理  

  3）ニットの構造及び分類  4）ニットの用途及び代表的な製品セーターの解説 

 

２、ニット用糸の解説（３コマ） 

  1）糸に関する一般的な解説  

  2）ニット用糸の必要事項、(編成ゲージと番手、番手のいろいろな計算法及び演習、斜行) 

 

３、ニットの主要素材（４コマ） 

  1）素材の分類  2）主要素材原料の解説  

  3）素材の染色及び加工処理 (染色の方法、染料、色に関するトラブル、化学的及び物理的加工処理法) 

 

４、ニット素材及び製品の染色と加工（４コマ） 

  1）原素及び糸などの染色(染色の方法、染料、色に関するトラブルなど) 

  2）原素及び糸の化学的及び物理的加工処理法など 

 

５、編 機（２コマ） 

  1）編機の種類と分類  2）編機のゲージ 

  3）編機の技術確信ポイント  4）主要編機の編成方法と特徴 

 

６、編 成（３コマ） 

  1）適正ゲージ  2）成型編の方法(主要成型編法、休止編法と無縫製成型編の原理など)  

  3）主要付属部品の編成法 

 

７、編 地（４コマ） 

  1）組織及び分類  2）主要組織の解説 

  3）組織図の解説及び演習(編地の分解、組織図の作成)  4）主要編地の特徴 

 

８、ニットの縫製（３コマ） 

  1）ニット縫製の特徴  2）リンキング縫製とその品質管理 
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９、ニットの整理仕上げ法（３コマ） 

  1）整理仕上げ法とその分類 

 

10、工場及び展示会などの見学 

 
評価方法・対象・比重 

試験 ８０ ％    出欠 ２０ ％ 

 
 
主要教材図書 改訂版 ｢ニットの実用知識｣  文化ファッション大系 工業ニット                  

参考図書 随時、「ニット生産概論演習」、及び英訳資料「衣料科学技術」（原書：Clothing Technology ）など。 

その他資料  
 

記載者氏名  下村 みち代  

 



 

 
 

科ｺｰﾄﾞ  12612 

科目ｺｰﾄﾞ 13351 

科  名 ニットデザイン科 2年 

科目名 ニットアパレル造形 

単  位  前期９・後期 8単位 

授業期間 （通年） 
 

担当教員(代表)：下村 みち代 共同担当者： 御田 昭子 

 
 

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） 

ニットに関する専門職に従事することを想定して、ニット産業界の構造からニット製品の基本的な知識までを総合的に学ぶ。

ニット独自の素材の糸や編地別の表現や製作上の特徴を理解したうえで、それらを有効に生かしたデザインを発想し表現す

る。また個性やオリジナリティなどの表現を大切にし、ニット素材による衣服作りを「デザインと製品化」の視点から教育す

る。2年次は編み地の特質を生かした物づくりのプロセスを習得する基礎段階とする。 
  

ニットアパレル論ⅠＡ 13351 （2 コマ） 

ニットアパレル論ⅠB  13352 （2 コマ） 

ニットアパレル演習デザインⅠＡ 13451 （2 コマ） 

ニットアパレル演習デザインⅠB  13452 （2 コマ） 

ニットアパレル演習実技ⅠＡ 13551 （５コマ） 

ニットアパレル演習実技ⅠB  13552 （４コマ） 

 
 

コマ数  題目 

6 ニットの一般常識 

14 鉤針編み・棒針編み・機械編みの基礎・部分編み 

30 プルオーバー（機械編み）実物製作・レポート 

14 スカートⅠ（たて方向・機械編み）実物製作・レポート 

18 部分編み各種（鉤針編み・棒針編み・機械編み）実物製作・レポート 

14 スカートⅡ（よこ方向・機械編み）実物製作・レポート 

30 カーディガン（鉤針編み）実物製作・レポート 

12 バザー作品 

8 ゴム機基礎・模様編みⅠ 手横基礎 

10 ニット小物（靴下・手袋） 

18 部分編み各種（鉤針編み・棒針編み・機械編み） 

12 布帛とニットのミックス作品（ニット部分） 

33 ラグランスリーブプルオーバー（棒針編み）実物製作・レポート 

36 修了作品 実物製作 

8 ゴム機基礎・模様編みⅡ 

28 その他スワッチ製作、伝統ニット「など 
 
評価方法・対象・比重 

筆記試験 授業姿勢 出欠 
 
主要教材図書  文化ファッション大系 アパレル生産講座 ニットの基礎技術・工業ニット 

参考図書 繊維産業構造改善事業協会編 ニットアパレルＩ・ＩＩ 

その他資料 オリジナルプリント 
 

記載者氏名 下村 みち代  

 

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  12612 

科目ｺｰﾄﾞ 44210 

科  名 ニットデザイン科２年 

科目名 ニットコンピュータシステム演習基礎 

単  位 1 

授業期間 後期 

 

担当教員(代表)：前田 亜希子 共同担当者：岩佐 光輝 

 

教育目標・レベル設定など 

工業用編機を用いたニット製品の生産システムを理解するため、横編みの編成原理と編み立て方法を学ぶ。 

デザインシステムとコンピュータ編機を使用して編地を製作し、3年次の工業ニット作品制作の基礎となる 

知識を養う。 

 
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コンピュータ制御編機概論  

  緯編みと経編みの違い、ニットの特徴について 

 

  家庭機と工業機の違い 

 

  編成方法の種類 

 

  ニットの三原組織、ニットタックミスについて 

 

  機種による針の違い、用途について 

 

  編地作成手順・適性番手について 

 

 

２デザインシステム実習 

 

  コンピュータ編機のシステム流れ 

 

  色番号と描画の関係 

 

  グループによる編地の編み立て実習 

（リンクス柄組・編み立て、タック柄組・編み立て、ダブルジャカード柄組・編み立て） 

 

編地発想 

 

３島精機見学（２コマ）   

 
評価方法・対象・比重 

出席、授業姿勢５割、レポート５割 
 
主要教材図書 

文化ファッション大系 工業ニット 

参考図書 

ニットアパレルⅠ・Ⅱ 

その他資料 

島精機製作所ＳＤＳ自動制御システム取り扱い説明書、講習テキスト 
 

記載者書名欄 前田 亜希子 
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科ｺｰﾄﾞ  12612 

科目ｺｰﾄﾞ 03911 

科  名 ニットデザイン科 2年 

科目名 ドレーピング ⅠA 

単  位   3単位 

授業期間 前期（39コマ） 
 

担当教員(代表)：齊田 信子  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） 

立体裁断を通して服作りの基本理論と技術をニットとの関連性を持たせて創造表現出来るように指導する。 

  

・デザインの読み取り方、パターン構成を学ぶ 

 

 テーマ      時数   指導内容                   学習内容と製作物 

  

ドレーピングについて    ドレーピングの学び方服作りの基本理論と   

（立体裁断）        技術をニットとの関連性を持たせて創作表現  

              出来るように指導する。 

             

ドレーピング準備   ３  ボディの考察 

              用具の説明                  ・ボディのライン確認 

              ボディの目標線入れ 

              トワルの扱い 

 

原型         ６  平面作図と比較しながらドレーピングで原型を  ・原型 

              製作させ合わせて胸ぐせを理解させる。     ・胸ぐせ サイドダーツ（説明のみ） 

                                           ネックダーツ 

                                           ショルダータック 

                                     ・原型の比較（平面と立体） 

 

ブラウス       ９  応用としてシャツカラーのブラウスを      ・シャツカラーのブラウス 

              製作させる。 

 

衿          ４  基本的な衿を平面で説明、ドレーピング     ・スタンドカラー 

              させる。                   ・フラットカラー 原型に各種衿をつける 

                                     ・セラーカラー  

                                      

袖          １  袖の基本パターンで説明し袖つけを指導する。  ・シャツカラー 

                                         シャツカラーのブラウス 

                                     ・原型にセットインスリーブをつける 

                                         （半袖） 

                                                                                       

スカート      １１  基本となる４種のスカートを平面作図と比較   ・タイトスカート（展示発表をする） 

              しながらドレーピングで製作し各種の特徴    ・セミフレアスカート 

              を理解させる。                ・フレアスカート 

                                     ・ギャザースカート（ヨーク付） 
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                                         展示発表をする 

                                     ・タイト・セミフレア・フレアスカート 

                                         パターンの比較をする 

グレーディング    ２  基礎知識と原型を把握させる 

              基礎理論を原型で理解させる（拡大縮小）    ・実物原型で拡大縮小をする 

 

ラグランスリーブ   ６  作図で身頃つづきの袖を説明し、実物で     ・各自ラグランスリーブの作図をする 

              半身製作させる。 

 
評価方法・対象・比重 

 評価（製作物） 
 
主要教材図書  
アパレル生産講座３ 立体裁断（基礎編） 服飾造形講座１ 服飾造形の基礎  

服飾造形講座２ ブラウス、ワンピースドレス                 

参考図書  

その他資料  
 

記載者氏名 齊田信子 

 



 

 
 

科ｺｰﾄﾞ  12612 

科目ｺｰﾄﾞ 03912 

科  名 ニットデザイン科 2年 

科目名 ドレーピング ⅠB 

単  位   3単位 

授業期間 前期（39コマ） 
 

担当教員(代表)：齊田 信子  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） 

前期 Aで学んだことを基本として、その応用としてスーツを製作させ、ニットの各所に利用できるように指導する。 
  

・デザインの読み取り方、パターン構成を学ぶ 

 

テーマ          時数   指導内容             学習内容と製作物 

 

 

布帛とニットの組み合わせ  １４  布帛とニットの組み合わせ      ・トワル仮縫い後ニットパターンに 

 

                  服をデザイン製作させる        修正製作をする 

 

                  動作を主体とした袖の作図を     ・実物で製作する 

 

                  指導する 

 

 

 

スーツ           ２５  スーツの基本としてマンテーラード  ・マンテーラードスーツ 

 

                  スーツプリンセスライン・パネル   ・プリンセスラインのジャケット 

 

                  ラインのジャケットを作図ととも   ・パネルラインのジャケット 

 

                  に指導する 

 

 

 

試験（後期）         ３  デザイン画を示してドレーピング   ・新文化ボディ（ヌードボディ） 

 

                  をさせる。  

 
 
評価方法・対象・比重 

評価（製作物・試験） 
 
主要教材図書  
アパレル生産講座 3立体裁断（基礎編） 服飾造形講座 4スーツ・ベスト 服飾造形 5コート・ケープ 

                

参考図書  

その他資料  
 

記載者氏名 齊田信子 
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科ｺｰﾄﾞ  12612 

科目ｺｰﾄﾞ 49201 

科  名 ニットデザイン科 2年 

科目名 ニット特論Ⅰ 

単  位   １単位 

授業期間 （  通年  ） 
 

担当教員(代表)：下村 みち代 共同担当者： 御田 昭子 

 
 

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） 

専門教科に関連し、より知識の充実をはかる集中授業、および一般教養を深める集中授業。 

  

１．素材の知識 

  糸（素材）に関する様々な知識を糸商からの実際のサンプルを通し解説。現場の生の声を聞く 

（丸安毛糸㈱ 松井 裕作先生）１コマ 

 

２．丸編機におけるカットソー （マレイ有限会社 西川 真令先生）３コマ 

 

３．ニットデザイナーについて(蟹江 さくら氏)２コマ 

 

４．商品ディスプレイの基礎知識  ショップ実務（川上 理恵先生）１コマ 

  

５．企業デザイナーについて（ヴェントリロクイスト根本氏・伊藤氏）１コマ 

 

６．帽子について（太田 泉先生） 

 

７.企業デザイナーについて(未定) ２コマ 

 

８．カウチンセーターについて（ケヴィン牛島氏）２コマ  

 
評価方法・対象・比重 

出欠状況によりP評価 

 
 
主要教材図書                   

参考図書  

その他資料  
 

記載者氏名 下村 みち代 御田 昭子 
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2015 年度　カリキュラム科目概要 文化服装学院教務部　　１

科コード
科目コード

科　名
科目名

単　　位

授業期間

　

担当教員（代表）： 共同担当者：

教育目的・レベル設定など

授業概要＝テーマ

評価方法・対象・比重 作品、学年末試験、出席状況

主要教材

記載者署名欄

その他資料

(5)5.

(3)1.

(4)2.

(6)6.

7. (2) デザイン発想と展開 テーマの基にデザイン Aに対して B.C.... と衣服のデザインを展開

２

ファッションデザイン画Ⅱ

水野雅己

通年

水野雅己

文化ファッション大系　服飾関連専門講座❹　ファッションデザイン画
オリジナルテキスト

(3)3.

前期１～4

後期 5～７

人体のプロポーションを把握し、角度と動きを立体的に描く表現技術を習得する

画材研究／素材と柄表現　マーカーで描くデザイン画

マーカーの使い方、マーカーに適した柄表現

(3)4. アイテム研究 アイテムの歴史から現代ファッションデザイン発想・展開

アンダーウェアー／スイムウェアー

ファッションデザインワーク

１つのテーマ設定の基４スタイルのデザインをスタイル画表現・アイテム製品図を

イメージボードにまとめる。

修了作品／校内ファッション画展

これまで習得した技術の成果をまとめる

デザイン発想 デザインワークとして編み地からのニットデザイン

ニットデザイン科　２年

ファッションデザインの基礎から商品企画提案をデザイン画にしてファイル化とプレゼンテーションすること。
画力育成には自分に合った表現を自ら見つけ出そうとする力を養い、ニットデザインにおける独自の画風を見つける。



 

 
 

科ｺｰﾄﾞ  12612 

科目ｺｰﾄﾞ 20110 

科  名 ニットデザイン科 ２年 

科目名 アパレル染色演習 Ⅰ 

単  位   １単位 

授業期間 半期（ 前期 ） 
 

担当教員(代表)： 篠原 幸子 共同担当者： 伊藤 望 

 
 

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） 

テキスタイル染色に関する基礎的な知識、技法を各種実験・実習を通じて得る事により、アパレルに応用展開できる 

 能力を養う。 さらに、染色・加工の観点からテキスタイルについて理解を深める事を目標とする。 

  

 

１. 染色概論 （ １コマ ）   ・主な染料の種類と染色性、染色の仕組み、染色条件について  （講義） 

 

２. 原毛染色および三原色の混色によるカラートライアングルの作成 （ ３コマ ） 

                   ・羊毛の酸性染料による浸染法と、先染め後染めについての理解 （実習） 

                   ・カーディングについて 

 

３. 縮絨加工 （ ２コマ ）   ・羊毛の縮絨性について                   （講義） 

・原毛からのフェルト制作                  （実習） 

・ニードルパンチの応用、 

・糸紡ぎの方法  

 

４. 絞り染め （ ２コマ ）   ・素材別、技法別、染料別による表現効果の違いについて  （講義・実習） 

 

５. 糸染色 （ ２コマ ）    ・糸の浸染方法（                        実習） 

 

６. 顔料による捺染 （ ２コマ ） ・捺染の種類、染料と顔料の違い、特殊プリント加工について   （講義） 

                     ・型染めとスクリーンプリントの技法              （実習） 

 

７. アパレル製品の取り扱い （ ２コマ ） ・染色堅牢性に関わる知識の理解  （染色堅牢度実験）                   

 
評価方法・対象・比重 

      各実験・実習ごとの作品、レポートによる総合評価 

  
 
主要教材図書  

文化ファッション大系 服飾関連専門講座 3. アパレル染色論                   

参考図書  

その他資料  
 

記載者氏名         篠原 幸子 

 

２０１５年度 カリキュラム科目概要 文化服装学院教務部 

 



 

 
 

科コード  １２６１２    科名     ニットデザイン科 ２年 

科目コード  ５３０１０  科目コード  色彩計画Ⅰ 

単  位 1 

授業期間 前期 
 

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』で学習した色彩の知識を基礎とし、ファッションデザイン、コーディネーションにおいて計画的

に行う色彩活用の技術や考え方を学習する。 

 
 

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  ファッションにおける色彩の役割 

  色彩の基礎（復習）      〈講義および演習 1コマ〉 

２．配色  色相・トーンによる配色 

  基調色と配合色 

   色相・トーンに基づいたアソートカラーパレットと配色 〈講義および演習 2コマ〉 

３．配色技法 ファッションカラーコーディネーション 

   トーン・オン・トーン／フォ・カマイユ 

   トーン・イン・トーン／トーナル 

  配色の技法 

   無彩色の配色 

   ナチュラルハーモニー／コンプレックスハーモニー 

   アンダートーン 

  ファッションイメージと配色     〈講義および演習 6コマ〉 

４．色彩計画 色彩と産業／色彩と心理 

   流行色の仕組み 

   色彩の心理的な効果（興奮色と沈静色）／色彩嗜好 

  色彩計画① 

   カラートレンド情報からのコンセプト、イメージ構築 

  色彩計画② 

   デザインからのカラーバリエーション展開  〈講義および演習 6コマ〉 

 

評価方法・対象・比重 

各演習課題に対する総合評価を主とし、出席など授業態度を加味して最終評価とする。 

 
主要教材図書 
文化ファッション体系『服飾デザイン』（文化出版局） 

参考図書 

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 

 

２０１５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  12612 

科目ｺｰﾄﾞ 35020 

科  名 ニットデザイン科２年 

科目名 服 飾 手 芸 Ⅱ 

単  位   １単位 

授業期間 （ 前期   ） 
 

担当教員(代表)：下村 みち代 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） 

作品制作の上ではさまざまなレース技法が欠かせない。 

鉤針では表現できない種類のレースを学び、創造力を養いニット作品に応用していく。レースの基礎知識を身につける。 
  

＊レースの一般常識（時数 2.0） 

 

  レースの歴史、用具の説明、ビデオ鑑賞 

 

＊ヘアピンレース（時数 2.0） 

 

  ヘアピンの器具と鈎針を用いて透かし模様を表現する。 

 

＊テネーリフレース（時数 2.0） 

 

  糸を渡して、その糸を土台として結んだり、かがったりして作るレース。 

 

＊タッチングレース(時数 2.0） 

 

  タッチングシャトル器で糸の結び目を作りレースを構成する。 

 

  鉤針で作るタッキングでレースを編んでいく。 

 

＊スモッキング（時数 2.0） 

 

  リブ地の編地にスモッキングの技法をする。 

 

＊ドロンワーク（時数 2.0） 

 

  ドライブ編み、針抜き編みを理解し、ドロンワークの技法をする。 

 

＊ボビンレース 

 

  ボビーショー見学（時数 2.0） 

 

＊花カード（時数 2.0） 

 

  糸をカードに巻き薄いモチーフを作る。 

＊特別講義 アンティークレースと手芸小物の歴史  宮本恵理子氏 （時数2.0） 

２０１５年度 カリキュラム科目概要 文化服装学院教務部 

 



＊特別講義 バテンレース 森さち氏 （時数2.0） 

 
評価方法・対象・比重 

出席状況と作品で評価 

 
 
主要教材図書 講座手芸 オリジナルプリント                  

参考図書 ニット洋書各種 毛糸だま 

その他資料  
 

記載者氏名 下村 みち代 

 



 

 
 

科ｺｰﾄﾞ  12612 

科目ｺｰﾄﾞ 90800 

科  名 ニットデザイン科 2年 

科目名 中国語（選択） 

単  位   1単位 

授業期間 後期（    ） 
 

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｣を確実にマスターします。入門段階では、単語を蓄積しながら文型の学習に入り、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。ならびに、動作の回数、時間の長さ、疑問表現を学ぶほか、物事の比較・類似・比喩の表現についてトレーニングします。

中検準 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実際的な会話力向上を目

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） 教材（15課、会話 3）    ２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。また、熟語より単語の数が圧倒的に多いので、常用単語の覚えと運用をトレーニングすることに伴い、

“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することによって、更に自

由な会話を目指します。 

◎ 初級３ 回数・時間・程度の表し方 （疑問文・補語１・比較文・連動式）               ２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、程度や結果を表す補語文の

表現、及び複数のものを比較・類似・比喩の表現についてトレーニングします。そして、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。 

 
評価方法・対象・比重 

授業内のミニテスト（５０％）： 1グループ 1部 スピーチ発表及びレポート提出、グループ総合点数 

  テスト（３０％）：練習問答、小テスト形式 

  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 
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科コード１２６１２ ニットデザイン科  2 年 

科目コード５６２０５ グラフィックワーク基礎 （選択） 

単  位 １ 

授業期間 後期 
 

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 

幅広い分野での代表的なグラフィックソフトの基本的な操作をマスターしてコミュニケーションの手段としてプレゼン用の資料と個人

デザイン能力の向上を目指す。 

 CGを使用したデザイン画の基本制作と CG活用術 

 ドロー系ソフト/Illustratorの基本操作 

 ペイント系ソフト/Photoshop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、 

 
テーマ：先進性と創造力 

方法：PC上で、CGを活用しデザイナーとして作業の効率を高める実技の講習 

 

    Photoshopの基本操作（基礎）…７コマ 

 Photoshopの基本操作（パレットとツール、塗り・フォントの使用・レイヤー操作） 

 シェープの活用、パターンの制作 

 レイヤーの操作応用・文字画像の制作 

 コラージュの制作 

 

 

    MAPの制作（基礎）…６コマ 

 オブジェクトの移動、配置の基本操作 

 ベジェ曲線 ペンツール（パスの作成・ハンドル操作・アンカーポイントの追加、削除、切り替え）の理解 

 効率的な製品図の描き方 

 FTMAPの制作 

 素材（ドット・ボーダー・チェック・幾何柄）の制作 

 効率的なオリジナル図案の展開方法 

 

制作物：ファッショントレンドマップ 

コマ数：１３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 

 

評価方法・対象・比重 

課題制作物、出欠日数で 7（課題制作物）：3（出欠日数）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    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）、ファイルホルダーＡ４サイスﾞ 
 

記載者署名欄 

 

2015年度 カリキュラム科目概要 



 

 
 

科ｺｰﾄﾞ 12612       科   名 ニットデザイン科 2学年 

科目ｺｰﾄ 65542      科目名  キャリア開発Ⅱ 

単  位 １ 

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１コマ） 

働くことの意義、職業人の心構え、フリーターという選択 

２．言葉遣い（…講義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．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 

５．履歴書・エントリーシート（…講義＋実習＝1コマ） 

選考に通る履歴書・エントリーシートのポイント 

６．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 

７．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 

８．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 

 

 

 

   

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 
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科ｺｰﾄﾞ  12612 

科目ｺｰﾄﾞ 96100 

科  名 ニットデザイン科２年 

科目名 校 外 研 修 Ⅱ 

単  位   １単位 

授業期間 （  通年  ） 
 

担当教員(代表)：下村 みち代 共同担当者： 御田 昭子 

 
 

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） 

研修旅行を通じて紡績、染色、ニットの各工場を見学にニットに関する知識を深める。 

島精機製作所を見学し、コンピュータニット横編機の歴史、製造工程、商品を見学する。 

  

・研修旅行（３泊４日、関西方面） 

見学先 

紡績工場（大正紡績） 

染色工場（貴志川工業） 

カットソー編立工場（森下メリヤス） 

靴下工場（西垣靴下） 

横編みニット工場（ソシアル） 

コンピュータ横編み機製造（島精機製作所） 

 

 
評価方法・対象・比重 

研修旅行参加、レポート提出でP評価 

 
 
主要教材図書                   

参考図書  

その他資料  
 

記載者氏名 下村 みち代 
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科ｺｰﾄﾞ 12612 

科目ｺｰﾄﾞ 96571・2 

科  名 ニットデザイン科２年 

科目名 企 業・学 内 研 修 （選択） 

単  位   ２単位 

授業期間 （ 集中 ） 
 

担当教員(代表)：下村 みち代 共同担当者： 御田 昭子 

 
 

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） 

企業での職場実体験を通して、職業人としての心構えを育てる。 

研修を受けることにより、現在学んでいる事柄の必要性を理解し、今後の学習意欲の向上につなげていく。 

企業研修先としてはアパレルメーカー・ニットアパレル商社・OEMなどの企画部門やニット製造部門など。 
  

 

研修先：  ・アパレルメーカー、ニットアパレル商社、ニットアパレル製造工場などの企画部門 

      ・学内での研修 

 

研修内容：内容は各受け入れ企業により異なる 

 

 
評価方法・対象・比重 

出席状況・レポートによりP評価 

 
 
主要教材図書                   

参考図書  

その他資料  
 

記載者氏名 下村 みち代 
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科ｺｰﾄﾞ 12612  

科目ｺｰﾄﾞ 96812 

科  名 ニットデザイン科 2年 

科目名 コラボレーションｂ 

単  位   １単位 

授業期間 通年・自由選択 
 

担当教員(代表)：下村 みち代 共同担当者： 御田 昭子 

 
 

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） 

企業とのさまざまなコラボレーションを通して、ニット専門科目の充実をはかる。 

ハマナカ株式会社×文化服装学院」 

円座、角座クッション デザイン提案・実物制作について 
  

 

ハマナカボニー、ハマナカジャンボ二―を使用した円座・角座のデザイン 

提案および実物制作 

 

色彩計画の授業と連動し、カラーコーディネート実習を事前に行い、デザイン提案に生かす。 

 

毛糸の価格、色数に配慮した技法を各自でデザインに落とし込み、制作 

に結び付ける。 

 

最終的には、ハマナカ(株)様の選考により優秀な作品の雑誌・書籍への掲載 

が検討されている。 

 

実施日時 

 

２０１５年１０月～２０１６年１月 

 
評価方法・対象・比重 

出欠状況によりP評価 

 
 
主要教材図書                   

参考図書  

その他資料  
 

記載者氏名 下村 みち代 
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科ｺｰﾄﾞ  12613 

科目ｺｰﾄﾞ 24100 

科  名 ニットデザイン科３年 

科目名 ニ ッ ト 生 産 概 論 

単  位 2 

授業期間 通年 
 
担当教員(代表)：  項目ごとの講師 共同担当者： 

 
 

教育目標・レベル設定など 

将来、ニット衣料分野のデザイナー、MDなどとして有為な人材の育成を目指す。具体的には、2年次に習得したニット概論 

を総括し、「商品企画から最終製品まで」の一巡を通じ、技術及び品質管理、原価管理など工業生産に係わる事項を習得 

させ、ニット製品の工業生産現場で起こる諸問題の解決能力の養成を行う。 

 
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、マイブランドの設定 （5コマ）          ブランド作りの実務 

 

 ２、ニット製品の生産 （1コマ）           商品を生産するために考慮しなければならない課題 

 

 ３、編成工程の技術と管理 （2コマ）         編機に必要な理論、編機の構造説明 

 

 ４、ニットの品質管理、検品 （2コマ）        ニット製品の品質基準から管理手法、検品 

 

 ５、原価計算法 （2コマ）              ニット製品の原価について 

 

６、ニットの補修法 （2コマ）            ニット製品の補修法の習得 

 

７、海外素材、海外情勢  （2コマ）         海外素材、情勢について 

  

８、横編機のゲージと市場の動向 （2コマ）      アジアにおける編機の動向からホールガーメントまで 

 

 

 
評価方法・対象・比重 

    出欠・授業姿勢 5割    レポート 5割 

 
主要教材図書 
工業ニット教科書・プリント 

参考図書 なし 

その他資料 なし 
 

記載者書名欄 八木原 弘美 

 

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  12613 

科目ｺｰﾄﾞ 13361 

科  名 ニットデザイン科３年 

科目名 ニットアパレル 論 ⅡＡ 

単  位 ２ 

授業期間 前期 
 

担当教員(代表)：八木原弘美 共同担当者： 

 
 

教育目標・レベル設定など 

アパレル業界でのニットウェア専門職に従事することを想定し、ニット造形の基礎理論を基に、製品化のための幅広い知識

と技術を学ぶ。 

 

 
 
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、他課目との 

     関連性、使用パソコンソフト名･ボディ種類、見学先、 

 

１）ニット産業の概要とニット製品の位置づけ 

 

ニット産業の構造 

 

ニット製品の市場での位置づけ 

  

２）編地の変化組織 

   

  編地の変化組織の種類と表現技術 多種類の素材を使用しニットアパレル演習にてスワッチ作成。 

  またそのスワッチからのデザイン発想 

 

 

３）ニット製品の生産工程   

   

  ファッショニング（成型） 

 

  カット＆リンキング 

   

  カット＆ソーン 

 

４）コンピュータニット編み機の知識と用語 

 

コンピュータニットの編み機の現状と役割、展望、その操作法 

 

 

見学 

・ ニット産地展示会（山形、東京）年 1，2回 

・ 糸工場・編みたて工場 

 

 

ニットアパレル科目内特別講義   ・皮革の扱い 

                 ・イラストレーター 基礎・応用 

  
評価方法・対象・比重 

期末試験、レポート、授業姿勢 
 
主要教材図書 

ニット基礎技術・工業ニット  

参考図書  

 ニット用語辞典 など 

その他資料 

作成プリント 
 

記載者書名欄 八木原 弘美 
 

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  12613 

科目ｺｰﾄﾞ 13362 

科  名 ニットデザイン科３年 

科目名 ニットアパレル 論 ⅡＢ 

単  位 ２ 

授業期間 後期 
 

担当教員(代表)：八木原弘美 共同担当者： 

 
 

教育目標・レベル設定など 

アパレル業界でのニットウェア専門職に従事することを想定し、ニット造形の基礎理論を基に、製品化のための幅広い知識

と技術を学ぶ。 

 
 
 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、他課目との 

     関連性、使用パソコンソフト名･ボディ種類、見学先 

 

「ニットアパレル論ⅡＡ」より続く 

 

５）ニット製品のアイテム研究Ⅱ 

 

６）ニット製品の製造から販売まで 

 

ニット製品の製造から販売まで 

 

 ニット産地の実態 

 

 海外生産の状況 

 

７）新ニット素材の構造 

 

 新しいニットの素材の特徴 

 

 応用素材 

 

８）ニット製品の工程管理 

  

 製品の検品と品質表示 

 

 製造の工程管理 

 

９）ニット製品の後加工 

 

 仕上げ 

  

 縮絨 

 

 薬品加工など 

 

工場見学：ニット産地展示会（ジャパン・イン・イーストニット展）（ジャパン・ﾍﾞｽﾄニットセレクション） 

 

      ジャパンクリエーション 
  
評価方法・対象・比重 

期末試験、レポート、授業姿勢 
 
主要教材図書 

ニット基礎技術・工業ニット  

参考図書  

 ニット用語辞典 など 

その他資料 

作成プリント 
 

記載者書名欄 八木原 弘美 
 

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  12613 

科目ｺｰﾄﾞ 13461 

科  名 ニットデザイン科３年 

科目名 ニットアパレル演習 デザイン ⅡＡ 

単  位 １ 

授業期間 前期 
 

担当教員(代表)：八木原弘美 共同担当者： 

 
 

教育目標・レベル設定など 

ニットの各種素材、編地などの特性を生かし、商品としての目的や条件にあったデザインと素材選定、 

柄選定、縫合方法の選定などを意識する。さらに着装時のトータルコーディネートまで考慮した総合的な 

クリエイティビティを高める。 

 
 
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、他課目との 

     関連性、使用パソコンソフト名･ボディ 

 

 

各作品製作に当たる前に、素材、編地、編み柄などを含めたデザイン発想トレーニング→デザイン決定 

政策課題すべてにおいて、商品化を前提とすることを目的とする 

  
評価方法・対象・比重 

期末試験、レポート、授業姿勢 
 
主要教材図書 

ニット基礎技術・工業ニット  

参考図書  

 ニット用語辞典 など 

その他資料 

作成プリント 
 

記載者書名欄 八木原 弘美 
 

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  12613 

科目ｺｰﾄﾞ 13462 

科  名 ニットデザイン科３年 

科目名 ニットアパレル演習 デザインⅡＢ 

単  位 ２ 

授業期間 後期 
 

担当教員(代表)：八木原弘美 共同担当者： 

 
 

教育目標・レベル設定など 

ニットの各種素材、編地などの特性を生かし、商品としての目的や条件にあったデザインと素材選定、 

柄選定、縫合方法の選定などを意識する。さらに着装時のトータルコーディネートまで考慮した総合的な 

クリエイティビティを高める。 

 
 
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、他課目との 

     関連性、使用パソコンソフト名･ボディ 

 

ニットアパレル演習デザインⅡＡで学習したことに基づき、 

 

応用発展させデザイン発想の範囲を広げる 

 

後期は特に卒業制作を重視しデザインを追及する。 

 

素材からの発想・デザインからの素材選択などあらゆる方向から対応できるように知識を養う 

  
評価方法・対象・比重 

期末試験、レポート、授業姿勢 
 
主要教材図書 

ニット基礎技術・工業ニット  

参考図書  

 ニット用語辞典 など 

その他資料 

作成プリント 
 

記載者書名欄 八木原 弘美 
 

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  12613 

科目ｺｰﾄﾞ 13561 

科  名 ニットデザイン科３年 

科目名 ニットアパレル演習 実技ⅡＡ 

単  位 ４ 

授業期間 前期 
 

担当教員(代表)：八木原弘美 共同担当者：小林 桂子 

      前田 亜希子 
 

教育目標・レベル設定など 

アパレル業界でのニットウェア専門職に徒事することを想定し、実際の工業製品と同じ機器を使用した物づくりの 

知識と技術を学ぶ。デザイン発想としてハンドニットのテクニックも学び、工業製品へと落としこむプロセスの 

一つとする。 

 
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、他課目との 

     関連性、使用パソコンソフト名･ボディ種類、見学先 

 

 

１．新入生歓迎ショー作品 

コンピュータニットによるグループ制作 

 

２．スーツ 制作方法別の 2点 

※ シティウエアとしてのスーツ 

※ 2点の作品製作により、ニットパターンの変化を学ぶ 

 

Ａ 成型方法による（棒針、かぎ針、家庭用編み機） 

Ｂ カット＆ソーンによる 

  トワル仮縫い ⇒ パターン展開 ⇒ カット用パターン修正 

 

 

３．基礎（部分）編み各種研究 

裾、前たて、幅などの始末方法 

プリーツ各種 

ファスナー付け 

 

４．リンキング各種（ダイヤルリンキング、フラットリンキング、リンキングミシン） 

 

５．アフガン編み、基礎形態 

 

  
評価方法・対象・比重 

期末試験、レポート、授業姿勢 
 
主要教材図書 

ニット基礎技術・工業ニット  

参考図書  

 ニット用語辞典 など 

その他資料 

作成プリント 
 

記載者書名欄 八木原 弘美 
 

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  12613 

科目ｺｰﾄﾞ 13562 

科  名 ニットデザイン科３年 

科目名 ニットアパレル演習 実技ⅡＢ 

単  位 ５ 

授業期間 後期 
 

担当教員(代表)：八木原弘美 共同担当者：小林 桂子 

      前田 亜希子 
 

教育目標・レベル設定など 

「ニットアパレル演習実技ⅡＡ」を基に、ハンドニットの応用技術とコンピューターニットの応用発展。 

クリエイティブな分野から工業製品の量産まで、ニットの幅広い技術の習得。 

 
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、他課目との 

     関連性、使用パソコンソフト名･ボディ種類、見学先 

 

６．編目の方向を利用したⅡ種類の作品デザイン発送および、その製作（成型とカット＆ソーン） 

 

  Ａ 斜め編み（バイヤス編み） 

  Ｂ 求心編み（丸ヨークなど） 

  Ｃ 求心編み（部分編み各種） 

 

７．マーチャンダイジングとデザイン設計（ニットマーチャンダイジングと連動） 

 

   商品（既製服）としての物造りを想定した企画と製作を演習する。 

   ブランド設定→企画書作成→プレゼンテーション→企画書の中から各自 1体をコンピューター 

   デザインシステムを使用して実物製作。 

 

８．レース編み各種 

 

   クンストレース 

   ブリューゲルレース 

   連続モチーフ 

 

９．コンピューターデザインシステムによるデザイン発想、製作 

 

 

１０．大横編機基礎編み演習 

 

   大横編機を使用しての作品付属編各種（衿、見返し等） 

 

１１．コンピュータ編み機による量産実習（バザー作品） 

 

※ コンピュータ編機操作の理解と量産への意識の修得   

   グループ単位にてブランドを設定し、デザイン決定。 

   コンピュータ編機で成型、半成型、オールカットのいずれかで製品を製造する。 

   縫合機会（ダイヤルリンキング、八角、上下作動ミシン、バインダー、フラットミシン） 

   仕上げアイロンなども使用。 

  
評価方法・対象・比重 

期末試験、レポート、授業姿勢 
 
主要教材図書 

ニット基礎技術・工業ニット  

参考図書  

 ニット用語辞典 など 

その他資料 

作成プリント 
 

記載者書名欄 八木原 弘美 
 

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  12613 

科目ｺｰﾄﾞ 13900 

科  名 ニットデザイン科３年 

科目名 ニ ッ ト 造 形 演 習 

単  位 1 

授業期間 前期 
 
担当教員(代表)：八木原 弘美 共同担当者： 

 
 

教育目標・レベル設定など 

テーマに基づいた編地提案を通じて発想力を育てる。今後の作品製作に生かせる様、ニットのテクニックを応用発展させる。 

 
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、 

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、ラメ・メタリックヤーン（1コマ） ラメ糸を効果的に使用した編地提案、ラメ糸の取り扱い 

 

 

２、紡毛糸（1コマ）         紡毛糸を生かした編地提案、ミーリング・フェルティング加工、オリジナル 

シングルジャカードパンチカード製作 

 

 

３、和紙・麻（2コマ）        和紙の種類説明、張りのある素材の扱いと適正ゲージ 

 

  

４、レース（1コマ）         レース柄の表現 

 

 

５、二重構造（1コマ）        二重構造の編地表現 

                     

 

 

６、花（2コマ）           ニットアパレルでは幅広い年齢層で使用頻度の高い花をテーマにした編地発想 

 

 

７、オリジナルヤーン（1コマ）    既製の糸を応用したオリジナルヤーン製作と編み立て 

 

 

８、布帛ミックス（2コマ）      国内生産で需要の高い布帛とニットのドッキング商品に向けた編地提案 

                   ニットと布帛の縫製方法 

 

 

９、手芸応用（2コマ）        手芸のテクニックと編地の組み合わせ提案 

                   ヘアピンレース、花カード、マクラメ、刺繍各種など 

 

 

 

 

 

 
 
評価方法・対象・比重 制作物＝７割  授業態度、出席＝３割 

提出物 

 
主要教材図書 なし 
 

参考図書 なし 

その他資料 各種プリント 
 

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  12613 

科目ｺｰﾄﾞ 44200 

科  名 ニットデザイン科３年 

科目名 ニットコンピュータシステム演習 

単  位 ６ 

授業期間 通年 
 

担当教員(代表)：八木原 弘美 共同担当者：岩佐 光輝 

 

教育目標・レベル設定など 

工業横編ニットの生産システムの理解、およびコンピュータ制御横編機、デザインシステム、 

特殊機器等の使用方法を習得し、ニット作品の製作を通じて、ニットアパレルの総合的理解を深める。 

 
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 

 
・コンピュータ制御横編機概論（前期） 
 
  手編みと工業機、丸編と横編の違いと特徴、編機仕様、編針、ゲージ、編地、素材等の説明 
 
・デザインシステム実習Ⅰ（前期) 
 
  使用機種：ＳＤＳ-ＯＮＥ、ＡＰＥＸ－３（島精機製作所） 
  コンピュータグラフィックス概論、コンピュータニットデザインの流れ 
  編地分解と編組織の理解 
  コンピュータ横編機の制御プログラミング 
 
・編機の操作方法 
 
  使用機種： 

ＳＥＳ１０２ＦＦ７Ｇ、ＳＳＧ１２２ＳＣ１２Ｇ、ＮｅｗＳＥＳ－Ｓ・ＷＧ１８３、ＳＷＧ－ＦＩＲＳＴ１２４・１５
３ 
 
・リンキング部分縫い実習（前期） 
 
・デザインシステム実習Ⅱ（前期） 
 
  意匠図－編目図－編成図－デザインシステム色番号－プログラミング－編立の流れの理解 
  ジャカード、ケーブル、レース、タック、リンクス等基本編組織の編立実習、成型柄プログラミング 
 
・ＳＷＧ－ＦＩＲＳＴ編立実習（後期前半） 
 
  使用機種：ＳＷＧ－ＦＩＲＳＴ１２４ 
  ＦＩＲＳＴを使用して出来る新しい編立テクニックの実習 
 
・ホールガーメント編立実習（後期前半） 
 
  使用機種：ＳＤＳ－ＯＮＥ、ＡＰＥＸ－３、ＳＷＧ－ＦＩＲＳＴ１５３、ＮｅｗＳＥＳ－Ｓ・ＷＧ１８３ 
  ホールガーメントの制御プログラミング、編立方法の実習、ループシミュレーション実習 
 
・自由研究（後期） 
 
  卒業制作編地研究、就職先企業向け編地研究、個人又はグループ研究 
 
・コンピュータ制御横編機による作品制作（通年） 
 
  他科目との関連作品編立（ニットアパレル演習、ニットマーチャンダイジング、卒業制作） 
 
評価方法・対象・比重 

中間試験、期末試験（筆記）＝５割   レポート＝５割 

 
主要教材図書 
工業ニット 

参考図書 
「ニットアパレルⅠ～Ⅲ」繊維産業構造改善事業協力編 

その他資料 
「ＳＤＳ自動制御システム取扱説明書」（株）島精機製作所編 

 

記載者書名欄 八木原 弘美 

 

文化服装学院教務部 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  12613 

科目ｺｰﾄﾞ 49202 

科  名 ニットデザイン科３年 

科目名 ニ ッ ト 特 論Ⅱ 

単  位 1 

授業期間 通年 
 

担当教員(代表)：八木原弘美 共同担当者： 

 
 

教育目標・レベル設定など 

レギュラー授業において抱括できない部分の補足講義及び専門関連・専門分野の知識の習得を目的とし、 

視野を広め専門家として職業に従事できるように意識を高める為の集中講義。 

 
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 

 

 

＊ ニット縫製における特殊ミシンの使用法（3コマ） 

 

   ＊ トレンド解説 （4コマ）            最新のトレンドについて  年 2回  Ａ/Ｗ   Ｓ/Ｓ 

  

＊ 日本ホビーショー ワークショップ講習（1コマ） ハマナカ㈱ 5講座講習会 

 

＊ シルバー編み機について（1コマ）        シルバー編み機の操作方法とメンテナンス 

 

＊ デザインシステムの活用（2コマ）        ＡＰＥＸ３ ループシュミレーション 

 

 
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 八木原 弘美 

 

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  12613 

科目ｺｰﾄﾞ 03920 

科  名 ニットデザイン科 3年 

科目名 ドレーピング Ⅱ 

単  位   2単位 

授業期間 前期（28コマ） 
 

担当教員(代表)：齊田 信子  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） 

２年次で学んだ事を基礎とし、デザイン画から立体裁断で表現できるようにする。 

伸縮素材との関連性や違いを認識させながら、創作表現できるようにする。 

 
  

・デザインの読み取り方、パターン構成を学ぶ 

 

  ＜製作物＞ 

 

前期 ジャケット＜１０＞   ・テーラードジャケット・シングルブレスト、ノッチドラペルの基本的テーラード 

ジャケットの確認及び展開 

 

   ベスト＜４＞      ・ベスト・ダーツのバリエーションとして、アイテムをベストにデザイン展開 

 

後期 編地と織地の検証＜４＞ ・アイテム フィットシャツ又はワンピースドレス 

 

創作ドレス＜４＞    ・ハイネック＆ラグランスリーブのワンピースドレス説明 

 

               ・既習のデザインテクニックを基にギャザー、ドレープなどの入ったワンピースドレスを各

自デザイン（モードコピー可）をプレゼン（卒業作品と連動）。 

 

 

   ・ボディ・・・ＢＵＮＫＡヌードボディ使用 

 

 
評価方法・対象・比重 

 前期・後期試験   製作物 
 
主要教材図書  

文化ファッション大系 アパレル生産講座③ 立体裁断 基礎編 
                 

参考図書  

その他資料  
 

記載者氏名 齊田信子 

 

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  12613 

科目ｺｰﾄﾞ 51130 

科  名 ニットデザイン科３年 

科目名 ファッションデザイン画 Ⅲ 

単  位   単位 2 

授業期間 通年（    ） 
 

担当教員(代表) 岡本 あずさ 共同担当者：  

 
 

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

各自デザインテーマを設定し、１年間そのテーマに向けて独自の発想をより具体的に表現できる実力を身につけ

る。改めて画材の特徴を知り編み地の表現の可能性を考えて、より実物のイメージに近つける。伝える為の 

プレゼンテーションの方法、アプローチをする方法を常に考えながら作品制作を進めることを目標とする。 
  

コマ 内 容 コマ 内 容 

1  着色表現    年間カリキュラム説明 16     

2  画材研究 17  

3    マーカー ・ パステルテクニック 18  コンテスト（時期の変更あり） 

4  19  

5  テーマからのデザイン発想（Ａ） 20  テーマからのデザイン発想（バリエーション） ｃ   

6  各自年間テーマを設定し、あみ地を意識した 21  校内ファッション画展（パネル制作） 

7  デザイン展開を考える 22  

8  23  

9  テーマからのデザイン発想（バリエーション） ａ 24  

10  （Ａ）で設定したテーマにサブテーマ 25  まとめ 

11  をプラスフォルム ディテールからあみ地を考え 26  

12  デザインへと展開する 27  

13  テーマからのデザイン発想（バリエーション） ｂ 28  

14  （Ａ）で設定したテーマにサブラーマ（自由）を 29     

15  プラス展開を考える 30  

 
評価方法・対象・比重 提出課題を中心とし、その作品、出席状況、及び授業態度による総合評価 

 

 
 
主要教材図書                    

参考図書  

その他資料 各分野での展示会カタログやアーティストの本  卒業生の参考作品等 
 

記載者氏名 岡本あずさ 

 

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  12613 

科目ｺｰﾄﾞ 61100 

科  名 ニットデザイン科 3年 

科目名 ファッションマーケティング 

単  位   単位  2 

授業期間    通年 
 

担当教員(代表)：白石 正和 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） 

ファッションマーケティングの講義を通じて 世の中（社会）の仕組みを学び どのような社会人になるかを考

える一つの機会にする。「新ブランドの提案」の作業を通じて 社会人として必要な「チームワーク」（協調性・

積極性・責任性）をグループディスカッションで学び 併せて「コミュニケーション力」を身につける。 
  

コマ 内 容 コマ 内 容 

1 アパレルの社会環境 ＝ 企業の基本と評価方法を理解 16 新ブランドの提案（グループ）＝マーケット分析 

2 マーケティングの基礎事項 ＝ モノの見方や視点の捉え方 17 新ブランドの提案（グループ）＝マーケット分析 

3 ブランドとは ＝ ブランド自体の理解 18 新ブランドの提案（グループ）＝新ブランド ターゲット 

4 マーケッチの流れ ＝ 過去と現在との比較 19 新ブランドの提案（グループ）＝新ブランド コンセプト 

5 生活者動向 嫌消費世代 ＝ 世代間の違いの認識 20 新ブランドの提案（グループ）＝品揃え計画 

6 生活者動向 生活潮流 ＝ 世代間の違いの認識 21 新ブランドの提案（グループ）＝展開計画 

7 新しい行動様式 ＝ 世の中の流れ 22 新ブランドの提案（グループ）＝販促計画 

8 選択肢の絞り込み ＝ 選択のポイント 23 新ブランドの提案（グループ）＝販売計画・利益計画 

9 マーチャンダイジング １ ＝ 新しさを生み出す方法 24 最終まとめ ＝資料の整理 

10 マーチャンダイジング 2 ＝ 新しさを生み出す方法 25 最終まとめ ＝論理立てた まとめ作業 

11 商品開発の考え方 と その方法 ＝ 一連の流れを理解 26 最終まとめ ＝資料を完成させ プレゼン練習 

12 計数管理 ＝ 売上・原価・粗利・経費・利益まで 27 最終発表会 ＝班別にプレゼンテーションと評価 

13 新ブランドの提案（グループ）＝新しいモノ・コトの発見 28  

14 新ブランドの提案（グループ）＝新しいモノ・コトの絞り込み 29  

15 新ブランドの提案（グループ）＝新しいモノ・コトの検証方法 30  

 
評価方法・対象・比重 

規律性＝毎回の出席の返事で判断。 協調性・積極性・責任性＝グループ作業における取り組み姿勢で判断。 

成果＝グループ作業の結果としての最終プレゼンテーションで判断。  途中経過の発表は 聞き手の学生の評価に委ねる。 

 
 
主要教材図書                   
   無し 前半の講義内容が重要資料となる。（座学） 

参考図書  

その他資料  
 

記載者氏名  白石  正和 

 

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  12613 

科目ｺｰﾄﾞ 63201 

科  名 ニットデザイン科３年 

科目名 ニットマーチャンダイジング Ａ 

単  位 ２ 

授業期間 前期 
 

担当教員(代表)：宮川 夏子 共同担当者： 

 

教育目標・レベル設定など 

企業同様の商品企画作成を目標に即戦力になるニットデザイナーを育成 

商品企画作成、商品生産、商品販売までの流れを習得 

 
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 

 

1マーチャンダイジング概論とその必要性 

 

       アパレル産業の構造変化、ブランド開発の重要性 

 

2情報収集と分析 

 

       市場、売り場情報、ヨーロッパ、ニューヨーク、日本などファッション情報 

       各自新規ブランドに合った定点観測 

 

3各自新規ブランド設定（展開時期９,１０,１１月３ヶ月） 

 

       ブランドイメージ、コンセプト、ターゲット、商品デザイン 

 

4企画立案後イメージマップ作成 

 

       資料をパソコン操作でレアウト（イメージマップ、ブランドロゴなど） 

 

5企画書作成、デザイン作成 

 

6展開デザイン完成後各月ごとの商品構成をする 

 

       各デザインと素材、編地、カラーなどの取り入れ方法 

 

       各月の商品構成上の説明 

 

7各自サンプルを持ち寄り仕様書作成 

 

       仕様書の必要性、書き方、作成方法 

 

8後期ブランドを代表する 1～２型を選びサンプル作成 

 

       決定デザインの仕様書作成、 

 

各自希望編地作成、パターンチェック、仮縫いは八木原先生、パソコン指導は西村先生にご協力いただいています。 

 

 
 
評価方法・対象・比重 

提出物   ４０％     授業態度、提出期限厳守   ６０％ 

 
主要教材図書 
工業ニット 

参考図書 

その他資料 
 

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  12613 

科目ｺｰﾄﾞ 63202 

科  名 ニットデザイン科３年 

科目名 ニットマーチャンダイジング Ｂ 

単  位      １ 

授業期間 後期 
 

担当教員(代表)：宮川 夏子 共同担当者： 

 
 

教育目標・レベル設定など 

企業同様の商品企画・作成を目標に即戦力になるニットデザイナーを育成。 

商品企画・構成、製造工程（横編工場、丸編工場）、品質管理の流れを習得。 

 
 
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 

 

 

1情報収集と分析 

 

       市場、売り場情報、ヨーロッパ、ニューヨーク、日本などファッション情報 

 

2仕様書作成の応用 

 

       ニットジャケット・カーディガン・プルオーバー・ワンピース・スカート、各アイテムの仕様書作成 

 

3企画立案後イメージマップ作成 

 

       前期のイメージマップをパソコン操作でレイアウト（カラー・テキスタイル・イメージ写真など） 

 

 

4仕様書作成（企画の中から 5型） 

 

5商品の原価計算、 原毛、糸の知識（紡績工場） 

 

6各自ブランド発表会 

 

       サンプルを着用してブランド発表（企画から店舗展開まで） 

 

サンプル制作などは八木原先生、パソコン指導は西村先生、店舗設計は白石先生に協力いただいています 

 

 

 
評価方法・対象・比重 

出物   ４０％     授業態度、提出期限厳守   ６０％ 

 
主要教材図書 
工業ニット 

参考図書 

その他資料 
 

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  12613 

科目ｺｰﾄﾞ 92400 

科  名 ニットデザイン科３年 

科目名 デ ザ イ ン 文 化 

単  位 1 

授業期間 後期 

 

担当教員(代表)：伊豆原 月絵 共同担当者： 

 
 

教育目標・レベル設定など 

デザインの原点ともいえる西洋における時代様式の美、モダンアート表現、日本の伝統美などあらゆる分野から 

美とその象徴性を学ぶ。各自が知識を深めるとともに、個性ある創造性が養われることを目標とする。 

 
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 

 

   授業方法 ／ 講義、ビデオ使用 

          課題演習 

 

Ⅰ. 西洋の時代様式の美と象徴性 （５コマ） 

 

       １．古代のモチーフと象徴性 

 

       ２．中世ヨーロッパの建築と西洋の紋章 

 

       ３．ルネサンスの宗教芸術 

 

       ４．フランスの宮廷文化 

 

       ５．アール・ヌーボー様式の美 

 

Ⅱ. 日本の美 （３コマ） 

 

       １．日本の伝統美と象徴性 

 

       ２．生活の中の色彩感覚 

 

       ３．装飾文様の東西比較 

 

Ⅲ. モダンアートとファッション （５コマ） 

 

       １．キュビズムの表現  

 

       ２．フォビズムの表現 

 

       ３．デ・スティルのデザイン 

 

       ４．ファッションデザイナーとテキスタイルデザイン 

 

       ５．オートクチュールデザイナーとモダンアート 
 
評価方法・対象・比重 提出物（演習作品、レポートファイル）・・・・・90％ 

出欠席状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・10％ 

 
 
主要教材図書 
 

参考図書 文化ファッション大系 服飾関連専門講座 ⑤「色彩」 ⑥「西洋服装史」 

その他資料 
 

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  12613 

科目ｺｰﾄﾞ 97900 

科  名 ニットデザイン科３年 

科目名 卒業研究・創作 

単  位 ４ 

授業期間 後期 
 

担当教員(代表)：八木原弘美 共同担当者： 

 
 

教育目標・レベル設定など 

三年間の集大成として、自由作品を創作。デザイン・素材・編地・技法・用具の選定、技術などの総合的な創作力を問う。 

 
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 

 

フォーマルを基本とした作品制作 

 

３年間学んだ知識、技術を充分考慮し独創的に製作する。 

 
評価方法・対象・比重 

作 品 ・ レポート 

 
主要教材図書 
 

参考図書 

その他資料 
 

記載者書名欄 八木原 弘美 

 

２０１５年度 カリキュラム科目概要 文化服装学院教務部 


