
00210 
 

 

 

 

 

科ｺｰﾄﾞ  11901 

科目ｺｰﾄﾞ 00210 00220 

科  名 服飾研究科 

科目名 服装造形Ⅰ・服装造形Ⅱ 

単  位 単位  22 

授業期間 前期・後期 
 

担当教員(代表)：羽田さゆ里 共同担当者： 吉田真理子 
 

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） 

・衣服製作の基本的な専門知識を学び、各アイテムの基本から応用まで製作の理論とテクニックを短期間で学ぶ。流行や市場

調査から各自コンセプトを設定し、製作するアイテムのデザイン発想のプロセスを体験する。 

・立体裁断の意味・知識を理解させ、基本アイテムのドレーピングテクニックと手順を実技演習により習得させる。 
  

服装造形 論 Ⅰ・Ⅱ          前期 2単位  後期 2単位 

  服装造形 デザイン Ⅰ・Ⅱ       前期 1単位  後期 1単位 

  服装造形 パターンメーキング Ⅰ・Ⅱ  前期 2単位  後期 2単位 

  服装造形 ソーイング Ⅰ・Ⅱ      前期 4単位  後期 4単位 

  服装造形 ドレーピング ⅠA・ⅠB    前期 2単位  後期 2単位 

 

1. 服装造形の基礎    6コマ（前期） 概説・用具・採寸・シルエッター撮影 

2. 縫製の基礎      5コマ（前期） 手縫い・ミシン縫い・ロックミシン縫い 

3. パターン製作の基礎  12コマ（前期） 婦人原型・パターン操作法 

   4. 体型研究       11コマ（前期） 体型研究 

   5. 一重スカート     24コマ（前期） 実物製作・レポート製作・着装発表会 

   6. 立体裁断基礎     15コマ（前期） スカート各種・胸ぐせダーツバリエーション(文化ヌードボディ使用)  

   7. ブラウス・シャツ    33コマ（前期） 実物製作・レポート製作・着装発表会 

   8. パンツ        26コマ (後期)  実物製作・レポート製作・着装発表会 

   9. 立体裁断 ブラウス   11コマ (後期)  ブラウス・衿各種(文化ヌードボディ使用) 

   10. ジャケット（スーツ） 53コマ (後期)  実物製作・レポート製作・着装発表会 

   11.  ワンピース      42コマ (後期)  実物製作・レポート製作・着装発表会 

   12. 立体裁断 ジャケット 11コマ (後期)  三面構成のテーラードジャケット(工業用ボディ使用) 

   13. 自由研究       22コマ (後期)  実物製作又はレポート製作・プレゼンテーション発表 

   14. 服装造形内特別講義   15コマ(前期・後期) 下着の一般知識・アパレル染色演習・服飾手芸・ニット一般知識 

CADパターンメーキング  
 

評価方法・対象・比重 

・服装造形 論Ⅰ・Ⅱ……筆記試験  

・服装造形 デザインⅠ・Ⅱ……各アイテムデザイン表現・創作力、コーディネート表現力 

・服装造形 パターンメーキングⅠ・Ⅱ……各アイテムのパターンメーキングの理解度、レポート構成力 

・服装造形 ソーイングⅠ・Ⅱ……各アイテムの実物製作における技術力 

・服装造形 ドレーピングⅠ・Ⅱ……各アイテムのドレーピング理解度、実技試験 
 

主要教材図書   

文化ファッション体系 服飾造形講座 ①服装造形の基礎 ②スカート・パンツ ③ブラウス・ワンピース  

④ジャケット・ベスト アパレル生産講座 ③立体裁断基礎編 ⑤工業パターンメーキング 

参考図書    gap COLLECTIONS 

その他資料   実物標本・参考標本・部分標本  
 

記載者氏名   羽田さゆ里 

 

 

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 11901 

科目ｺｰﾄﾞ 08010 

科  名   服飾研究科 

科目名   量産技術実習Ⅰ 

単  位   1単位 

授業期間 前期（集中） 
 

担当教員(代表)：加藤 紀人 共同担当者：渡井 邦重、北村 都美子、佐藤 明彦  

 
 

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

工業生産機器の基礎知識を習得し、生産指示書類（加工・裁断・芯貼り指図書、縫製仕様書、工程分析表、作業標準書）の目

的、役割を理解する。 

丸縫いによるシャツの縫製実習を通し、既製服の製造工程と工業生産の仕組み（効率的な生産・品質の均一化・作業者の安全）

についての理解を深め、ＱＣＤ（品質・原価・納期）の認識を高める。 

 
  

＜実習制作物 … 綿素材 シャツ＞ 
 
 

１．ガイダンス … （1） 

①実習の内容・目的と生産指示書類についての理解 

②特殊機器の見学を行い、生産機器に関する知識の習得 

 

２．縫製準備 … （1） 

延反・裁断・芯貼り・仕分けを行い、準備工程の作業内容を理解 

 

３．生産機器基礎練習 … （3） 

実習で使用する基本的な生産機器について説明を受け、操作の練習・部分縫いの実習 

 

４．シャツ生産実習 … （8） 

  シャツの生産指示書と示範説明に基づき、丸縫いでのシャツの生産実習 

  品質の均一化と作業の効率化に留意 

  

 
評価方法・対象・比重 

 出欠席、実習提出物により総合的に評価 
 
主要教材図書 「工業用ミシン・アイロンの基本操作と知識」               

参考図書 なし 

その他資料 「シャツ生産指示書」 
 

記載者氏名 加藤 紀人 

 

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  11901       科 名 服飾研究科 

科目ｺｰﾄﾞ 42200       科目名 生産管理概論 

単  位 １ 

授業期間 後期 
 

担当教員(代表)： 渡井 邦重 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。） 

アパレル産業の生産プロセスを、メーカー側の企画・設計業務と縫製工場側の製造業務双方から捉え、生産管理の基礎知識

を習得することを目的とする。授業内容は縫製仕様書、加工指図書を通して生産情報の伝達・管理手法から、縫製工程分析

表による生産計画及び生産ライン設計の仕組みと考え方、製造品質の定義と品質検査の実務内容、標準化のプロセスそして

製造原価と価格の関係を講義と各種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 

Ⅰ.ガイダンス（1コマ） 

 生産管理の目的 管理とデミングサークル 

Ⅱ.アパレル産業の生産プロセス（２コマ） 

①．メーカーと工場の役割 

Ⅲ.設計部門の業務と管理（２コマ） 

①. 縫製仕様書とは 

②. 縫製仕様書作成 

Ⅳ.生産部門の業務と管理（２コマ） 

 ①.加工指図書とは 

 ②.加工指図書作成 

Ⅴ.製造部門の業務と管理（３コマ） 

 ①.工程分析の目的 

 ②.工程分析表作成（シャツブラウス基礎） 

 ③.工程分析表作成（シャツブラウス応用） 

Ⅵ.製造品質と標準化（２コマ） 

 ①. アパレル製品の品質とは 

②．標準化への取り組み 

Ⅶ．製造原価（1コマ） 

 ①．価格と原価の関係、原価計算演習 

Ⅷ．生産管理の役割と、今後のアパレル生産（1コマ） 

 ①.SCMに伴うインフラ整備 

 ②.世界規模での生産活動 
 

評価方法・対象・比重 

試験・提出物・授業態度・出欠席により総合的に評価 
 
主要教材図書 

文化ファッション大系 アパレル生産講座⑦アパレル生産管理 

参考図書 

その他資料 適宜プリント配布 
 

記載者書名欄 渡井 邦重 

 

２０１５年度 カリキュラム科目概要 



 

 
 

科ｺｰﾄﾞ  11901 

科目ｺｰﾄﾞ 40310 

科  名 服飾研究科 

科目名 服飾デザイン論Ⅰ 

単  位   2単位 

授業期間 通年 
 

担当教員(代表)：三枝みさお 共同担当者：  

 
 

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

教育目標：服飾デザインにおける色彩、形態、コンポジション、ファッションイメージについての講義及び演習を通して知識

と技術を身につけ、創造力、分析力を養うことを目標とする。 

レベル設定：色彩、形態、コンポジション、ファッションイメージのセオリーについて理解した上で、テーマに沿ったビジュ

アル表現ができる力を有する。 
  

1. 色彩 [15コマ] 

① 色彩の基礎         ・色彩の体系 ・色彩の識別 ・色彩の伝達  

・色彩の感情効果 ・色彩とイメージ                                                                     

② カラーコーディネーション  ・色相を基準にしたカラーコーディネーション  

・トーンを基準にしたカラーコーディネーション 

  ・ファッションカラーコーディネーション 

③ 色彩の科学         ・光と色 ・三原色と混色 

④ 色の見え          ・対比現象 ・同化現象 ・進出と後退 ・膨張と収縮          

2. 形態 [2コマ] 

① 形態の構成要素       ・点、線、面  

② シルエット         ・直線的/曲線的 ・フィット/ルーズ 

③ 形態の展開         ・幾何図形の展開 ・服飾デザインにおける展開 

3. コンポジション [2コマ] 

① 構成のセオリー       ・ドミナント/セントラリティ ・シンメトリー/アシンメトリー ・リズム 

② 色彩構成          ・レピテーション ・グラデーション ・アクセント ・セパレーション 

4. ファッションイメージ [3コマ] 

① ファッションイメージの分類 ・クラシック、エレガント、ロマンティック、アバンギャルド、フォークロア、 

エスニック、スポーティ、マニッシュ、ソフィスティケート、モダン 

5. 服飾デザインの展開 [3コマ]  ・コンセプトとテーマ  

・アイデアの整理、デザイン展開、バリエーション 

6. パーソナルカラー [2コマ]   ・アンダートーン ・４シーズン ・コンサルテーション 

 

授業方法：講義、演習、課題制作 

 
評価方法・対象・比重 

期末試験（ペーパー）、演習作品による評価  出席状況、授業態度を考慮に入れる 
 

主要教材図書 文化ファッション大系 服飾関連講座⑨ 『服飾デザイン』 (文化出版局) 

ベーシックカラー140・B５判、ベーシックカラー140・B８判 （日本色研事業株式会社）カラーチャート 140                  

参考図書  

その他資料  
 

記載者氏名 三枝みさお 

 

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  11901 

科目ｺｰﾄﾞ 51110 

科  名  服飾研究科 

科目名  ファッションデザイン画 Ⅰ 

単  位 ２ 単位 

授業期間 １年間 
 

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） 

『服作りの出発点であるデザインを絵で表現する』ことを習得するためのカリキュラムである。 

基礎技法を中心に創造力を高め、イメージするデザインを具体化する力を身につける。 

  

 

 人体のプロポーション 

 ポーズ 

 着装表現 

 アイテム図 

 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・学年末試験による総合評価 

 
 
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  11901 

科目ｺｰﾄﾞ 41000 

科  名 服飾研究科 

科目名 西洋服装史 

単  位  １ 単位 

授業期間 半期（前期） 
 

担当教員(代表)：鈴木 教子 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） 

西洋服装史の通史的、概論的講義。古代から現代に至る西洋を中心とした歴史の流れと服装の推移発展を理解さ

せる。特にヨーロッパの服装の変化と特性に重点を置き、現代ファッションの生成を理解し、学生が今後のファ

ッションデザインにその知識を活かせるようにする。 
  

コマ 内 容 コマ 内 容 

1 オリエンテーション 16  

2 博物館見学「ヨーロピアン・モード」 17  

3 古代の服飾（メソポタミア・エジプト・ギリシャ・ローマ） 18  

4 中世の服飾（ビザンティン・ロマネスク・ゴシック） 19  

5 近世の服飾（１）ルネサンス 20  

6 近世の服飾（２）バロック 21  

7 近世の服飾（３）ロココ 22  

8 近代の服飾（１）１９世紀前半 23  

9 近代の服飾（２）１９世紀後半 24  

10 20世紀ファッション（１）１９００〜１９２０年代 25  

11 20世紀ファッション（２）１９３０〜１９４０年代 26  

12 20世紀ファッション（３）１９５０年代 27  

13 20世紀ファッション（４）１９６０〜１９７０年代 28  

14 20世紀ファッション（５）１９８０〜１９９０年代 29  

15  30  

 
評価方法・対象・比重 

定期試験、小テスト、提出物、出欠席、授業態度を含め総合的に評価する 

 
 
主要教材図書 「文化ファッション大系 服飾関連専門講座⑪改訂版・西洋服装史」              

参考図書 折に触れ紹介する 

その他資料  
 

記載者氏名 鈴木 教子 

 

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  11901 

科目ｺｰﾄﾞ 60101 

科  名 服飾研究科 

科目名 ファッションビジネス概論Ⅰ 

単  位   １単位 

授業期間 前期（  ） 
 

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） 

・ファッションビジネスの基礎知識の理解 

・ファッション産業構造の把握と専門業務の把握による職種選択のための対応 
  

Ⅰ.ファッションとビジネス (２コマ) 

1. オリエンテーション 衣服とファッションの関係 

  2. ファッションの範囲と流行の把握 

 

Ⅱ. ファッションビジネスの特性 （４コマ） 

1. ファッションの構成メンバー  ファッション企業の分類 

  2. ファッションビジネスの変遷  戦後の社会経済とファッション消費の変遷 

                   現代のキーワード 

  3. 現代のファッションキーワード 

 

Ⅲ.ファッション産業の構造 （３コマ） 

1. テキスタイル産業の構造  テキスタイル業界と産地 

  2. アパレル産業の構造について  アパレル業界とアパレルメーカー 

  3. 小売業の構造について  リテール業界と新業態 

 

Ⅳ.ファッションビジネスの実務 （３コマ） 

1. アパレル企業の業務と職種について   

  2. ファッション小売業の業務と職種  ファッション販売と顧客の購買行動 

  3. マーケティングの基礎知識 

 

Ⅴ.まとめ (２コマ) 

1. ファッション産業今後の課題 

  2. 最新ファッションキーワード 

 

※すべて講義 
 
評価方法・対象・比重 

試験と出席日数 (7:3) 

 
 
主要教材図書  化ファッション大系 アパレル生産講座「ファッションビジネス 基礎編」                 

参考図書 日経、繊研新聞、繊維白書など 

その他資料 教材専用プリント類 
 

記載者氏名 澤住 倫子 

 

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  11901 

科目ｺｰﾄﾞ 40400 

科  名 服飾研究科 

科目名 服装解剖学 

単  位   1単位 

授業期間 半期（後期） 
 

担当教員(代表)：伊藤由美子 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） 

人体の構造を骨格と筋を中心に解剖学的に理解させ、人体と衣服パターンとの関連を形態・機能面からとらえ、 

美的で機能的な衣服製作に発展させる。 

  

コマ 内 容 コマ 内 容 

1 特別講義 運動機能とスポーツウェアについて 16  

2   〃 17  

3 オリエンテーション（講義内容の説明） 18  

4 人体の計測（計測法とデータ活用）、人体の構成と衣服（骨格） 19  

5 人体の構成と衣服（頭部） 20  

6 人体の構成と衣服（脊柱と衣服パターン） 21  

7 人体の構成と衣服（胸郭の構成） 22  

8 人体の構成と衣服（乳房と前身頃） 23  

9 人体の構成と衣服（上肢帯） 24  

10 人体の構成と衣服（上肢帯と自由上肢骨） 25  

11 人体の構成と衣服（上肢帯と下肢帯の違い） 26  

12 人体の構成と衣服（下肢帯と自由下肢骨） 27  

13 機能性大の衣服（機能性大の袖） 28  

14 機能性大の衣服（動態計測からの衣服応用例） 29  

15 機能性大の衣服（上肢の運動と動態計測からの衣服制作） 30  

 
評価方法・対象・比重 

ノート提出・出欠状況…50％、確認テスト…25％、骨と原型についてのプリント…25％ 

 
 
主要教材図書 服装解剖学ノート（文化出版局） 
 

参考図書 なし 

その他資料 なし 
 

記載者氏名 伊藤由美子 
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科ｺｰﾄﾞ  11901 

科目ｺｰﾄﾞ 20210 

科  名 服飾研究科 

科目名 アパレル素材論Ⅰ 

単  位   単位１ 

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） 

アパレル製品の主な材料であるテキスタイルとそれを構成する糸、繊維、またそれらに対する染色、仕上げ加工

などに関する基礎知識について学び、アパレル製造や販売などさまざまな職種の実践に役立てるため、素材の性

質がアパレル製品のデザイン、機能、品質に関わっていることを理解できるよう指導する。 
  

 

繊維について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（６） 

   ・天然繊維の種類と性質 

   ・化学繊維の種類と性質 

   ・繊維の鑑別「呈色実験」 

   

  糸について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（２） 

   ・素材別糸の種類 

   ・糸の構成要素と布地の関係 

 

  布地について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（５） 

   ・織物とニット 

   ・織物の種類と特徴 

   ・編地の種類と特徴 

 

  織物工場見学・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（１） 

   ・文化ファッションテキスタイル研究所見学 

 

 

   

 
評価方法・対象・比重 

学期末試験、レポート課題、出欠席などの学習姿勢による総合評価 
 
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  

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 
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科ｺｰﾄﾞ  11901 

科目ｺｰﾄﾞ 40000 

科  名 服飾研究科 

科目名 アパレル品質論 

単  位 １ 

授業期間 後期 
 

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ﾊﾟﾚﾙの品質基準、評

価法、品質表示、取扱い方法などを講義・演習を通して学ぶ。社会環境および消費性能を意識し、アパレルの企画・販売な

どに学んだ知識が生かせるよう指導したい。また、繊維製品を主に対象とする検査協会の見学も実施し、学んだ内容との 

繋がりを確認する。 
 

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と法規制                      講義４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７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.検査協会の見学（カケンテストセンター）                  見学 ２コマ 

  

２０１５年度 カリキュラム科目概要 文化服装学院教務部 



計：１５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 

 



 

 
 

科ｺｰﾄﾞ  11901 

科目ｺｰﾄﾞ 98110 

科  名 服飾研究科 

科目名 特別講義Ⅰ 

単  位 1 単位 

授業期間 （    ） 
 

担当教員(代表)：羽田さゆ里 共同担当者： 吉田真理子 
 

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） 

就職に関する講義や広い視野におけるファッション産業界の知識、また服装造形分野での特殊素材に関する知識や製作技術な

どを、それぞれの専門分野の講師による解説・指導により将来に役立てる。 

  

 

1.就職対策              1コマ（前期） 履歴書・エントリーシートのかき方 

 

2. 就職対策              1コマ（前期） 模擬面接   

       

3.ファッション業界の仕事       2コマ（前期） 服飾研究科卒業生によるディスカッション   

 

4.ファッション情報          2コマ（前期） トレンド解説             

    

5. 研修旅行 予備講話         1コマ（前期） 歴史背景・建造物・仏像解説    

 

6. デザイナーの仕事        1コマ（前期） 仕事内容・実務解説 

 

7. デザイナーの仕事        1コマ (後期)  仕事内容・実務解説 

 

8.テキスタイルデザイナーの役割  2コマ（後期） ファッションブランドから選ばれる素材作り 

 

9. 皮革の一般知識          2コマ（後期）  皮革一般知識 

 

10. 毛皮の一般知識          2コマ（後期） 毛皮一般知識 

 

11. ファッション情報         2コマ（後期）  トレンド解説 

 

 

 

 
 

評価方法・対象・比重 

出欠状況・感想文 

 
 
主要教材図書 なし                  

参考図書    なし 

その他資料   プリント 
 

記載者氏名   羽田 さゆ里 
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科ｺｰﾄﾞ 11901 

科目ｺｰﾄﾞ 96000 

科  名 服飾研究科 

科目名 校外研修Ⅰ 

単  位   単位 

授業期間 （    ） 
 

担当教員(代表)： 羽田さゆ里 共同担当者： 吉田真理子 
 

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） 

文化的な知識・教養および感性を高めるために、古美術研修旅行、美術展見学・伝統芸能鑑賞などによって視野を広め、また

クラス内の親睦・融和と人間性を高める。 

 

 

1. 展覧会・美術展見学 

 

2. 舞台衣裳見学 

 

3.  能鑑賞 

 

4.  歌舞伎鑑賞 

 

5.  文楽鑑賞 

 

6.  研修旅行 （奈良 2泊 3日） 

    1日目 東京 ＝ 名古屋 ― 室生寺 ― ホテル 

     2日目 ホテル ― 興福寺国宝館 ― 東大寺（南大門・大仏殿・戒壇院・正倉院・二月堂・三月堂）― 奈良公園 

― ホテル 

    3 日目 ホテル ― 浄瑠璃寺 ― 川島織物セルコン ― 京都 ― 東京 

 
評価方法・対象・比重 

出欠状況 

 
主要教材図書 なし                 

参考図書   なし 

その他資料  プリント・パンフレット 
 

記載者氏名  羽田さゆ里 
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科ｺｰﾄﾞ 11901 

科目ｺｰﾄﾞ 97900 

科  名 服飾研究科 

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)：羽田さゆ里 共同担当者： 吉田真理子 
 

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） 

・一年間で習得した知識・技術の集大成として、フォーマルウエアからニューフォーマルウエアまで個性を活かした作品を製

作させる。併せてＴＰＯをふまえたコーディネートも研究させる。 

  

 

卒業制作   64コマ (後期)   実物製作・レポート製作・卒業製作ショ―（準備も含む） 

          

 

 

評価方法・対象・比重 

製作物のデザイン表現・創作力・技術力・パターンメーキングの理解度・コーディネート表現力・レポート構成力 

 
 

主要教材図書  

文化ファッション体系 服飾造形講座 ⑥服飾造形応用編Ⅰ（高級素材） 

参考図書    gap COLLECTIONS  

その他資料   実物標本・参考標本・部分標本 
 

記載者氏名   羽田さゆ里 
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