
 

 
 

科ｺｰﾄﾞ  13512 

科目ｺｰﾄﾞ 68330 

科  名 ファッション流通科２年 ｽﾀｲﾘｽﾄｺｰｽ 

科目名 ディレクションワーク 

単  位  1 単位 

授業期間 後期 
 

担当教員(代表)：高崎 利々子 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） 

スタイリング表現をするにあたりその目的をしっかり捉え、明確にすること、また目的実現のためには何をするべきなのかを

きちんと組み立てる、他人と共有するその方法を学ぶ。 

 
  

個人課題 

既存メディアを使ったスタイリング表現 

 

グループ課題１ 

提供パターンを用いて製作したカジュアルウエアを使った 

複数スタイリング表現 

（カメラワークと連動） 

 

グループ課題２ 

「冬」をテーマに、ターゲットの心をつかむ写真を撮る。 

２つの課題でできなかったことを修正し、チームで協力しながら人の心に訴えるビジュアル表現を製作

する。 

 
評価方法・対象・比重 

 

提出課題と出席状況 
 
主要教材図書                   

参考図書  

その他資料  
 

記載者氏名 高崎利々子 

 

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  13512 

科目ｺｰﾄﾞ 74050  

科  名 ﾌｧｯｼｮﾝ流通科２年スタイリストコース  

科目名 スタイリスト論 

単  位 ２ 

授業期間 通年 
 

担当教員(代表)：平松 正美 共同担当者： 

 

 

教育目標・レベル設定など 

スタイリストに必要な知識、実務を各分野のスタイリストから学ぶ 

スタイリストと関わる職業の方から、スタイリストの役割を学ぶ 

 

 
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．スタイリスト業界とアシスタントの仕事（90×1）      あいざわ あゆみ先生 

２．雑誌作りにおけるスタイリストの役割（90×1）         熊井 昌弘先生 

３．スタイリストの現場（90×1）                 ミーシャ・ジャネット先生 

４．カメラマンとスタイリストの関わり（90×1）        湯浅 亨先生 

５．映画、ショーにおけるスタイリストの仕事と役割（90×1）  小磯 和代先生 

６．ﾚﾃﾞｨｽﾌｧｼｮﾝ雑誌におけるスタイリストの役割（90×1）    相澤 樹先生 

７．メンズ雑誌におけるスタイリストの役割（90×1）      山口 壮大先生 

８．デザイナーとスタイリストの関わり（90×1）        神田 恵介先生 

９．雑誌・広告におけるスタイリストの仕事と役割（90×1）   高山 えり先生 

１０． テレビにおけるスタイリストの仕事と役割（90×1）    高橋 めぐみ先生 

１１． パーソナルカラー（90×4）               小島 ゆき先生 

１２． プレスとスタイリストの関わり（90×1）         未定 

１３． 撮影現場におけるｶﾒﾗﾏﾝとスタイリストの関り（90×1）  大石 一男先生 

１４． メンズのスタイリングについて（90×2）         山田 陵太先生 

１５． 舞台衣装、映画におけるスタイリストの役割（90×1）   岡田 敦之先生 

１６． スタイリストに必要な商品知識（90×4）         野原 美香先生 

１７． スタイリストと衣装製作の現場（90×2）         久保田 智美先生 

１８． コレクション情報について（90×2）                    澤住 倫子先生 

 
評価方法・対象・比重 

  試験・実習・課題作品・出席状況 

 
主要教材図書 
 

参考図書 

その他資料  プリント、ファッション雑誌 
 

記載者書名欄  平松 正美 

 

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  13222 

科目ｺｰﾄﾞ 75700   

科  名 ﾌｧｯｼｮﾝ流通科 ２年スタイリストコース  

科目名 スタイリストワーク 

単  位  ２ 

授業期間 通年 
 

担当教員(代表)： 

平松 正美  

共同担当者： 

 

 

教育目標・レベル設定など 

スタイリスト・スタイリストアシスタントの仕事の役割を理解させる 

スタイリストの現場において、即戦力となる実務・知識・技術をの習得を目指す。 

 
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、 

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、 

 

 

◎ スタイリストアシスタントワーク   

 

・アシスタントマナー（アポ入れ・電話のかけ方）ついて（90×1）  

・靴の底張りの目的と方法（90×1） 

・リースショップについて・地図について（90×1） 

・アイロンのかけ方  （素材別）（90×1） 

・商品のたたみ方について  （90×1） 

・リースショップ見学・エリアリサーチ（90×2） 

・靴の扱い・靴紐の結び方（90×2） 

・ネクタイ・ポケットチーフ（90×2） 

・パーソナルカラーにおけるスタイリング分析・提案（90×3） 

・ラッピング技術（90×1） 

・広告のスタイリスト・プレスルームについて（90×1） 

・スカーフ結び方・技術、作品撮り・ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ（90×4）  ・・・ＳＴＷ×カメラワーク×ＳＴＤ 

・グループワーク・作品撮り・ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ（作品撮り）（90×8）・・・ＳＴＷ×カメラワーク×ＳＴＤ 

 

 

 

 

  

 
評価方法・対象・比重 

  試験・実習・課題作品・出席状況 

 
主要教材図書 
 

参考図書 

その他資料  プリント、ファッション雑誌 
 

記載者書名欄  平松 正美 

 

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 13512 

科目ｺｰﾄﾞ 10400 

科  名 ﾌｧｯｼｮﾝ流通科２年ｽﾀｲﾘｽﾄｺｰｽ 

科目名 アパレル演習Ａ 

単  位    ２単位 

授業期間 前期 
 

担当教員(代表)：木本 晴美 共同担当者： 平松 正美 

 
 

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） 

・カジュアルウエア製作（リメイクウェア製作を含む）を通してカジュアルウェアの基本知識、デザイン、パターンの工夫、

素材の扱い、縫製テクニック、コーディネートについて理解させることを目標とし、新入生歓迎ショーとして発表すること

で 、ファッションショーの制作過程と各スタッフの役割を習得する。 

・バザー作品製作を通してファッション小物としての商品の企画、製作、販売を学ぶ 
  

 

Ⅰ．一般知識 

        ・カジュアルウェアとは 

        ・デザイン、素材とその特徴             講義    ９０×１ 

Ⅱ．カジュアルウェア制作                     講義・実習 ９０×１８ 

        １、制作条件 

           ショーとして舞台上がる事を意識したデザイン 

           グループでシーンを設定して企画する 

        ２、フレアスカート作図 

           セミフレア、サーキュラーなど 

        ３、作図実習及びパターンメイキング 

        ４、素材別裁断、印つけ 

        ５、バランス点検 

        ６、本縫い 

Ⅲ．レポート  コーディネーション絵型 

Ⅳ．発表会   各自トータルコーディネート発表             ９０×１ 

 

 

 

Ⅴ．バザー作品                             講義・実習 ９０×１８ 

   ・基本方針、製作条件 

   ・生活雑貨アクセサリーの製作 

   ・展示発表 

 
 
評価方法・対象・比重 

作品、コーディネート 出欠席 

 
 
主要教材図書  『コーディネートテクニック アパレル編Ⅱ』、参考標本、部分標本、プリント 

参考図書  

その他資料  
 

記載者氏名 木本晴美 

 

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  13512 

科目ｺｰﾄﾞ 10401 

科  名 ﾌｧｯｼｮﾝ流通科２年スタイリストコース 

科目名 アパレル演習Ｂ 

単  位   ２単位 

授業期間 後期 
 

担当教員(代表)：木本 晴美 共同担当者： 平松 正美 

 
 

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） 

アパレル商品としてのフォーマルウェアを学ぶことで、素材の特徴や扱い、客観的に捉えたファッションコーデ

ィネートなど作品製作を通して着こなしなどを理解させることを目標とする。 

  

Ⅰ．一般知識 

        ・フォーマルウェアとは 

        ・着装区分と名称 

        ・素材とその特徴                    講義 ９０×１ 

 

Ⅱ．フォーマルウェア制作                     講義・実習 ９０×２７ 

        １、制作条件 

           フォーマルウエア素材を使用 

        ２、様々なディテールの部分作図 

           ネックライン 衿 メンズベスト 

        ３、作図実習及びパターンメイキング 

        ４、素材別裁断、印つけ 

        ５、仮縫い合わせ 

        ６、試着補正 

        ７、アンダードレス、パニエについて 

        ８、本縫い 

           ・素材別扱いポイント 

           ・衿なし、袖なしの見返しつけ 

           ・コンシールファスナー 

           ・裾の始末 

 

Ⅲ．レポート  コーディネーション絵型 

 

Ⅳ．発表会   各自トータルコーディネート発表             ９０×１ 
 
評価方法・対象・比重 

作品、コーディネート 出欠席 

 
 
主要教材図書  『コーディネートテクニック アパレル編Ⅱ』、参考標本、部分標本、プリント 

参考図書  

その他資料  
 

記載者氏名 木本晴美 

 

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 13512  

科目ｺｰﾄﾞ 10200 

科  名 ファッション流通科スタイリストコース 2年 

科目名 アパレル商品論 

単  位 ２単位 

授業期間 通年 
 

担当教員(代表)：野原 美香 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） 

スタイリストに必要なアパレル商品知識をアイテム毎に名称、ディテール、素材、縫製やフィッティングのチェックポイント

及び取扱いなどを学び、レポートを制作することにより知識を理解・修得し、商品選択眼を養う。 

 
  

 １．柄の知識 （講義および演習）     ［４コマ］ 

・ストライプ柄、チェック柄、プリント柄など、アパレル商品に多用している柄の知識

を習得 

・11-12AWおよび 11SSのファッションコレクションを主に柄の講義 

・学生制作物「柄の研究マップ」 

２．アイテムの知識   

① ワンピースドレス      [４コマ] 

② スカート、パンツ    [２コマ] 

③ シャツ、ブラウス      [１コマ] 

④ セーター              [３コマ] 

⑤ コート                [３コマ] 

⑥ ジャケット＆スーツ  [２コマ] 

       ・ファッションコレクション、市場の商品を主に各アイテムの名称、ディテール講義 

       ・アイテム毎に代表的な素材、縫製やフィッティングのチェックポイント、 

アフターケアについての講義 

       ・学生制作物「アイテム研究レポート」 

３．ユニフォームの知識 ［４コマ］ 

       ・ワーキングウエアとしてのユニフォームの種類とデザイン、機能性などを調査し 

        まとめ、グループ発表をして理解を深める。 

     ４．フォーマルウェアの知識 ［３コマ］ 

       ・ＴＰＯやシーン（慶事・弔事、ウェディング）に合わせたメンズとレディスの 

        フォーマルウェアの知識を講義、「フォーマルスペシャリスト検定」（2級）合格を 

目指す。 

 
 
評価方法・対象・比重 

レポート50%、試験40％、出席状況10％ 

 
 
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⑤アパレル編Ⅰ（商品知識）、 
         

参考図書    ファッション辞典、ファッションビジネス辞典 

その他資料   実物標本、テクスタイル標本（ファッションリソースセンター及び私物） 
 

記載者氏名   野原 美香 

 

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  13512 

科目ｺｰﾄﾞ 20100 

科  名 ファッション流通科２年スタイリストコース 

科目名 アパレル染色演習 

単  位   2単位 

授業期間 通年（前期・後期  ） 
 

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） 

スタイリストの実務において、クライアントからの染色関連の依頼に対応できる知識・技術を習得させる事を目標とする。 

各種実習を通じて得た染色の基礎知識・表現力・創造性を他教科で得た専門知識と関連させ、理解を深め、商品選択の 

幅を広げ発展させてゆけるよう指導する。 

 

  

 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 （ １コマ ）  ・ 羊毛の酸性染料による浸染法                 （実習） 
 

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

・ 原毛からのフェルト制作、ニードルパンチの応用  
 

４. 絞り染め （ ４コマ ）  ・ 絞り加工による服飾素材作り              （講義・実習） 
 

５. 捺染加工 （ ４コマ ） ・ 捺染の種類                         （講義） 

・ 染料と顔料の違いについて 

・ 型染めの技法                       （実習） 

・ 特殊プリント加工について 
 

６．乾式熱転写プリント （ １コマ ） ・分散染料による乾式転写の原理および技法について  

                                       （講義・実習） 
 

７．マーブリング （ １コマ ）     ・インクによるマーブル模様表現について     （講義・実習）  
 

 

８. 皮革加工 （ ５コマ ） ・ 皮革の種類と特性の理解                 （講義） 

                 ・ 皮革への各種加工                        （実習） 
 

９. 修了制作 （ ４コマ ） ・ 衣類に使われている繊維の染色適性を理解 

                ・ 年間で学習した技法を取り入れ制作し、知識を確実なものにする  

（実習） 
 

１０.発表 （ ２コマ ）    ・ 染色に関連する知識、技術、企画意図について発表 

・プレゼンテーション力も強化  

 
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 

 



 

 
 

科ｺｰﾄﾞ  13512 

科目ｺｰﾄﾞ 31030 

科  名 ﾌｧｯｼｮﾝ流通科２年ｽﾀｲﾘｽﾄｺｰｽ 

科目名 アクセサリー論・演習 

単  位    ２単位 

授業期間     通年 
 

担当教員(代表)：木本 晴美 共同担当者： 平松 正美 

 
 

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） 

 ファッションコーディネーションに必要なファッショングッズと￥の専門知識と技術を学ぶ。 

また、衣服とのコーディネートを楽しめることを目的とする。 

  

 

 

１．布で作るアクセサリー制作･･････････（講義・実習８コマ） 

      ・ キルティングの方法を習得 

 

 

２．樹脂を使ったアクセサリー 

      ・ 樹脂を使ったアクセサリー制作（講義・実習８コマ） 

 

 

３．冬物帽体（フェルト帽体）･･････････（講義・実習８コマ） 

       （帽子の形の種類・素材・木型・用具など専門性の説明） 

・ 木型、スチームボイラーを用いて、デザイン別成型方法を指導 

・ 帽子デザイナーを知る 

 

 

  

 

 

 
評価方法・対象・比重 

出席状況・レポート 

 
 
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 平松 正美 

 

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  13512 

科目ｺｰﾄﾞ 74120 

科  名 ﾌｧｯｼｮﾝ流通科 2年ｽﾀｲﾘｽﾄｺｰｽ 

科目名 ファッションコーディネートⅡ 

単  位   ２単位 

授業期間 通年 
 

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） 

2 年間を通してファッションコーディネートの基本的な知識と技術を習得する。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。素材や柄、アクセサリー、シルエット、体型カバーなどに視点

を置きファッションコーディネートのテクニックの講義を主体にし、スタイリング実習 プレゼンテーションを

行う。 
  

１． 素材 柄に視点を置いたコーディネートテクニック（7コマ） 

 ・素材の風合い材質感でのコーディネート方法 コーディネートポイント 

 ・様々な柄を使ったコーディネート方法 コーディネートポイント 

 ・各自スタイリング実習 

 

２． 小物に視点を置いたコーディネート提案 （７コマ） 

・ネックレスの種類と名称 

・ネックレスの装いと見え方 

    ・制作した帽子を使用しコーディネート 

 

３． 体型カバーに視点を置いたコーディネート (８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 

    ・体型カバーの実践例を提案、発表  

 

４． 卒業研究創作 （4コマ） 

    ・コーディネート情報収集 

    ・コーディネートプラン  

    ・コーディネート実習 

     

 
評価方法・対象・比重 

課題 試験 出欠席 

 
 
主要教材図書                  ファッションコーディネートテクニック 演出編 

参考図書  なし 

その他資料 なし 
 

記載者氏名 木本 晴美 

 

２０１５年度 カリキュラム科目概要 文化服装学院教務部 

 



ファッション流通科スタイリストコース

ディスプレイ 通年

１

秋山裕美

13232

71010

ディスプレイのテクニックを演習から学ぶ　フォーミング、ウェアリング、置く、吊る、張る、ピンワーク

構成　道具の使い方　ツールの使い方

ディスプレイデザイン画制作　テーマ／コンセプトのプレゼンテーション表現

＜ディスプレイとは＞　目的と役割（販売 . 販売促進／ PR目的の

デコレーションテクニックを知る）

＜デコレーションテクニックⅠ＞（グループ演習）トルソフォーミング　

構成と配置、奇麗に着せる　演出

＜前期試験＞　トルソフォーミング演習のレポート（個人）

　　　　　　　レポートにまとめる事で理解を深める

＜グループ演習のプラン＞　

テーマ（いつ／何を／どのように）を考える

＜デコレーションテクニックⅡ＞（グループ演習）

　　　　　　　　　　　　　マネキンの扱い方、着せ方　構成と配置

＜演習のまとめ＞　トルソの種類　基本構成（三角形）　

　　　　　　　ツール使用（シューズスタンド、バッグスタンドなど）　

＜　　　　　　　　　　　　　＞　
色々な業種のディスプレイの分野で使われるテクニックを組み合わせ行う

＜置く＞　色々な業種のディスプレイの分野で使われるテクニックを

取り入れて行う トルソ＋置く（バランス、配置）

　　　　　　　　　　　　　　　空間ディスプレイの演出など幅が広がるテクニック

テーブル上

デコレーションテクニックⅢ 置く（グループ演習）

マネキンウエアリング

＜デコレーションテクニックⅣ＞（グループ演習）

テグスの使い方、ピンの使い方

吊る／張る

＜デコレーションテクニックⅤ＞ ピンワーク
布のたたみ方（アンビエ／ドゥブルビエ）

（グループ演習）

＜デザイン画とデコレーション part1＞（グループ演習）

学年末試験 スケッチの描き方  

デザイン（演出）の考え方などのプレゼンテーション

テーマ／コンセプト　イメージコラージュ　カラーの設定

A3紙にまとめる　　デコレーション

色々なシーン、演出で使われる布の表現

＜まとめ＞

プレゼンテーションに写真を貼付し提出

出席状況 デコレーション演習（意欲、積極性、技術）　レポートの内容（理解）　デザイン力

ディスプレイ .VP.VMD （文化出版）

INSPIRATION（海外のディスプレイの紹介、写真本）

マネキン会社カタログ 雑誌（ファッション、インテリアなど）

演出物



  

 
 

 科コード 13512   科名 流通科 2年 スタイリストコース 

 科目コード 75000 科目名 ヘア・メイク 

単  位 ２ 

授業期間 通年 
 

担当教員(代表)：夏目 幸恵 共同担当者：福池・藤岡   （資生堂） 

 

教育目標・レベル設定など 

スタイリストとして、さまざまなヘア・メーキャップの技術と知識を学び、スタイリング提案をより理解しやすくし、 

自己表現の可能性を広げる。 

 

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  メイクアップの基本       （用具の使い方・手順・メイクアップの基本展示、実習） 

②  アイメイク・リップメイクの基本 （直・曲の描き方展示、実習） 

③  スペースバランシング理論    （ハイライト・シェーディング効果展示、実習） 

④  イメージ別メイクアップ①    （自分にあったメイクアップ 

キュート・フレッシュ・クール・エレガント展示、実習） 

⑤  イメージ別メイクアップ②    （対局メイクアップ実習） 

⑥  イメージ別ヘアスタイル     （４つのイメージポイント展示、実習） 

⑦  前期実技試験          （イメージ別ヘア、メイクアップ実習） 

⑧  イメージメイク         （エスニック、パンク展示、実習） 

⑨  イメージメイク         （５０・６０年代メイク、ビジュアル展示、実習） 

⑩  ブランドメイクアップ      （自分の好きなブランドのショーメイクアップ実習） 

⑪  コレクションメイクアップ    （最新のニューヨークコレクションより、展示、実習） 

⑫   後期実技試験          （自作したフォーマルドレスの表現力実習） 

                                   ２コマ×１２回 

＿ 

評価方法・対象・比重 

            授業作品評価 ＋ 試験評価 ＋ 出席状況 ［点数］ 

 
主要教材図書 
 

参考図書 

その他資料 
 

記載者書名欄        夏目 幸恵 
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科ｺｰﾄﾞ  13512 

科目ｺｰﾄﾞ 40000 

科  名 スタイリスト科２年スタイリストコース 

科目名 アパレル品質論 

単  位 １ 

授業期間 前期 
 

担当教員(代表)：志村 純子 共同担当者： 

 

教育目標・レベル設定など 

テキスタイルを織・編・染色・加工・品質評価の観点から理解を深めるとともに、テキスタイルを複合したアパレルの品質

基準やその評価法、品質表示、取扱い方法などを講義・実験・演習等を通して学ぶ。また、商業ｸﾘｰﾆﾝｸﾞの工場見学も実施。 

テキスタイルの面から商品をより深く理解することにより、アパレル製品のクレームやトラブルの発生を防ぎ、借用商品の

取扱い上の注意にも活かせるよう指導する。 
 
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.アパレルと品質                               講義 1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         

 

 2.アパレル製品の品質表示                      講義及び実習 3コマ 

 

  ・義務としての表示           

  ・任意表示                 

  ・関連する法規制（PL法、薬事法など）       

  ・特徴のある素材とその取扱い方法 

              

 

 3.アパレル製品の取扱い                       講義及び実験６コマ 

 

  ・耐洗濯性：ウエットクリーニングとドライクリーニング   

  ・保管 

  ・染色堅牢度実験              

  ・寸法変化率実験                      

  ・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.クリーニング工場の見学（東京ホールセール 府中工場）           見学２コマ 

 

                                      計：１３コマ 

 

 
評価方法・対象・比重 

試験を主に、レポート、出欠状況を総合評価 

 
主要教材図書 ファッション大系「アパレル品質論」文化服装学院編 
 

参考図書 家庭用品品質表示規定集   衣料品の見分け方 

その他資料 JIS、ISO、条例、品質基準 
 

記載者書名欄       志村 純子 
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科ｺｰﾄﾞ  13512 

科目ｺｰﾄﾞ 90100 

科  名  ファッション流通科スタイリストコース 

科目名  ファッション英会話（選択） 

単  位   2 単位 

授業期間 （ 通年 ） 
 

担当教員(代表)：  

石井 真弓 

共同担当者：  

       原田千尋 
 

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

基本的な文法の確認をしつつ、ファッションをテーマとした会話の練習が出来るコースを目指す。ファッションに関連し

た語彙を増やすことも目的の一つである。リスニングの練習も組み込み、英語運用力を高める。 

レベルは初級。 
  

コマ 内 容 コマ 内 容 

1  オリエンテーション / 自己紹介 1５  ユニット１３ / ファッション描写の構文 

2  ユニット1 & 2 /自己紹介 1６  ユニット１４/ 色・柄 

3  ユニット3 / 日常生活 時刻表現 1７  ユニット１４/ まとめ 

4  ユニット３ / 頻度を表す副詞 1８  Halloween 語彙・起源 

5  ユニット４ / 進行形と未来形 １９   ユニット１５ / 素材 

6  ユニット４/ diaryに予定を書く 2０  ユニット16 & 19 / ボディーパート 

7  ユニット５ / 好きな事・嫌いな事 2１  ユニット17 / コーディネーション 

8  ユニット５/ 代名詞の確認 2２  ユニット１７ / まとめ 

9  ユニット６ / canを使った表現  2３  Christmas 語彙・文化的背景 

10  ユニット６ / have to, shouldを使った表現  2４  年頭の誓い / ユニット１８ 形容詞 

11  ユニット７ / 道案内 前置詞の確認 2５  ユニット２２ / ショッピング 基本表現 

12  ユニット７ / 道案内に使う表現  2６  ユニット２３ / ショッピング ロールプレイ 

13  ユニット１１ / 過去形 夏休みの報告   

14  ユニット１３ / ファッションアイテム  語彙   

 
評価方法・対象・比重 

   平常点（出席、クラス参加）：30％  授業中の小テスト：50％ ライティング：10％  努力点：１0％ 

 
 

主要教材図書   English for Fashion Students （文化出版局） 

             

参考図書       なし 

その他資料      なし 
 

記載者氏名      石井 真弓 
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科ｺｰﾄﾞ    13512 

科目ｺｰﾄﾞ  90200 

科  名 ファッション流通科スタイリストコース 

科目名 オーラル コミュニケーション 

単  位 ２ 

授業期間 通年 
 

担当教員(代表)：アリソン・ヴォーン  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。） 

 初歩の英文法を学習している学生対象のコース。なかなか心理的に壁があり話したくても会話ができない状況を打破する

ために体得をベースにしたクラス運営を目指す。文法的な間違えを直すより、自分の考えを表現できるようにすることを重

視する。 
             

1 オリエンテーション コースの説明 

2 時刻 時刻の表現 

3 数 桁の大きな数 

4 動詞 日常生活 

5 能力 できる／得意 

6 前置詞 場所を示す 

7 比較級 比べる 

8 ショッピング 衣類を買う 

9 ショッピング 衣類の好み 

10 プレゼンテーション 発表准儀 

11 プレゼンテーション グループ発表／好きなブランド 

12 プレゼンテーション グループ発表／好きなブランド 

13 指示 道案内 

14 食べ物 レストランにて 

15 人柄 性格 

16 人柄 性格 

17 衣類 ファッションアイテム 

18 ファッション スタイルと流行 

19 ファッション スタイルと流行 

20 プレゼンテーション 発表準備 

21 プレゼンテーション グループ発表／アッション史 

22 プレゼンテーション グループ発表／アッション史 

23 素材 素材、タグ、パターン 

24 身体の部分 身体の部分を英語で表現 

25 ファッション ショウ フィッターの作業 

26 総まとめ まとめとテスト 

            

評価方法・対象・比重   

    出席点、クラスでの参加態度、小テスト、オーラル・プレゼンテーションなどを総合的に評価する。 

  

主要教材図書   担当教員の準備する配布物 

  

記載者氏名  薩田 須美子 

 

２０１５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    13512 

科目ｺｰﾄﾞ  90251 

科  名 ファッション流通科スタイリストコース 

科目名 TOEIC 

単  位 ２ 

授業期間 通年 
 

担当教員(代表)：薩田 須美子 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。） 

 文法の確認をしつつ、英語のレベルアップを目指すコース。 TOEICの問題を利用してプログラムを組み立てるのでビジ

ネス英語の導入としてのコースともとらえられる。TOEIC試験を受けようとする学生への準備コースにすることが最優先の

目標である。 
    

14 

時間を尋ねる − 動名詞 

15 

16 

場所を尋ねる − to 不定詞 

17 

18 

確認 − 分詞 

19 

20 感謝祭の歴史的背景と単語 

21 

留守電 − スキャニング 

22 

23 クリスマスの過ごし方と語彙 

24 

アドバイス − 受動態 

25 

26 模擬テスト（２） 

                                

評価方法・対象・比重   

    出席点、クラスでの参加態度、小テスト、オーラル・プレゼンテーションなどを総合的に評価する。 

  

主要教材図書   “Simply Grammar”   斉藤喜久志／城一道子   南雲堂 

  

記載者氏名  薩田 須美子 

 

1 コースの説明、英語のウォーミングアップ 

2 

What TOEIC looks like 

3 

4 

予定−動詞・５文型 

5 

6 

数量を尋ねる—名詞 

7 

8 

命令・依頼 − 形容詞・副詞 

9 

10 

広告・宣伝 − フレーズリーディング 

11 

12 模擬テスト（１） 

13 夏休みの報告 

２０１５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  13512 

科目ｺｰﾄﾞ 90800 

科  名 ファッション流通科スタイリストコース 

科目名 中国語 Ⅰ（自由選択） 

単  位   単位 2 

授業期間 通年（    ） 
 

担当教員(代表)：鰺坂 江理 共同担当者：  

 
 

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

発音の土台｢ピンイン｣から始め、難関の｢四声｣「変調」｢巻き舌音｣をマスターします。入門段階では、単語を蓄積しながら文型入り、実践練習で会話表現を覚えます。 

初級段階では、時制のニュアンス、意思の伝え方を学びます。中検準 4級基準。準中級段階では、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・比喩表現についてトレーニングします。中検 4級基準。 
  

◎ マスター 発音練習                                         １コマ                                             

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

発音練習に伴い、単語を覚えるトレーニングを行います。 

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

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

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

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

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

その上、実践練習に伴い、会話表現を覚えます。 

◎ 初級１ 時制のニュアンス （完了/経験/継続を表す助詞及び動作の持続態）               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。助動詞“了”“着”“過”と“正在”を使い、時制自制のニュアンスを練習します。 

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

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

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

◎ 準中級１ 回数・時間・程度の表し方 （疑問文・比較文・連動式）                   ４コマ 

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

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

◎ 準中級 2 中国語らしい会話の表し方 （能願動詞）                          ６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。 

◎ 作文演習                                              ５コマ 

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

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

評価方法・対象・比重 

     授業内のミニテスト（グループ総合レポート提出 ５０％）； 

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

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

その他資料  「中国語」 林台州など翻訳 池田書店 

載者氏名    鰺坂 江理 

 

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  13512 

科目ｺｰﾄﾞ 90900 

科  名 ファッション流通科 スタイリストコース 

科目名 自由選択 日本語 

単  位   単位 2 

授業期間  1年（ 通年 ） 
 

担当教員(代表)： 

 深澤道子 

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） 

日本語能力試験 N2〜1 レベルの語彙および機能語を習得し、口頭・文章での運用力に繋げる。口頭では状況や相

手に合わせた話し方、文章ではレポートやメール等の書き表現、がそれぞれ適切に行えることを目標にする。会

話ではシャドーイングも取り入れ、発音の自然さを目指す。文章は確認シートで正確さを目指す。 
  

コマ 内 容 コマ 内 容 

1 ①プレースメントテスト②日本語カルテ作成 16 ①会話 ②専門用語 

2 ①テスト解説 ②自己紹介 17 ①会話 ②簡潔な文 

3 授業イントロダクション（①会話②文章） 18 ①会話 ②指示詞を用いた接続 

4 ①会話 ②助詞の使い分け 19 ①会話 ②接続詞と文の構成 

5 ①会話 ②語彙の活用 20 ①会話 ②言葉の補足 

6 ①会話 ②自／他動詞の使い分け 21 ①会話 ②意見と事実の書き分け 

7 ①会話 ②文の呼応 22 ①会話 ②文章の要約 

8 ①会話 ②文末の処理 23 ①会話 ②小論文作成 

9 ①会話 ②漢字とひらがなの書き分け 24 ①会話 ②Eメール作成 

10 ①会話 ②漢字の誤変換対策 25 学期末テスト 

11 ①会話 ②カタカナ語の表記 26 テスト返却／フィードバック 

12 中間テスト 27  

13 ①会話 ②適切な読点の打ち方 28  

14 ①会話 ②話し言葉と書き言葉 29  

15 ①会話 ②自然な日本語表現 30  

 
評価方法・対象・比重 

 出席20% ／中間テスト30%／ 学期末テスト50% 
 
主要教材図書  『留学生のための文章表現のルース』 石黒圭・筒井千絵 スリーエーネットワーク                

参考図書 シャドーイング『日本語をはなそう 中〜上級編』 斎藤仁志 他 くろしお出版 

その他資料 ファッション基礎後異臭 
 

記載者氏名  深澤道子 
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科ｺｰﾄﾞ 13512 

科目ｺｰﾄﾞ 33000 

科  名 ファッション流通科 1・2年 

科目名 自由選択 A・B バッグ 

単  位   １単位 

授業期間 前期・後期各 1単位 
 

担当教員(代表)：中野 麗子 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） 

 

ファッションコーディネートに必要なアクセサリーの基本を学び、布地を使った一重のエコバッグと裏地つきの曲げまちのト

ートバッグの２種類を製作。 

 
  

コマ 内 容 

1 一般知識、スケジュール説明、エコバッグパターン作り 

2 裁断 

3 ポケット作り、手ひも作り 

4 脇縫い 

5 手ひもつけ、完成 

6 曲げマチのトートバッグパターン作り 

7 裁断 

8 ポケット作り、付け見返し付け、組立て 

9 外ポケット作り、手ひも作り 

10 インソール芯貼り 

11 手ひも付け、組立て 

12 本体と中袋を合わせる、完成 

 
評価方法・対象・比重 

実物作品・出欠席 

 
 

主要教材図書    

文化ファッション大系流通講座④コーディネートテクニックアクセサリー編Ⅱ 

              

参考図書    文化ファッション大系ファッション工芸講座③ バッグ 
 

その他資料   実物参考標本、段階標本 
 
 

記載者氏名   中野 麗子 

 

 

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  13512 

科目ｺｰﾄﾞ 34001 

科  名 ファッション流通科スタイリストコース 

科目名 造形選択帽子 A・B（布地） 

単  位   １単位 

授業期間 前期・後期 各 1単位 
 

担当教員(代表)：德滿 真紀 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演習に必要なアクセサリーの基礎として、布帛による基本的な帽子を製作し知識 

技術を習得する。 

  

コマ 内 容 コマ 内 容 

1  一般知識（歴史・分類・名称・素材・用具・ 

かぶり方・マナー）採寸・パターン製作（キャップ）・

芯貼り 

  

2 裁断（表・裏）、印つけ   

3 表クラウン製作   

4 裏クラウン製作、表・裏クラウン中とじ   

5 ブリム製作・つけ、サイズリボンつけ   

6 仕上げアイロン、提出  

クロッシュ（基本・応用）ハンチング、ベレー絵型、 

デザイン相談・パターン製作 

  

7 パターン製作、裁断（表・裏）・芯貼り・印つけ   

8 裁断（表・裏）・芯貼り・印つけ・表クラウン縫い   

9 裏クラウン製作   

10 ベルト、ブリム製作   

11 クラウン中とじ、サイズリボンつけ   

12 仕上げアイロン、提出、発表会   

 
評価方法・対象・比重 

出欠席・実物作品 

 
 
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③コーディネートテクニックアクセサリー編Ⅰ 
             文化ファッション大系ファッション流通講座⑦コーディネートテクニック演出編Ⅰ               

参考図書  

その他資料        実物参考標本 実物段階標本 
 

記載者氏名        德滿 真紀 
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科ｺｰド 13512 

科目ｺｰﾄﾞ 13235 

科  名 ファッション流通科スタイリストコース 

科目名 １・２年共通「自由選択」ニット Ａ/Ｂ 

単  位   単位 １ 

授業期間 （    ） 
 

担当教員(代表)：小林 桂子 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） 

ニット編み地の基本を理解し、ファッションアイテムである ニット小物を自由に制作する 

  

 

＊ 棒針基礎編み・・・・3コマ 

         パール編み メリヤス編み リブ編み ニットの３原組織を編む 

 

＊ 鉤針基礎編み・・・・２コマ 

          鎖編み 細編み 中長編み 長編みの基本編地を編む 

 

＊ ニット小物・・・・・７コマ 

           棒針編み 鉤針編みの基本編地を使用し、ニット小物を制作する  

 
評価方法・対象・比重 

 課題提出 出席状況 

 
 
主要教材図書 コーディネイトテクニックアクセサリー論 Ⅰ                   

参考図書 ニット小物冊子 

その他資料 オリジナルプリント 
 

記載者氏名 小林 桂子 
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科ｺｰﾄﾞ  13512 

科目ｺｰﾄﾞ 30001 

科  名 ファッション流通科スタイリストコース 

科目名 自由選択（アートフラワー） 

単  位   単位 １ 

授業期間 半期（前期/後期） 
 

担当教員(代表)：久保田桂子 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） 

アクセサリー、インテリアの１つとしてアートフラワーの基本的な知識と技術、造形・色の組み合わせのバランス感覚を 

習得し、クリエイティブかつオリジナルな創作力を身につけることを目標とする。 

 
  

１. アートフラワー一般知識(0.5) 

  アートフラワーの一般知識と使用する用具などを理解させる 

 

２．染色 色見本表制作 １点（0.5） 

  染色方法や色出し方法の基礎を理解させる 

 

３．ダリア 作品 1点制作（2） 

花の構造と染色時における布による染まり具合の違いや色の重ね方などを理解させる 

 

４．あじさい 作品 1点制作（3） 

布の裁断、コテあて、小花・リボンのまとめ方などの基本を理解させる 

 

５.小花（デージーか野ばら）・野すみれ・スズラン 作品 1点制作（4） 

抜き弁を使用しての染色、コテあて、花のまとめ方などの基本を理解させる 

 

６.カメリア 作品 1点制作（4） 

布帛を使用して糊引きの方法、コテあて、花のまとめ方などの基本を理解させる 

 
評価方法・対象・比重 

実物作品 出欠席 

 
 
主要教材図書                   
文化ファッション大系 服飾関連専門講座⑧手芸  プリント  コレクション写真  各種標本 

参考図書  

その他資料  
 

記載者氏名  
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科ｺｰﾄﾞ 13512 

科目ｺｰﾄﾞ 51105 

科  名 ファッション流通科スタイリストコース 

科目名 ファッションデザイン画 （応用） 

単  位 １ 単位 

授業期間 後期 
 

担当教員(代表)：金谷 容子 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） 

前期で習得した基礎技法に画材研究を加え、応用テクニックと創造力を高める。 

  

後期 

 彩色表現 

 素材表現 

 デザイン発想 

 修了制作 

 
評価方法・対象・比重 

課題作品の提出・出席状況・授業態度よる総合評価 

 
 
主要教材図書 ファッションデザイン画の教科書・補助プリント                  

参考図書 ファッション雑誌 

その他資料  
 

記載者氏名 金谷 容子 
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科ｺｰﾄﾞ  13512 

科目ｺｰﾄﾞ 94905 

科  名 ファッション流通科スタイリストコース 

科目名 自由選択 きもの着付けＡ／Ｂ 

単  位   １単位 

授業期間 前期・後期各１単位 
 

担当教員(代表)：赤羽 有美 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） 

 浴衣、きものの一般知識及び基本的な着装の方法を身に着ける。また、和装をコーディネートする観点からそ

の文化的背景を理解して時代に即したスタイリングができることを目標とする。 

 
  

コマ 内 容 

1 オリエンテーション、着物の歴史・一般知識 

2 浴衣の一般知識、半幅帯の結び方（文庫結び、小菊結び、貝の口） 

3 下着・補正について、浴衣の着付け（自装）、下着・浴衣のたたみ方 

4 浴衣の着付け（他装） 

5 浴衣の着付け実技テスト（浴衣、半幅帯） 

6 名古屋帯の扱い、帯の種類について 

7 お太鼓の結び方、半襟のつけ方 

8 長襦袢・外出着などの着付け、お太鼓結び 

9 お太鼓結び復習、きものの種類について 

10 外出着などの着付け（他装） 

11 きものの着付け実技テスト 

12 装いのＴＰＯ、コーディネートについて、まとめ 

 

 
 
評価方法・対象・比重 

出欠席、実技テスト 

 
 
主要教材図書 なし 

参考図書 最新版きものに強くなる辞典 

その他資料 プリント 
 

記載者氏名 赤羽 有美 
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科ｺｰﾄﾞ  13512 

科目ｺｰﾄﾞ 35055 

科  名 ファッション流通科スタイリストコース 

科目名 ハンディワーク 

単  位    １単位 

授業期間 半期選択 
 

担当教員(代表)：毎熊 舞 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） 

ハンディワークにおける基礎知識・レース表現（マクラメレース）・加飾美表現の基礎（色糸刺繍、ビーズ・スパングル刺繍）

を理解することを目標とする。また、市場調査や雑誌等で昨今の手工芸の流行を知り、基礎で学んだ加飾美表現を用いたオリ

ジナルファッション小物を製作する。 
  

コマ 内 容 コマ 内 容 

1 授業内容の説明・マクラメレースの基礎 16  

2 マクラメレースの応用（ブレスレッド制作） 17  

3 エンブロイダリー基礎（アップリケ） 18  

4 エンブロイダリー基礎（色糸刺繍） 19  

5 エンブロイダリー基礎（色糸刺繍・ビーズ刺繍） 20  

6 エンブロイダリー基礎（スパングル刺繍） 21  

7 エンブロイダリー基礎（リボンワーク） 22  

8 エンブロイダリー基礎（コードの作り方・仕上げ） 23  

9 エンブロイダリー応用（デザイン相談） 24  

10 エンブロイダリー応用（実習・点検） 25  

11 エンブロイダリー応用（実習・点検） 26  

12 エンブロイダリー応用（実習・点検・作品提出） 27  

13  28  

14  29  

15  30  

 
評価方法・対象・比重 

 作品評価 

 
 
主要教材図書 文化ファッション大系 服飾関連専門講座⑧「手芸」 

参考図書 各種コレクション写真集等 

その他資料 各種標本 
 

記載者氏名 毎熊 舞 
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科ｺｰﾄﾞ 13512 

科目ｺｰﾄﾞ 45021 

科  名 ファッション流通科スタイリストコース 

科目名 自由選択 A.Bソーイング（トップス） 

単  位   １単位 

授業期間 前期・後期 各 1単位 
 

担当教員(代表)：鈴木 梢 共同担当者：  

 
 

概要 

ニット素材・カットソーの一般知識及び基本的な縫製方法を身に着ける。素材の特性を理解した上でトップスをデザインし、

実物作品を完成させてコーディネートテクニックを学習させる。 

 
  

コマ 内 容 コマ 内 容 

1 ニット生地の種類・性質・縫製方法説明、デザイン相談 16  

2 デザイン相談・実物作図・パターン作り 17  

3 実物作図・パターン作り 18  

4 本縫い準備・裁断・印つけ 19  

5 4本ロックミシン操作・レジロン糸での縫製の仕方確認・本縫い 20  

6 本縫い 肩・脇・襟ぐり縫い 21  

7 本縫い 袖ぐり・袖下縫い 22  

8 本縫い リブ縫い・付属付け 23  

9 本縫い アタッチメントを使用した袖口縫い 24  

10 本縫い アタッチメントを使用した裾上げ 25  

11 本縫い まとめ・アレンジ 26  

12 仕上げ 仕上げアイロン・提出・発表会 27  

13  28  

14  29  

15  30  

 
評価方法・対象・比重 

            実物作品・出欠席 

 
 
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⑥コーディネートテクニックアパレル編 II（商品構成）                  

参考図書 文化ファッション大系ファッション流通講座⑤コーディネートテクニックアパレル編 I（商品知識） 

その他資料 実物参考標本、実物段階標本 
 

記載者氏名 鈴木 梢 

 

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  13512  

科目ｺｰﾄﾞ 45022 

科  名 ファッション流通科スタイリストコース 

科目名 自由選択 A・B ソーイング（ボトムス） 

単  位 1 単位 

授業期間 前期・後期 各 1単位 
 

担当教員(代表)：平野栄子 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） 

ボトムスの基本であるスカートとパンツの基礎知識と下半身の体型を理解し、実物作品を完成させてコーディネ

ートテクニックを学習させる。 

  

コマ 内 容 コマ 内 容 

1 デザイン相談・実物作図・パターン展開 16  

2 実物作図・パターン作り 17  

3 裁断・印しつけ 18  

4 本縫い準備 付属裁断、芯はり、縫い代の始末 19  

5 本縫い ダーツ、タック、プリーツ縫い 20  

6 本縫い ポケット作り、つけ、脇縫い 21  

7 本縫い 後ろ中心縫い、ベンツ、スリット作り 

股下、股ぐり縫い 

22  

8 本縫い ファスナーつけ 23  

9 本縫い ベルト作り、つけ 24  

10 本縫い 裾上げ 25  

11 本縫い まとめ、ホック、糸ループつけ 26  

12 仕上げ 仕上げアイロン、提出、発表会 27  

13  28  

 
評価方法・対象・比重 

実物作品、出欠席 

 
 
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⑥コーディネートテクニックアパレル編Ⅱ（商品構成）              

参考図書       文化ファッション大系ファッション流通講座⑤コーディネートテクニックアパレル編Ⅰ（商品知識） 

その他資料      実物参考標本、実物段階標本 
  

記載者氏名      平野栄子 

 

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  13222 

科目ｺｰﾄﾞ 98120 

科  名 ﾌｧｯｼｮﾝ流通科２年ｽﾀｲﾘｽﾄｺｰｽ 

科目名 特別講義Ⅱ 

単  位  ２ 単位 

授業期間 通年 
 

担当教員(代表)： 木本 晴美 共同担当者： 平松 正美 

 
 

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） 

学内外の博物館、企画展示見学を通し、ファッション分野を幅広く理解させる 

 

  

 

＊レギュラー授業に含まれない ファッション分野のさまざまの知識を習得させる 

 

１． 学内：博物館 ファッションリソースセンター展示見学 

２． 学外：舞台衣装見学 歌舞伎鑑賞 

３． 学外：さまざまな美術企画展覧会 見学 

 
評価方法・対象・比重 

出席状況・レポート 

 
 
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 木本 晴美 

 

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  13222 

科目ｺｰﾄﾞ 96100 

科  名 ﾌｧｯｼｮﾝ流通科２年ｽﾀｲﾘｽﾄｺｰｽ 

科目名 校外研修Ⅱ 

単  位   １単位 

授業期間 前期 
 

担当教員(代表)：木本 晴美 共同担当者： 平松 正美 

 
 

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） 

研修旅行（神社、仏閣、庭園の鑑賞、企業見学（ワコール、川島織物）)を通し、ファッション分野を幅広く理

解させる。 

  

研修旅行 （6月17日～19日） 

 日程 京都  

 内容 ワコール企業見学 

    東福寺方丈庭園見学 

    清水寺見学 

    川島セルコン見学 

    金閣寺見学 

    東寺見学 

    

    尚 2日目 グループ研修実施 

 

  ＊研修旅行事前講義（1コマ） 

    寺院仏閣事前基本知識を学ぶ 

 
評価方法・対象・比重 

出席状況・レポート 

 
 
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 木本晴美 

 

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  13512 

科目ｺｰﾄﾞ 65542 

科  名 ファッション流通スタイリスト科 2年 

科目名 キャリア開発 Ⅱ 

単  位   1 単位 

授業期間 （  前期  ） 
 

担当教員(代表)： 杉本 直鴻 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） 

 

学生が志望する就職先に内定するために必要な「就職力」を講義+実習を通して身に付けさせる。 

  

コマ 内 容 コマ 内 容 

1 職業観・勤労観 (働くことの意義) 16  

2 職業観・勤労観 (職業人としての心構え) 17  

3 言葉遣い (正しい言葉遣い、敬語、ビジネス会話) 18  

4 電話・Ｅメール（講義＋実習）  19  

5 面接①（講義＋実習） 20  

6 面接②（講義＋実習） 21  

7 グループディスカッション①（講義＋実習） 22  

8 グループディスカッション②（講義＋実習） 23  

9 作品プレゼンテーション①（講義＋実習） 24  

10 作品プレゼンテーション②（講義＋実習） 25  

11 会社訪問・店舗見学（講義＋実習） 総まとめ 26  

12  27  

13  28  

14  29  

15  30  

 
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 第 6版」 

参考図書  

その他資料  
 

記載者氏名  杉本 直鴻 

 

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  13512 

科目ｺｰﾄ 9660 

96700 

科  名 ﾌｧｯｼｮﾝ流通科２年 

科目名 インターンシップ a b 

単  位   １～２ 単位 

授業期間 通年 

 

担当教員(代表)： 木本 晴美 共同担当者： 平松 正美 
 

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） 

 将来のキャリアを視野に入れ、各自の専門性追及と業界・業態・職業自体への理解を深めることを目的とする。 
  

●目的                                           

スタイリスト業務の実習及び見学を通して、スタイリストの仕事の理解と現場に則した       

知識・技術の修得を目的とする。 

・スタイリスト業務の種類とその特徴                             

・仕事をスムーズにすすめるためのコミュニケーションスキルとビジネスマナー 

・スタイリストの仕事の流れと手順 

 

・商品の借用と返却の仕方、またその取り扱い上の注意事項、など 

 

●現場実習の主な内容 

 

・商品借用・返却の同伴、またその準備 

 

・商品タグの取り扱い（保管・復元等含む） 

 

・アイロンかけ、靴の底貼り 

 

・裁縫（裾上げ・ボタン付け） 

 

・撮影現場の立ち会い、補佐業務 

 

・モデルへの着せつけ 

 

●研修先  スタイリスト（個人） スタイリスト事務所 

  １単位  （９０分×１４） 

  ２単位  （９０分×２８） 
 
評価方法・対象・比重 

出席状況・レポート 

  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 平松 正美 

 

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  13512 

科目ｺｰﾄﾞ 68460 

科  名 ﾌｧｯｼｮﾝ流通科２年 

科目名 イベント実習Ａ 

単  位    １単位 

授業期間 前期 
 

担当教員(代表)：木本 晴美 共同担当者： 砂生 政信  川井 佐江子 薫森 三義 

平松 正美  鈴木 尚輝  木村 衣里  夏目 幸恵 
 

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） 

ファッションショーの制作過程と各ポジションの役割分担を学ぶ。 

アパレル演習で制作したカジュアルウェアを、新入生歓迎ショーとして発表する。 

 
  

1 パート別会議 各パート顔合わせ 

（パート名：企画・スタイリングアイテム・音効・音効・照明・ヘアメイク・フィッター・      

映像（ＣＧ）・映像（メイキング）・アクセサリー・モデル・プレス・会場・舞台広報・ブログ）

             

2 各パート製作準備  

 

3 パート長会議          

     

4 テーマプレゼンシーンプレゼン        

      

5 シーンプレゼン          

     

6 エフェクト諮問          

     

7 作品提出          

  

8 コーディネートチェック      

"          

9 リハーサル          

    

10 止め通しリハーサル         

      

11 通しリハーサル          

   

12 最終リハーサル          

    

13 ショー本番          

     

14 ショー本番          

     

15 反省会・片づけ          

     
 
評価方法・対象・比重 

 上記の活動、および出席状況（点数） 
 

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  
   

参考図書  

その他資料   
 

記載者氏名 木本 晴美 

 



 

 
 

科ｺｰﾄﾞ  13512 

科目ｺｰﾄﾞ 55100 

科  名 ﾌｧｯｼｮﾝ流通科２年ｽﾀｲﾘｽﾄｺｰｽ 

科目名 カメラワーク 

単  位    １単位 

授業期間     通年 
 

担当教員(代表)：木本 晴美 （丹下 彩子） 共同担当者： 平松 正美 

 
 

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） 

 写真撮影の基礎知識を学び、アパレル授業で学生自身が作った作品をスタイリング撮影し、自分の好きな 

世界観の追求、 服の見せ方スタイリングのポイントを学ぶ。 

  

デジタルカメラの基礎知識  

カメラの扱い、絞り、シャッタースピード、カラーバランス、保存データの種類 

 

撮影実習 1,2コマ目  ポートレート撮影実習 

撮影実習 3,4コマ目  スカーフ撮影実習 

      （スタイリストワーク授業と連動） 

  

撮影実習 5.6コマ目  カジュアルウェア撮影実習 

      （ディレクションワーク・アパレル授業と連動） 

  

撮影実習 7.8コマ目  商品物撮り撮影実習 

      （スタイリストワーク授業と連動） 

  

撮影実習 9.10コマ目  アクセサリー含むビューティー撮影実習 

      （アクセサリー帽子授業と連動） 

  

撮影実習 11,12コマ目 ニットアーティストの作品を使用し撮影実習 

      （ディレクションワーク授業と連動） 

  

 
評価方法・対象・比重 

出席状況・レポート 

 
 
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 平松 正美 

 

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  13512 

科目ｺｰﾄﾞ 97900 

科  名 ﾌｧｯｼｮﾝ流通科２年スタイリストコース 

科目名 卒業研究・創作 

単  位    ３単位 

授業期間 後期 
 

担当教員(代表)：木本 晴美 共同担当者： 平松 正美 

 
 

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） 

・２年間の学習の集大成として、卒業制作ショーを行う。 

  ファッションショーの企画、演出から作品製作まで、2 年間学んだ知識と技術を結集し、発表させる。 

 ・学生個々での研究創作とした作品制作及びプレゼンテーション・展示発表まで行う。 
  

 

１、ショー作品の製作                            （９０分×２８） 

   

企画パートで企画がデザインしたものを各クラスで、グループ製作。  

トワル仮縫い、実物仮縫い、中仮縫い(アクセサリー合わせ)は  

スタイリストコース、ショップスタイリストコース、  

ファッションモデルコース、ファッションメイクアップコースで行う。  

       

  

 

２、ショーの各パートの実働                         （９０分×２８）  

         

  企画、渉外、照明、音効、会場、広報、プレス、  

映像（ＣＧ・メイキング）舞台、モデル、アクセサリー、  

ヘアメイク、フィッター、などの係を担当。  

活動を通してファッションショーのしくみと効果的な、演出法を学ぶ。  

  （反省会含む） 

 

 

 

３・個人の卒業研究創作                           （９０分×２８） 

 

目的に合わせた各自のディレクションから、スタイリング、撮影準備  

撮影実習、メディア加工、ブック制作をし、プレゼンテーション  

展示形式で発表をする。  
 
評価方法・対象・比重 

 上記１、および２、３の活動、および出席状況（点数） 
 
主要教材図書  
  繊研新聞、情報誌、ファッション雑誌など 

参考図書  

その他資料  参考プリント、参考標本、部分標本など 
 

記載者氏名 木本 晴美 

 

 

２０１５年度 カリキュラム科目概要 文化服装学院教務部 

 


