
 

 
 

科ｺｰﾄﾞ  13532 

科目ｺｰﾄﾞ 62001 

科  名 ファッション流通科 2年リテールプランニングコース 

科目名 リテールマーチャンダイジングＡ・Ｂ 

単  位 各４単位 

授業期間 前期：Ａ 後期：Ｂ 
 
担当教員(代表)：砂生 政信 共同担当者：川井 佐江子  薫森 三義 

 
 

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） 

文化祭での店舗出店に向けての実務を通して、リテールマーチャンダイジングに必要な知識を得ることを目標とする。 

具体的にターゲット設定、店舗コンセプト、商品構成、店舗面積、店舗イメージ、販売サービス、販促、計数管理などの実践

を行い、社会に出てから必要となる実務のシュミレーションを行う。 
  

第1ステップ 個人企画 文化祭に向けた個人企画の立案及び個人企画発表 

 ・リテントでやりたいことの個人企画立案（市場情報、消費者情報のリサーチ） 

・項目：客層、商品構成、コンセプト、店舗イメージ、サービス、販促、店舗売上予想 

 

第2ステップ グループワーク チーム別ショップ企画立案 

・コンセプト設定、ターゲット設定、計数計画 

・商品、販促、売り場展開 

・役割分担（店長、バイヤー、会計、渉外、販売責任者 その他）                   

・外部企業との交渉の進め方 

 

第3ステップ グループワーク 実践活動 

・計数予算確定（売上高、仕入高、在庫高、その他） 

・外部交渉(商品発注、販促ツール、什器手配、売り場備品手配、販促物準備 その他）                 

 

第4ステップ グループワーク 実践結果のまとめ・報告 

・チーム別反省会 

・自己評価、他己評価 

・個人レポート作成 

・チームレポート作成、報告会準備、全体報告会 

 

第5ステップ 個人ワーク 個人活動結果のまとめ・報告 

・個人成果レポートまとめ                           

・発表資料作成 

・個人成果報告会                        
 
評価方法・対象・比重 

出席率、チーム評価、個人評価を総合的に判断 

 
 
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 薫森 三義 

 

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  13532 

科目ｺｰﾄﾞ 62200 

科  名 ファッション流通科 2年リテールプランニングコース 

科目名 リテールマーチャンダイジング計数 

単  位 3単位 

授業期間 通年 
 

担当教員(代表)：薫森三義 共同担当者：  
 

 

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

アパレル小売業の多くが現在使用している計数に関する基礎知識の修得を目標とする。計数用語の解説と計算式の理解及び演

習、実際店舗で使用している計画書・報告書などの書類の紹介、本コースが行う文化祭リアル店舗出店における計数管理の 3

つを軸に授業展開を行う。 

  

コマ 内 容 コマ 内 容 

1 計数の基本的な仕組み 21 交差比率、商品消化率、返品高、商品原価高 

2 計数の持つ意味、商品の価格構造、マーケットの認識 22 マークアップ 

3 売上高と掛率の関係 23 マークダウン 

4 仕入条件と掛率の関係                                                                                                                              24 前期振り返り 

5 振り返り用の確認問題  25 文化祭仕入予算表の復習 

6 仕入条件（買取仕入れ、委託仕入れ、消化仕入れ）  26 文化祭で必要な計数⑥ 小売価格の設定方法 

7 値入高、ロス高、粗利益高の関係 27 文化祭で必要な計数⑦ 仕入実績のまとめ、全体予算見直し 

8 文化祭で必要な計数① 売上高と消化率の考え方 28 文化祭で必要な計数⑧ チームごとに日割予算の設定実習 

9 売上高、利益のもと 29 文化祭で必要な計数⑨ 日割実績のまとめ方 

10 売上高の構成要素 30 文化祭で必要な計数⑩ ショップ運営に掛かる経費 

11 振り返り用の確認問題  31 文化祭で必要な計数⑪ チーム別結果分析 

12 在庫回転率と回転日数の意味 32 経営上の 5つの利益 

13 期首在庫高、仕入高、売上高、期末在庫高の関係 33 損益分岐点売上高と利益図表 

14 計画対比、構成比、電卓の使い方 34 年間予算の立て方 

15 振り返り用の確認問題  35 年間予算の月々への落とし込み方法 

16 文化祭で必要な計数② 売上予算の立て方 36 月度報告書実習① 

17 文化祭で必要な計数③ 仕入予算の立て方 37 月度報告書実習② 

18 文化祭で必要な計数④ 納期管理 38 月度予算の週及び日割り予算への落とし込み① 

19 文化祭で必要な計数⑤ チーム別計数計画 39 月度予算の週及び日割り予算への落とし込み② 

20 振り返り用の確認問題 30 1年間の振り返り 

 
評価方法・対象・比重 

ペーパーテスト90% 授業参加度10%  
 
主要教材図書 なし                  

２０１５年度 カリキュラム科目概要 文化服装学院教務部 

 



参考図書 なし 

その他資料 なし 
 

記載者氏名 薫森三義 

 



 

 
 

科ｺｰﾄﾞ  13532 

科目ｺｰﾄﾞ 64000 

科  名 ファッション流通科リテールプランニングコース２年 

科目名 ビジュアルマーチャンダイジング 

単  位  2単位 

授業期間 通年（    ） 
 

担当教員(代表)：渡邊純子 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とは、視覚的商品化計画として、企業の理念や経営システムに関わる重要な「戦略」です。

ビジュアルプレゼンテーションに関わる基礎知識とテクニックを学ぶとともに、文化祭店舗 RE・TENTの VMD計画を考えます。 

また、企業とのコラボレーションである「ディスプレイコンペ」に参加し、実店舗での演出作業を体験します。 
  

コマ 内 容 コマ 内 容 

1 VMDとは何か  年間の授業スケジュールについて 16 いろいろなテクニック「ピンワーク」 

2 VMDの役割と目的 17 KO・TENTのシミュレーション 

3 販促カレンダーの作成 年間のVMDの流れ 18 RE・TENTのシミュレーション 

4 販促カレンダーに基づくテーマカラーのあり方 19 RE・TENT ショップの最終確認 

5 校外授業 実店鋪を通してVMDの役割を知る 20 RE・TENT 於けるVMDの成果 

6 ディスプレイコンペの企画書作成 21 実店鋪に於けるVMD計画 企画書の作成 

7 ディスプレイコンペの企画書作成（一点透視図の描き方） 22 実店鋪に於けるVMD計画 企画書の作成 

8 図面のよみ方・書き方 23 実店鋪に於けるVMD計画 プランの作成 

9 什器・器具・マネキンの種類、機能、用途について 24 実習1 企画書に基づいたVP・PPの演出 

10 マネキン・ボディの扱い方 25 実習2 企画書に基づいたVP・PPの演出 

11 器具の選び方・使い方 26 実習3 企画書に基づいたVP・PPの演出 

12 文化祭店鋪RE・TENTのレイアウト図とゾーニング 27 VMDのまとめ 

13 PP 基本構成の作り方 28  

14 IP 棚割りについて 商品の陳列方法 商品のたたみ方 29  

15 いろいろなテクニック 「吊り」「ピンナップ」 30  

 
評価方法・対象・比重 

前期末試験（ペーパー）・課題提出・出欠状況 
 
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「ディスプレイ・VP・VMD」     

参考図書  

その他資料  
 

記載者氏名   渡邊純子 

 

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 13532 

科目ｺｰﾄﾞ 68000 

科  名 ファッション流通科 

科目名 セールスプロモーション 

単  位 2単位 

授業期間 通年 
 

担当教員(代表)：落合 健太 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。） 

昨今、目まぐるしく変化するセールスプロモーションにおいて、基本的な概要理解と共に、常に変化に対応できるよう、柔

軟性、対応力を高めていくことを目標としています。 

 

 

 
 セールスプロモーションの実例を用いながら、紹介解説を中心に講義を行います。実例から紐解くことで、曖昧な定義であ

るセールスプロモーションとは何かということの理解を高めていきます。 

 また、セールスプロモーションにおいては、アイデア、デザイン力が求められる現在、本講義では非デザイナーのためのア

イデアの作り方、出し方。デザインメソッドについての指導を行ない、将来ディレクター、プロデューサーとして活動の場が

広がるように指導していきます。 

    

評価方法・対象・比重 

講義内での積極性。また、講義中にいくつか行なう実務での内容で判断。 

  

主要教材図書・参考図書・その他資料等 

講義毎に、こちら作成したものを用います。 

  

記載者書名欄 落合 健太 

 

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  13532 

科目ｺｰﾄﾞ 10200 

科  名 ファッション流通科 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)：久保田 智美 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） 

ファッションアドバイザーやバイヤー、企業を目指すために必要なアパレル商品知識を身に付けることを目標とする。 

1年次に習得した商品知識を軸にし、各アイテムの服の構造やディテールの名称をより深く、実務的な視点から理解するため

アパレル製造論とも連動し、リメイクや部分縫いなど講義だけでなく実技演習からも知識を習得する。 
  

コマ 内 容 コマ 内 容 

1 オリエンテーション・リメイク作品デザイン相談 16 パンツの知識② 

2 リメイク作品製作実習 17 パンツの知識③ 

3 リメイク作品製作実習・授業提出 18 ジャケット・スーツの知識① 

4 アパレル商品の柄の知識① 19 ジャケット・スーツの知識② 

5 アパレル商品の柄の知識② 20 ジャケット・スーツの知識③ 

6 アパレル商品の柄の知識③ 21 コートの知識① 

7 シャツ、ブラウスの知識① 22 コートの知識② 

8 シャツ、ブラウスの知識② 23 コートの知識③ 

9 シャツ、ブラウスの知識③ 24 フォーマルウエアの知識① 

10 ニット＆カットソーの知識① 25 フォーマルウエアの知識② 

11 ニット＆カットソーの知識② 26 フォーマルウエアの知識③ 

12 スカートの知識① 27  

13 スカートの知識② 28  

14 スカートの知識③ 29  

15 パンツの知識① 30  

 
評価方法・対象・比重 

課題作品、前後期試験、出席状況、授業態度 
 

主要教材図書                  

文化ファッション体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） 

文化ファッション体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）、ファッション辞典 

参考図書  

その他資料  
 

記載者氏名 久保田 智美 

 

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  13532 

科目ｺｰﾄﾞ 10450 

科  名 リテールプランニングコース 

科目名 アパレル製造論 

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：  

 

概要 

アパレル製品を製造するための基礎的なプロセスを理解する。企画、生産、バイイング、営業、商品の取り扱い等に活かすこ

とができるよう、製品の製造方法、資材の取り扱い、品質やグレードによる仕様・コストの違い、納期に与える影響、不良に

対する取り組みを体験しながら理解し、製造品質を見極めるための基礎的な知識を身につけることを目標とする。 
  

Ⅰ.ガイダンス、アパレル産業の生産プロセス（2コマ） 

 ①授業概要説明 

 ②アパレル産業の生産プロセス解説 

Ⅱ.カットソー縫製と知識（6コマ） 

①Tシャツ縫製 

②カットソーの素材と仕様について 

③オリジナルアイテムの企画 

Ⅲ.シャツ縫製仕様と仕様書作成（8コマ） 

①工業用パターン 

②シャツの縫製仕様 

③縫製仕様書作成方法 

④資材の知識 

Ⅵ.カジュアルパンツ縫製仕様（5コマ） 

①仕様の解説 

②縫製工程の実演 

Ⅴ.ジャケット縫製仕様（4コマ） 

①仕様の解説 

②縫製工程の実演 

③縫製機器見学 

Ⅵ.工業用パターン（1コマ） 

 ①パターンメーキングのプロセス 

②CADによるパターンメーキング、グレーディング体験 

Ⅶ.アパレル製品不良について（1コマ） 

Ⅷ.まとめ（1コマ） 

 ①今後の生産環境の展開について 

 
 
評価方法・対象・比重 

評価方法：期末試験（前後期各 1回）、提出物（Tシャツ、縫製仕様書） 

評価比重：試験：8割、提出物2割 
 
主要教材図書                   
・私製テキスト 

参考図書  

その他資料  
 

記載者氏名 宮澤 国博 

 

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 13532 

科目ｺｰﾄﾞ 74240  

科  名ファッション流通科 2年 リテールプランニングコース 

科目名 パーソナルスタイリング 

単  位 １単位 

授業期間 後期 
 

担当教員(代表)：川井佐江子 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） 

お客様視点に立ったコーディネート提案のできる知識習得を目標とする。 

自己プロデュース・相手プロデュースをすることで印象 UPを目指す。 

その手法を店頭でのコーディネーション提案へと落とし込み、提案力・プレゼンテーション力の習得に繋げ

る。 
  

１．ファッションコーディネートとは 

  コーディネート基礎知識の確認 

２．ライフスタイルに視点を置いたコーディネート（自分編） 

   自身のライフスタイル分析とそれに合わせたコーディネートを考える  

３．ライフスタイルに視点を置いたコーディネート（相手編） 

  相手のライフスタイル分析とそれに合わせたコーディネートを考える 

４．自分プロデュース 

  自分をよりよく見せる方法を学ぶ 

プレゼンテーション能力向上 

５．相手プロデュース 

  相手の印象が良くなるコーディネート提案 

プレゼンテーション能力向上 

６．お悩み解消コーディネート（自分編） 

  自身のコーディネートの悩みを分析し、新しいコーディネートを考える 

プレゼンテーション能力向上 

７．お悩み解消コーディネート（相手編） 

  相手のコーディネートの悩みを分析し、新しいコーディネートを考える 

プレゼンテーション能力向上 

 
評価方法・対象・比重 

レポート提出・プレゼンテーション・出席状況・授業に対する参加度による総合評価 

 
 
主要教材図書                   

参考図書  

その他資料  
 

記載者氏名 川井佐江子 

 

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  13532 

科目ｺｰﾄﾞ 65100  

科  名ファッション流通科 2年 リテールプランニングコース 

科目名 販売実務 

単  位 ２単位 

授業期間 通年 
 

担当教員(代表)：川井 佐江子 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） 

・販売員として、基本的な立ち居振る舞いから応対までの知識と実践力を身につける。 

・お客様視点での判断と行動ができ、販売の楽しさや難しさなど、ロールプレイングを通じて体感する。 

・文化祭 RE・TENTにおいて、「おもてなし」をチームごとに考えさせ、体現させる。 
  

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 

販売員の必要性、重要性を考えるきっかけを与える 

自己紹介・他者紹介をし、コミュニケーションの重要性を知る 

 

2． 店頭業務の理解 

店頭における立ち居振る舞い、接客8大用語、おたたみ等、店頭業務の基礎を知る 

 

3． 接客応対 

ファーストアプローチ～お聞きだし＆受け止め～クロージングをロープレイングにより体得 
ラッピング（百貨店包み、リボン結び、ネクタイの結び方）習得 

店頭におけるシューフィッターの基礎知識の講義 

 

4． ビジネスマナー 

店頭における電話応対、名刺交換、敬語の習得 

 

5． サービスチェック 

店頭の現状を把握し、自身の応対に繋げるべく、全3回に分けたサービスチェックを行う 

 

6． RE・TENT応対 

文化祭におけるRE・TENTでの応対に備え、チームごとに準備を行う 

シフト作り、クレーム対応、ロールプレイング、接客対応マニュアル作成 

 

7． 中間試験・学年末試験 

学びの確認を行う（中間試験：筆記、学年末試験：ロールプレイング） 
 
評価方法・対象・比重 

試験（ロールプレイング・実技）・レポート・出席状況・授業に対する参加度による総合評価  

 
 
主要教材図書                   

参考図書  

その他資料  
 

記載者氏名 川井佐江子 

 

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    13532 

科目ｺｰﾄﾞ  53200 

科  名 ファッション流通科リテールプランニングコース 

科目名 パーソナルカラー 

単  位 １ 

授業期間 前期 
 

担当教員(代表)：小島 有紀 共同担当者： － 
 
教育目標・レベル設定など 

1年次の色彩理論・配色・作品作りなどで身につけたことをベースに、ファッション業界の現場でビジ 

ネススキルとして「パーソナルカラー（似合う色）」を活用するための実践編。 

（＊パーソナルカラー検定３級、２級を受験できる内容） 
 
 

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

 

●パーソナルカラー概論（２コマ） 
・オリエンテーション、教材説明 

・パーソナルカラーの本来の目的や意味、似合う色の定義について 

 ・ファッション業界の現状を踏まえたパーソナルカラーの活用法や、ビジネス展開について 

 ・「パーソナルアイデンティティ（自分らしさ）」の確立、「自分ブランディング」について（外見と内面の自己実現） 

 ・パーソナルカラー検定について 

 

●パーソナルカラーの基本（２コマ） 
 ・パーソナルカラーの色の分け方、色の見分け方（色感）／イメージワードの使い方 

  （タイプ別カラーマップの作成による色感アップの実践 ／ワードのボキャブラリーを増やす） 

 ・色素（肌・髪・眼）の見方、とらえ方 

色素チェックの実践（自分自身、対クライアント）、さまざまなタイプの色素傾向を知る 

 ・色素と似合う色の関係性（色の三属性でとらえる考え方）のセオリー 

 ・色素を踏まえた第一印象ディスカッション（パーソナルアイデンティティをとらえる／接客への展開方法） 

 

●ドレーピング分析方法（２～３コマ） 
 ・分析理論、ドレーピング技法、接客コミュニケーションとしてのドレーピング 

 ・グループ別ドレーピング実習／顧客対応デモンストレーションと実践ロールプレイ 

 

●コンサルティング手法とアドバイスシートの作成（４コマ） 
 ・パーソナルカラーをテーマにしたアドバイス理論／コンサルティング接客の理論 

プロファイルの作成、読み込みのコツ、接客への活かし方 

   （色素をほめる、似合う色を活かす、好きな色や流行色を活かす、配色提案をする 等） 

→これらを相モデル対応を通して実践することで、自分自身の見せ方も考える 

 ・パーソナルカラーをふまえた配色技法とクライアント対応の基本 

（アドバイスのコンセプト立て、アドバイスシート作成） 

 

●コーディネート発表、パーソナルカラー活用まとめ（２～３コマ） 
 ・発表（ドレーピングを利用した見せ方、コーディネートのアレンジ提案、プレゼンテーションの実践）       

→講評、ディスカッション 

 ・まとめ（アドバイスシートの直し、パーソナルカラーを即実践するためのポイント） 

 

＊上記の内容を、1回の授業内でも適宜組み合わせ、実習やロールプレイを織り交ぜながら進める。 

 
 
評価方法・対象・比重 

 出席状況、授業参加姿勢 

カラーマップ作品・アドバイスシート等コーディネート提案資料の作品評価 

ロールプレイの取り組み 

 
 
主要教材図書 
「パーソナルカラー検定公式テキスト３級」「２級」の2冊：日本カラーコーディネーター協会 

参考図書 

その他資料 プリント教材、カラーカード 
 
記載者書名欄 小島 有紀 

 

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  13532 

科目ｺｰﾄﾞ 56800 

科  名 リテールプランニングコース 2年 

科目名 メディアワーク 

単  位 ２単位 

授業期間 通年 
 

担当教員(代表)： 高崎利々子 共同担当者： B117スタッフ 

 

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年次に習ったアプリケーションソフトを復習しながら、RE･TENTの PR に活かす販促物のデザインを中心に、表

計算ソフトなども交えながら課題を製作し、実務に活かすスキルを身につける。 

  

使用ソフト 

Adobe Illustrator 

Adobe Photoshop 

Microsoft Word 

Microsoft Excel 

 

指導内容 

基本操作の説明 

制作物の企画書を作成（ある程度のコスト計算も） 

必要に応じてデザインコンペを行い、結果をフィードバック 

 

制作課題 

名刺の共通デザイン（コンペ） 

共通デザインによる個人名刺 

販促物デザイン 

宣伝ポスターデザイン 

ビジネス文書の基本 

エクセルの基本理解 

など 

 
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  13532 

科目ｺｰﾄﾞ 90100 

科  名 ファッション流通科リテールプランニングコース 

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 

 

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    13532 

科目ｺｰﾄﾞ  90200 

科  名 ファッション流通科リテールプランニングコース 

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    13532 

科目ｺｰﾄﾞ  90251 

科  名 ファッション流通科 1年２年共通 選択 

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  13532 

科目ｺｰﾄﾞ 90800 

科  名 ファッション流通科リテールプランニングコース 

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  13532 

科目ｺｰﾄﾞ 90900 

科  名 ファッション流通科リテールプランニングコース 

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 

 

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 13501 

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  13532 

科目ｺｰﾄﾞ 34001 

科  名 ファッション流通科リテールプランニングコース 

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 

 

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 13532 

科目ｺｰﾄﾞ 13235 

科  名 ファッション流通科リテールプランニング（前期 後期） 

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 

 

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  13532 

科目ｺｰﾄﾞ 30001 

科  名 ファッション流通科２年リテールプランニングコース 

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  

 

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 13532 

科目ｺｰﾄﾞ 51105 

科  名 ファッション流通科リテールプランニングコース 

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 

 

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  13532 

科目ｺｰﾄﾞ 94905 

科  名 ファッション流通科２年リテールプランニングコース 

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 

 

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  13532 

科目ｺｰﾄﾞ 35055 

科  名 ファッション流通科２年リテールプランニングコース 

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 

 

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 13532 

科目ｺｰﾄﾞ 45021 

科  名 ファッション流通科リテールプランニングコース

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  13532  

科目ｺｰﾄﾞ 45022 

科  名 ファッション流通専門科リテールプランニングコース 

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  13532 

科目ｺｰﾄﾞ 98120 

科  名 F流通科２年 ﾘﾃｰﾙﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｰｽ  

科目名 特別講義Ⅱ 

単  位     1単位 

授業期間 前期 
 

担当教員(代表)：砂生 政信 共同担当者： 川井 佐江子、薫森 三義 

 
 

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

・工場見学、現場で働く方の講義を通じて、幅広く業界の知識を深める。 

 

 
  

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 

 

・株式会社サーブ工場見学 

・ホビーショー見学 

・トレンド情報講義（第 5グループ 澤住倫子 先生） 

・貿易実務講義（第 2グループ 加藤紀人 先生） 

・ライセンスビジネス講義（株式会社サンリオ 鈴木基博 氏） 

・ウェブビジネスについて（株式会社ＧＭＯペパボ 阿部雅幸 氏） 

 

 
評価方法・対象・比重 

出席状況・レポート 

 
 
主要教材図書 
 

参考図書  

その他資料  
 

記載者氏名 砂生 政信 
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科ｺｰﾄﾞ  13532   

科目ｺｰﾄﾞ 96100 

科  名 F流通科２年 ﾘﾃｰﾙﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｰｽ     

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)：砂生 政信 共同担当者： 川井 佐江子、薫森 三義 

 

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（カイハラ株式会社、株式会社 MIYUKI)を通し、ファッション現場を幅広く理解させる 

  

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 

 

≪研修旅行：広島 2泊 3日≫ 

1日目（8：30頃 発） 

東京～新幹線内にて昼食～福山からバスで移動～カイハラ(株)工場見学(吉舎工場)～ホテル泊(全員で夕食) 

2日目 

ホテル～(株)MIYUKI～自由昼食～宮島散策～各自夕食～広島市内ホテル泊 

3日目 

ホテル～午前中広島散策～各自昼食～広島駅から新幹線～東京 

 
評価方法・対象・比重 

出席状況・レポート 

 
 
主要教材図書 
 

参考図書  

その他資料  
 

記載者氏名 砂生 政信 
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科ｺｰド 13532 

科目ｺｰﾄﾞ 65542 

科  名 ファッション流通科 2年 

リテールプランニングコース 

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)：東條 文千代、砂生 政信 共同担当者：川井 佐江子、薫森 三義 

 
 

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」を講義と演習を通して身に付けさせる。 

  

 

【前期：13コマ】 

1．就職活動の進め方（講義×1コマ） 

2．就職活動のスケジュールと準備について（講義×1コマ） 

3．キャンパスプランの活用（講義・演習×1コマ） 

4．就職活動の準備（講義・演習×1コマ） 

5．職業人意識（講義×1コマ） 

6．キャリア支援室の活用（講義・演習×1コマ） 

7．グループディスカッション（演習×1コマ） 

8．自分を知る、職業研究・企業研究（講義・演習×1コマ） 

9．自己分析（講義・演習×1コマ） 

10．企業リサーチ（校外活動×1コマ） 

11．面接試験（講義・面接シュミレーション×1コマ） 

12．就職活動の準備（講義・演習×1コマ） 

13．まとめ（講義×1コマ） 

 

 
評価方法・対象・比重 

・出欠席、演習態度とその成果 

 
 
主要教材図書  キャリア開発 就職対策（第 6刷） 

参考図書    なし 

その他資料   配布プリント 
 

記載者氏名   砂生 政信 

 

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  13532 

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） 
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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  13532 

科目ｺｰﾄﾞ 96600 

科  名 ファッション流通科 2年リテールプランニングコース 

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)：砂生 政信 共同担当者：川井 佐江子  薫森 三義 

 
 

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、各自の専門性追求と業界・業態・職業自体への理解を深めることを目的とする。 

在学中より将来就きたい職の現場に身を置き、経験を積む。その経験をもとに、自ら学びを深め就職へと繋げる。 

  

4月 

・インターンシップ参加希望調査 

 

5月、6月 

・キャリア支援室とインターンシップに関する打ち合わせ 

・学生へインターンシップレポートについて説明 

 ①出勤管理票 

②日報 

 ③自己評価、他己評価 

 ④まとめ 

・各企業にインターン受入れ可否の交渉（キャリア支援室が交渉 or 学生個人が交渉） 

 

7月～1月 

・インターンシップ実施 

※35～40時間が1単位（インターンシップaに該当） 

※70～80時間が2単位（インターンシップbに該当） 

・インターンシップ終了後、レポートを提出 

・レポートをキャリア支援室に提出→教務への単位付与申請 

 
評価方法・対象・比重 

レポート提出 

 
 
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 川井佐江子 薫森三義 
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科ｺｰﾄﾞ 13532   

科目ｺｰﾄﾞ 97900 

科  名  ﾘﾃｰﾙﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｰｽ  

科目名  卒業研究・創作 

単  位     5 

授業期間  後期 
 

担当教員(代表)：砂生 政信 共同担当者：  

川井 佐江子、薫森 三義 
 

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） 

Ⅰ．RPコースが実践型カリキュラムとして、文化祭に向けて取り組んでいる、RE・TENTの出店準備と出店を行う。 

また、終了後に成果報告会を行う。 

Ⅱ．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年間で学んだ知識と技術を結集し発表させる。 

 
  

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 

 

Ⅰ．RE・TENTの出店準備・出店と成果報告会 

1．出店準備のための集中授業と、文化祭における出店。 

2．10チーム（10店舗）による、企画・運営・実績までの成果を公開発表する。 

3．個人の目標やチーム内の役割・活動内容について振り返り、個人の成果を発表する。 

 

Ⅱ．卒業制作ショー 

1．ショー作品の製作 

・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）を行う。 

2．ショーの各パートの実働 

・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方法を学ぶ。 

3．反省会 

 

 
評価方法・対象・比重 

点数評価：出席状況・レポート 

 
 
主要教材図書 
 

参考図書  

その他資料  
 

記載者氏名 砂生 政信 
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