
 

 
 

科ｺｰﾄﾞ  13552 

科目ｺｰﾄﾞ 75111 

科  名 F流通科２年  ファッションメイクアップｺｰｽ 

科目名 メイクアップ概論・演習Ａ・Ｂ 

単  位 ４ 

授業期間 通年 

 

担当教員(代表)：夏目 幸恵 共同担当者：伊東 宏康・斉藤 房枝 

 
 

教育目標・レベル設定など 

メイクアップアーティストとして、様々なヘア・メイクアップの技術と知識を学び、自己表現の可能性を広げる。 

顔分析に加え、用具の使い方・新商品の研究・必要な小物の製作などを通して、実習で作品作りをする。 

さ 

 
 
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       （用具の使い方と手順＆展示実習）   

② スペースバランシング理論    （配置バランスの確認と修正テクニックの展示＆実習） 

③ イメージメイクアップの基本   （直・曲の描き方展示＆実習） 

④ イメージメイクアップの応用①  （子供イメージフレッシュの展示＆実習） 

⑤ イメージメイクアップの応用②  （子供イメージキュートの展示＆実習） 

⑥ イメージメイクアップの応用③  （大人イメージクール展示＆実習） 

⑦ イメージメイクアップの応用④  （大人イメージエレガント展示＆実習） 

⑧ 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） 

⑨ サマーメイクアップ        （艶感のある夏肌表現の展示＆実習） 

⑩ 前期実技試験           (イメージ別ヘア＆メーキャップ実技試験) 

⑪ トータルイメージメイクアップ  （年代メイク 50年代メーキャップ 展示＆実習）  

⑫ トータルイメージメイクアップ  （年代メイク 60年代メーキャップ 展示＆実習） 

⑬ トータルイメージメイクアップ  （年代メイク 70年代メーキャップ 展示＆実習）    

⑭ トータルイメージメイクアップ  （年代メイク 80年代メーキャップ 展示＆実習）  

⑮ トータルイメージメイクアップ   (デコまつげ製作 展示＆実習） 

⑯ トータルイメージメイクアップ   (デコまつげ作品 展示＆実習）      

⑰ トータルイメージメイクアップ  （新商品研究 展示＆実習） 

⑱ トータルイメージメイクアップ  （ハロインメイクアップ 展示＆実習） 

⑲ トータルイメージメイクアップ   (ガーリー＆ドーリー  展示＆実習） 

⑳ トータルイメージメイクアップ   (ガーリー＆ドーリー  展示＆実習） 

㉑ トータルイメージメイクアップ   (エスニック＆ロック  展示＆実習） 

㉒ トータルイメージメイクアップ   (カラフル＆ポップ   展示＆実習） 

㉓ トータルイメージメイクアップ   (ヘアピース製作 展示＆実習） 

㉔ ウインターメイクアップ     （マット感のある冬肌表現 展示＆実習） 

㉕ 自由作品            （練習準備） 

㉖ 後期実技試験          （自由作品実技試験） 

 
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 

 

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   13552    

科目ｺｰﾄﾞ 75201   

科  名   ファッションメイクアップコース  

科目名   化粧科学  

単  位 ２単位 

授業期間 通年 

 

担当教員(代表)： 立花 正雄 共同担当者： 木村 衣里 

 

教育目標・レベル設定など 

化粧品は消費者が日常使用するものだけに、肌や毛髪について理解したうえでその使い方を正確に伝える必要があります。

化粧品ビジネスに関わるものとして、化粧心理学を盛り込みながら、顧客に対し正確で公正な質の高いコミュニケーション

を行うための知識を学びます。 
 

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

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

◆化粧品概論：化粧品の概要説明をベースに今年の授業の方向性を示し、興味につなげる 

◆フェイシャル化粧品：肌の基礎知識・顔面に使用する化粧品の理解 

◆関連法規：化粧品に関する法規を理解し、使用あるいは販売する上での知識の裏付けとする 

◆ボディ化粧品：頭部を除くボディのスキンケアをするための化粧品について学ぶ 

◆フレグランス ：香水・アロマなど香りのある化粧品について学ぶ 

◆化粧心理学：化粧によって変化する心の動きを心理的な側面から理解し、ストレス緩和の効果を学ぶ 

 

◆皮膚科学Ⅰ･Ⅱ： 皮膚の構造、機能、仕組みと働きなどの基礎知識・紫外線の影響と対策 

◆化粧品の基礎 ： 化粧品の原材料を基に化粧品に対する理解を深めて個人に合った化粧品を選択する  

◆毛髪サイエンスⅠ・Ⅱ： 毛髪の構造と毛周期、ダメージの原因とお手入れ法・日常の毛髪のお手入れ。 

ハゲないための頭皮マッサージ 

◆化粧品学Ⅰ：化粧品の界面活性剤について・家庭でできる石鹸作り 

◆化粧科学Ⅱ：香料とマスキング剤について 

◆ヘアートリートメント理論：お風呂でできるサロントリートメント 

◆美容最新グッズの紹介：美容の動向やニーズの最新情報を紹介、日常のお手入れに生かす 

 

 

 

評価方法・対象・比重 

試験・出席 

 
主要教材図書 
なし 

参考図書 なし 

その他資料 なし 
 

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    13552 

科目ｺｰﾄﾞ  92602 

科  名 ファッション流通科  

    メイクアップコース  

科目名 色彩美学 

単  位 １ 

授業期間  

 

担当教員(代表)：牧かほり 共同担当者： 

 

教育目標・レベル設定など 

発想—表現—コミュニケーション ３つを連動させながらメイクだけにこだわらず、幅の広いクリエーショ

ンにとりくむ。自身を見つめしっかりとしたコンセプトを組み立てる力を養う。 
 
授業概要＝ 
 
メークの世界でも必要になるであろう、立体を光と陰で理解するデッサンや基本的な顔の描き方の実習。 
 
 
色彩構成の演習として、名刺の制作/コラージュ表現の実習。 
 
 
色彩についての知識,科学的な面、心理的な面から学習し演習する。 
 

配色についての演習は、メイク実習、撮影、プレゼンテーションまで展開させ、プロの意見も聞けるよう

な講評会を行い、制作意識を学習だけにとどめず、社会との結びつきを考えた姿勢で行う。 
 

 

評価方法 

提出物／A,B, C, F 

 
主要教材図書 
 

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  13552 

科目ｺｰﾄﾞ 75300 

科  名 F流通科２年  ファッションメイクアップｺｰｽ  

科目名 エステテック 

単  位 １６1 

授業期間 通年（月１回×2コマ） 

 

担当教員(代表)：宮本 洋子 共同担当者： 赤井 美香 

 

教育目標・レベル設定など 

人間の表面の美しさだけではなく、内面の美しさをも引き出すことができる美容法として、エステテックを学んでいく。 

技術だけではなく、顧客に対して癒しと効果を提供することを学び。自らの心も成長させる。 

 

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.エステテック概論・実習  （皮膚理論とトラブル①） （スポンジ・タオルの施術）  

 

Ⅱ. エステテック概論・実習  （皮膚理論とトラブル②） （クレンジング・マッサージの施術） 

 

Ⅲ.人体生理学・栄養学・実習               （デコルテマッサージの施術） 

 

Ⅳ.実習（ご案内～前準備）          

 

Ⅵ. 実習（ご案内～肌の見極め） 

 

Ⅶ.実習（ご案内～仕上げ） 

 

Ⅷ.リフレクソロジ 

 

Ⅷ. 総まとめ 

 

 

 

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   赤井美香 

 

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  13552 

科目ｺｰﾄﾞ 75310 

科  名 F流通科２年  ファッションメイクアップｺｰｽ  

科目名 ネイルデザイン 

単  位 1 

授業期間 通年（月１回×2コマ） 

 

担当教員(代表)：山口 真智子 共同担当者：  

 

教育目標・レベル設定など 

ネイルサロンが提案するネイルデザイン・テクニックを学び、新しいネイルデザイン発想提案する。 

 

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 

 

 

Ⅰ.ネイルデザインについてのネイルケア＆プレパレーション 

 

Ⅱ.ジェルネイルの塗り方について  （フレンチ） 

 

Ⅲ.ジェルネイルの塗り方について  （ドット・マーブル） 

 

Ⅳ. ジェルネイルの塗り方について  （ペイントアート①） 

 

Ⅵ. ジェルネイルの塗り方について  （ペイントアート②） 

 

Ⅶ.フリーデザイン① 

 

Ⅷ.フリーデザイン② 

 

 

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 

 

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 13552  ファッション流通科 2年 ファッションメイクアップコース 

科目コード 75140     メイクアップ特論 

単  位 1 

授業期間 通年 
 

担当教員(代表)：夏目 幸恵 共同担当者：  

 

教育目標・レベル設定など 

ヘアメイクアップアーティストに必要な技術・知識を現在ヘアやメイクアップのプロとして活躍している方々に 

最新の情報を含めて学ぶ。 

 
 

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、 
 
 
 

・ 特殊メイクアップアーティスト（特殊な用具や教材を使用した表現方法    展示・実習）    ９０×８ 

       ・ストレートメイク    ・ビューティーメイク 

       ・ファッションメイク 

       ・シアトリカルメイク   ・舞台メイク 

       ・ステージメイク 

       ・特殊メイク 

       ・スエットメイク 

       ・ひげメイク 

       ・傷メイク 

 

・ ヘアテクニック（お客様のニーズに合わせたヘアアレンジのテクニック 展示・実習） ９０×６ 

・ブロー（ブラシとドライヤーの使い方） 

・アイロン（ストレートアイロンとウエーブアイロンの使い方） 

・ヘアアレンジテクニック（ゴムの使い方＆ピンの留種類と留め方） 

    

 

評価方法・対象・比重 

       課題作品  ＋ 出席率  Ｐ評価 

 
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 

 

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  13552 

科目ｺｰﾄﾞ 46051 

科  名 F流通科２年ファッションメイクアップコース 

科目名 ファッション商品論・演習 Ａ 

単  位 ２ 

授業期間 前期 

 

担当教員(代表)：夏目 幸恵 共同担当者：  

 

教育目標・レベル設定など 

幅広い商品知識の中からアパレル商品について、商品の分類、種類の名称、色の効果と素材の知識を理解する。 

更に新入生歓迎ショー作品（カジュアルウエア）の制作。バザー作品製作。一般的な商品知識を理解する商品マップの制作。 

 

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、 

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 
 

＜カジュアルウア製作＞ 

Ⅰ.一般知識                        講義      ９０分×１ 

    ・カジュアルウエアとは 

    ・トレンド解説 

Ⅱ.カジュアルウエアの製作                 講義・実習   ９０分×７ 

  １、製作条件（デザイン・素材） 

  ２、作図及び作図実習 （個人のアイテム別制作実習） 

  ３、裁断、印つけ 

  ４、仮縫い合わせ 

  ５、バランス点検（試着補正） 

  ６、本縫い（リメイクの仕方、要点含む） 

Ⅲ.レポート 

    ・コーディネーション絵型 

Ⅳ.発表会                                 ９０分×１ 

    ・トータルコーディネートをし、発表 

 

＜商品論＞                        講義・実習   ９０分×５ 

Ⅰ．トップスの一般知識  （アイテム構成と各名称マップの制作） 

Ⅱ．自分アイテムについて    

 

 

＜バザー作品製作＞                      講義・実習    ９０×１２ 

Ⅰ．基本方針、製作条件 

Ⅱ.ヘアアクセサリーの製作 

Ⅲ.展示発表 

 

 

評価方法・対象・比重 

    カジュアルウエア作品評価 ＋ バザー作品評価 ＋ 出席率  

 
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 

    コーディネートテクニック・商品知識編 

参考図書 

その他資料 

実物参考標本 
 

記載者書名欄      夏目 幸恵 

 

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  13552 

科目ｺｰﾄﾞ 46052 

科  名 F流通科２年ファッションメイクアップコース 

科目名 ファッション商品論・演習 B 

単  位 ３ 

授業期間 後期 

 

担当教員(代表)：夏目 幸恵 共同担当者：  

 

教育目標・レベル設定など 

フォーマルウエアの制作を通して、フォーマルウエアに適した素材の扱い方、縫製テクニックを修識させる。 

フォーマルウエアに合う布地を使用したアクセサリー制作。 

 

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、 

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 
 

＜フォーマルウエアの制作＞                   講義・実習 ９０×２３ 

Ⅰ．一般知識  ・フォーマルウエアとは・着装区分と名称・素材とその特徴  

Ⅱ．フォーマルウエア製作                      

        １、製作条件  シルキータッチのワンピース・ツーピース・スーツ 

        ２、作図    シフト型のワンピース 

        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を発表             ９０×１ 

 

＜フォーマルアクセサリーの制作＞                講義・実習 ９０×１５ 

Ⅰ．フォーマルアクセサリーの一般知識    

Ⅱ．アクセサリーの制作  （布地を使用したアクセサリーの制作） 

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を発表             ９０×１ 

 

 

 

評価方法・対象・比重 

フォーマルウエア作品評価 ＋ アクセサリー作品評価 ＋ 出席率  

 
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 
     コーディネートテクニック・商品知識編 
 

参考図書 

その他資料 
 

記載者書名欄     夏目 幸恵 

 

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  13552 

科目ｺｰﾄﾞ 74120 

科  名 F流通科２年  ファッションメイクアップｺｰｽ 

科目名 ファッションコーディネート Ⅱ 

単  位 ２ 

授業期間 通年 

 

担当教員(代表)：夏目 幸恵 共同担当者： 

 
 

教育目標・レベル設定など 

  素材・色・アクセサリー・体型など、客観的視点からコーディネートの知識と技術を学び、更にコースの専門性を生か

したヘアメイクを加えたトータルコーディネート表現力を身につける。 

 
 
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 

 

（各テーマに沿って 講義・演習・プレゼンテーションをおこなう） 

 

1． オリエンテーション (1コマ)  マイブックの制作について 

 

2． 素材・柄に視点を置いたコーディネート（7コマ） 

    ・素材の特性風合い 

    ・素材についてのコーディネート 

    ・柄を使ったコーディネート 

 

3. 自主制作のカジュアルウエアスタイリング提案  （2コマ） 

 

4．小物に視点を置いたコーディネート提案 （ 7 コマ） 

イヤリング・ネックレス・リング・ブローチ・帽子の種類  

コーディネートテクニック コーディネート提案 

    ・スタイリング実習 プレゼンテーション 

 

4．体型カバーに視点を置いたコーディネート (8コマ) 

    ・バランスの取れたプロポーション 

    ・錯視とは 

    ・面による錯視（垂直、水平、斜線） 

    ・明暗による錯視 

    ・連続性による錯視 

    ・柄による錯視（縞、格子、幾何学、柄の大小など） 

    ・対地による錯視 

   

5．フォーマルウエアのスタイリング提案 （3コマ） 

    ・実物作品を使ったコーディネーション 

     （構成アイテム、キャスティング、ヘアメイク、 

          ロケーション、カメラワークなどスタイリングの解説と写真の編集） 

    ・スタイリング実習 

 

 
評価方法・対象・比重 

        課題  ＋ 出席率   
 
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 コーディネートテクニック演出編 

参考図書 

その他資料 

ファッション雑誌 
 

記載者書名欄  夏目 幸恵 

 

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 13552 

科目ｺｰﾄﾞ 66000 

科  名ファッション流通科ファッションメイクアプコース 

科目名 ファッション情報 

単  位   1単位 

授業期間 通年（隔週） 
 

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） 

ファッション情報の流れと入手方法について学び、ファッション情報を分析、活用する事の重要性を理解する。 

ファッション情報の活用を知ることで、ヘアメイクの発想の幅を広げ、ヘアメイクに対する職業意識を高める。 

  

 

Ⅰ．情報活動について  (2コマ) … 講義 

① オリエンテーション ファッション産業と職種について 

② 情報活動の位置づけと重要性について 

③ ファッション情報の流れについて 

 

Ⅱ．ファッション情報分析 (３コマ) … 講義・演習 

   ① コレクション情報の収集と分析 

   ② コレクション傾向の把握 

   ③ 分析結果をビジュアルマップとして制作 

 

Ⅲ．コレクション解説 （１コマ） … 講義 

① コレクション解説及びファッション予測情報解説 

 

Ⅳ．ファッション雑誌分析（3コマ） … 講義・演習 

① ファッション雑誌のトレンド情報の収集及び分析                        

② テイスト、マインドによる雑誌の分類による情報の収集、分析 

 

Ⅴ．ファッショントレンド予測 （4コマ） … 講義・演習 

①  1年先のファッション情報を予測する（グループ制作） 

②  予測情報をビジュアルマップとして制作 

③  予測情報のプレゼンテーションを行う 

 

 
 
評価方法・対象・比重 

制作物＋出席状況 （7：3） 

 
 
主要教材図書 
服飾図鑑・ファッション情報誌・ファッションキーワード・リソースセンター映像ルームコレクション映像など 

参考図書  

その他資料  
 

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    13552 

科目ｺｰﾄﾞ  55000 

 

科  名 ファッション流通科２年ファッションメイクアップコース 

科目名 映像表現 

単  位 2 

授業期間 前期１単位 

後期１単位 

 

担当教員(代表)：石野 明子  前期 

        瀬津 貴裕  後期 

共同担当者：  

 

教育目標・レベル設定など 

写真撮影を通し、自己表現の可能性を高める。 

 

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、 

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 

 

・写真表現 課題のもとに写真撮影の基礎、表現を学ぶ。 

 

・課題製作 グループ活動で雑誌製作。 

      テーマのもと、創作活動をし自己表現・知識の幅を広める。 

 

・コンポジット撮影 撮影されることでモデルとしての表現を学ぶ。 

          (スタジオ撮影の経験を踏む) 

 

評価方法・対象・比重 

出席日数、提出課題にて評価する。 

 
主要教材図書 
とくになし 

参考図書 とくになし 

その他資料 とくになし 
 

記載者書名欄 庄司明子 

 

２０１５ 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  13552 

科目ｺｰﾄﾞ 75130 

科  名 F流通科２年  ファッションメイクアップｺｰｽ 

科目名 メイクアップ演習 

単  位 1 

授業期間 通年 

 
 

担当教員(代表)：夏目 幸恵  共同担当者：  

 

教育目標・レベル設定など 

ヘアやメイクアップに特化した実習現場に参加する。専門に学んでいるヘア技術やメイク技術を実践で 

提供し、様々な素材に対応できるように経験を積み技術を磨く。 

 

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 

 

・ホビーショー（ヘアメイクアップの技術提供） 

・日暮里ファッションウイーク（ヘアの技術提供） 

  ・美容サロンコンポジット制作（メイク技術提供） 

  ・ソアロンコンテスト（ヘアメイク技術提供） 

                             など 

 

  

評価方法 

  出席率 

 
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 

 

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  13552 

科目ｺｰﾄﾞ 92532 

科  名 ファッション流通科メイクアップコース 2年 

科目名 ファッション史Ⅱ 

単  位 2単位 

授業期間 通年 
 

担当教員(代表)：菊田 琢也 共同担当者：  

 
 

概要（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」には、その時代の社会状況や人々の価値観が反映される。本授業ではファッション・デザイナーの仕事やストリート・ファッ

ション、およびファッションモデルや美容の歴史について概観し、その背景にある時代性を探っていくことで、20世紀ファッションがどの

ように発展してきたのかについて考察していく。なお、各回ごとに現在のファッション・シーンと照らし合わせて見ていくことによって、「フ

ァッション」の現状と今後について考える手段と姿勢を養う。 
  

コマ 内 容 コマ 内 容 

1 
イントロダクション： ファッションを定義する 

16 
アンドロジナスな身体： ジャン=ポール・ゴルチエ、ティ

エリー・ミュグレー、クロード・モンタナ（1980-90年代） 

2 
ファッションと装飾① 18世紀、マリー・アントワネットとパリ宮

廷モード 17 
ファッションと装飾② 若者文化とストリート・ファッション 

3 
ファッションと流行① 19世紀、オートクチュールの始まりとデ

ザイナーの自立 18 
ファッションモデル論③ ファッション・ショーとモデルの歴史

（後） 

4 
ファッションモデル論① ファッション・ショーとモデルの歴史

（前） 19 
アントワープ・ファッション： アントワープ6とメゾン・マルタン・

マルジェラ（1990年代） 

5 
身体の再発見：  ポール・ポワレとマドレーヌ・ヴィオネ

（1910-20年代） 20 
ミニマリスムとは何か： ジル・サンダー、ミウッチャ・プラダ

（1990年代） 

6 
ファッション・デザインとモダニズム： ガブリエル・シャネル

（1920-30年代） 21 
クール・ブリタニアとロンドン・ファッション： ジョン・ガリアー

ノ、アレキサンダー・マックイーン（1990年代） 

7 
アートとファッションの交流： エルザ・スキャパレリからマー

ク・ジェイコブスまで（1930-40年代） 22 
クリエイティブ・ディレクターの時代： マーク・ジェイコブスと

ルイ・ヴィトン（2000年代） 

8 
ファッションと美容① 化粧史（前） 

23 
「マイクロ・ポップ」な創造者たち： 周縁化する現在のファッ
ション・シーンについて（2000-10年代） 

9 
ファッションと流行② クリスチャン・ディオールとニュールック

（1950年代） 24 
ファッションと美容③ 化粧史（後） 

10 
若者の時代： スペース・エイジとスウィンギング・ロンドン

（1960年代） 25 
ファッションと装飾③ 日本のポップカルチャーとファッション 

11 
ファッションと既製服： プレタポルテと日本人デザイナー

（1960-70年代） 26 
ファッションモデル論④ ファッション・ショーとモデルの現在 

12 
ファッションモデル論② ファッション・ショーとモデルの歴史

（中） 27 
 

13 
ファッションと美容② 化粧史（中） 

28 
 

14 
路上からランウェイへ： ヴィヴィアン・ウエストウッドの仕事

（1970-80年代） 29 
 

15 
ジャパニーズ・アヴァンギャルド・ファッション： 三宅一生、山

本耀司、川久保玲（1980-90年代） 30 
 

 
評価方法・対象・比重 

出席、授業態度を重視する。学期末にレポートを提出してもらい、最終的な評価を判断する。 
 
主要教材図書                   
毎回、プリントを配布する。 

参考図書 文化服装学院編『服飾関連専門講座⑪ 改訂版・西洋服装史（文化ファッション体系）』文化出版局 2012、成実弘至『20世
紀ファッションの文化史』河出書房新社 2007、ブリュノ・デュ・ロゼル（西村愛子訳）『20世紀モード史』平凡社 1995 他 

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  13552 

科目ｺｰﾄﾞ 92550 

科  名 F流通科２年  ファッションメイクアップｺｰｽ 

科目名 日  本  伝  統  文  化 

単  位 1 

授業期間 後期 

 
 

担当教員(代表)：特別講義形式  共同担当者：  

 

教育目標・レベル設定など 

日本の伝統文化の知識を高めるために、日本の伝統に特化した講師陣に授業を行って頂く。。 

そして実際に日本伝統の建物や演目を肌で感じるために、校外授業で日本伝統文化を学ぶ。 

 

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 

 

・ 茶道（歴史から作法）       ３コマ 

・ 香道（歴史から作法）       １コマ 

・ 折り紙（各種創作折り紙）     ２コマ 

・ 日本の歌（童謡、学院歌など）   ２コマ 

・ 校外授業  歌舞伎鑑賞      ２コマ 

・ 校外授業  東京大江戸博物館見学 ２コマ 

・ 校外授業  能見学        ２コマ 

  

評価方法 

 レポート提出  ＋  出席率 

 
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 

 

２０１５年度 カリキュラム科目概要 文化服装学院教務部 



 

 
 

13552 科名   ファッション流通科ファッションメイクアップコース  

56800 科目名  メディアワーク 

単  位 2 

授業期間 通年 
 

担当教員(代表)：西村 元良 共同担当者：B117スタッフ 

       
 

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役割と有効性を理解し、プレゼンテーション能力の習得と個人企画能力の向上を目指

す。 

 CGを使用した販促物・エディトリアルデザインなど制作を行う CG活用術 

 ドローソフト/Illustratorとフォトレタッチソフト/Photoshopの応用操作 
 

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：ビジネスへのコンピュータ活用と表現力 

方法：1Illustratorの操作習得とオリジナルグラフィック作成…5コマ 

 名刺制作 

 記号（グラフィック）アクセスマップの制作、アビアランスの活用 

 販促物としてコンポジ・ダイレクトメールの制作 

  2.実用的な合成写真の操作習得と作成…7コマ 

 Photoshopを使用して、写真の加工技術の制作配布データを基に「配置・選択・コピー・加工などのさまざま

な 

ツールの基本操作を理解する 

 コンポジ・イメージ Photoの制作 

3.グラフィカルデザインの操作習得と作成…6コマ 

 エディトリアルデザインの展開-1 

 マップ作成練習 文字／文章／整列／クリッピングマスク／図形レイアウトなどの展開方法 

 Illustratorと Photoshopの応用操作の説明と活用方法 レイアウト配置、まとめ 

 ポスター・チラシの制作 

    4.CGグラフィックデザイン…8コマ 

 画像処理・編集 

 全体のバランスを考慮して画像のレイアウトをおこなう 

 イメージプロモーション画像の制作 

 各自制作したデータを基に説得力ある好印象の重要性を理解させる 

 Illustratorと Photoshopの活用術 

 ファッショントレンドマップの制作 

  

制作物：販促物（名刺・DM）・ポスター、チラシ・ファッショントレンドマップ 

コマ数：２６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・他科目データの共有で、課題制作物のデータ作成 

         他の科と関連づけた授業展開・就職活動に対する適応能力と職務能力 

使用ソフト名：Adobe社 Illustrator/Photoshop/Premiere Pro/After Effects 
 

評価方法・対象・比重 

課題制作物、出欠日数で 5（課題制作物）：5（出欠日数）の比重で行う 

 
主要教材図書 

なし 

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） 
 

記載者署名欄 

 

2015年度 カリキュラム科目概要 



 

 
 

科ｺｰﾄﾞ  13552 

科目ｺｰﾄﾞ 90100 

科  名  ファッション流通科ファッションメイクアップコース 

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    13552 

科目ｺｰﾄﾞ  90200 

科  名 ファッション流通科ファッションメイクアップコース 

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    13552 

科目ｺｰﾄﾞ  90251 

科  名 ファッション流通科メイクアップコース 

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  13552 

科目ｺｰﾄﾞ 90800 

科  名 ファッション流通科メイクアップコース 

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  13552 

科目ｺｰﾄﾞ 90900 

科  名 ファッション流通科 メイクアップコース 

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  13552 

科目ｺｰﾄﾞ 34002 

科  名 ファッション流通科ファッションメイクアップコース 

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 13552 

科目ｺｰﾄﾞ 13235 

科  名 ファッション流通科メイクアップコース 

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 

 

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  13552 

科目ｺｰﾄﾞ 30001 

科  名 ファッション流通科メイクアップコース 

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 13552 

科目ｺｰﾄﾞ 51105 

科  名 ファッション流通科 ファッションメイク

アップコース（自由選択） 

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  13552 

科目ｺｰﾄﾞ 94905 

科  名 ファッション流通専門科メイクアップコース 

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  13552 

科目ｺｰﾄﾞ 35055 

科  名 ファッション流通科メイクアップコース 

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 13552 

科目ｺｰﾄﾞ 45021 

科  名 ファッション流通専門課程メイクアップコース 

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 
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科ｺｰﾄﾞ  13552  

科目ｺｰﾄﾞ 45022 

科  名 ファッション流通専門課程メイクアップコース 

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 
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科目コード 13552 ファッション流通科２年 ファッションメイクアップコース 

科コード 98120      特別講義Ⅱ 

単  位 1 

授業期間 通年 
 

担当教員(代表)：夏目 幸恵  共同担当者：  

 

教育目標・レベル設定など 

   ファッションとヘアメイクをトータルにコーディネート提案・表現するために、後の時代を読み取り自己の可能性、

方向性を見つけ幅広い表現者としての現場で活躍している方々から知識を学ぶ。 

 

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、 
 
 
 

・ ヘアデザイナーの仕事               ９０×１ 

・ ファッションメイクアップアーティストの仕事    ９０×６ 

・ ファッションブロガーの仕事            ９０×１ 

・ デザイナーの仕事                 ９０×１ 

・ ヘアアクセサリーの仕事              ９０×２ 

・ アートディレクターの仕事             ９０×１ 

・ デザイナーの仕事                 ９０×１ 

・ コスメライターの仕事               ９０×１ 

  

評価方法 

 受講Ｐ 

 
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  13552 

科目ｺｰﾄﾞ 96100 

科  名 ファッション流通科ファッションメイクアップｺｰｽ    

科目名 校 外 研 修 Ⅱ 

単  位 1 

授業期間 前期（集中） 

 

担当教員(代表)：夏目 幸恵 共同担当者：  

 

教育目標・レベル設定など 

学外の研修及び研修旅行を通し、ファッション分野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  ６月３日～５日 （広島・愛媛） 

  見学先：熊野筆工房・今治タオル資料館・ガラスの里、厳島神社など 

 

  

評価方法 

 出欠、研修レポート、受講 Ｐ 

 
主要教材図書  
 

参考図書 

その他資料 

プリントなど 
 

記載者書名欄   夏目 幸恵 
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科ｺｰﾄﾞ  13552 

科目ｺｰﾄﾞ 65542 

科  名 F流通科２年  ファッションメイクアップｺｰｽ 

科目名 キャリア開発Ⅱ 

単  位 1 

授業期間 前期 

 
 

担当教員(代表)：キャリア支援室講師 + 夏目 幸恵 共同担当者：  

 

教育目標・レベル設定など 

就職に関する一般知識を学ぶ。 

 

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 

 

＜就職対策＞                   キャリア支援室（池田さん） ９０×２ 

・ 就職に対する意識・目的の確認 

・ 就職活動の手順（必要書類の書き方・書類の提出方法） 

・ 模擬面接について 

 

＜職種調査＞                                 ９０×１２ 

・個人面談 

・メイクアップアーティスト調査分析課題 ①  

・職種調査分析課題           ② 

 

  

評価方法 

 レポート提出  ＋  出席率 

 
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  13552 

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  13552 

科目ｺｰﾄﾞ 97900 

科  名 F流通科２年  ファッションメイクアップｺｰｽ 

科目名 卒業研究・創作 

単  位 ５ 

授業期間 後期 

 

担当教員(代表)：夏目 幸恵  共同担当者：  

 

教育目標・レベル設定など 

・ヘアメイク作品を各自製作し、1年間の美を表現した発表展示を行う。 

・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。 

 

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、ヘアメイク作品の製作                          （９０分×１４） 

   各自自分の世界観を 1つの作品として、ヘア、メイク、バストアップのコーディネートを考え 

   モデル選び、ポージング、撮影場所、カメラの構図、を総合的に企画し作品を製作する。 

   作品展示をクラスで行う。 

 

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

         

     企画でデザインした作品を各クラスで、グループごとに製作。 

 

     トワル仮縫い、実物仮縫い、アクセサリー合わせは全クラス合同で行う。 

 

 

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

         

     企画、デザインスタッフ、照明、音効、舞台、広報、プレス、映像、モデル、 

 

     アクセサリー、ヘアメイク、フィッター、企画実働などの係を担当。 

 

     各パートごとに活動し、ショーを完成させる。 

 

    （反省会含む） 

  

評価方法 

上記１の作品総合評価 ＋ 上記２、および３、の活動 ＋ および出席状況（点数） 

 
主要教材図書  

ＷＷＤ ＢＥＡＵＴＹ、情報誌、ファッション雑誌など 
 

参考図書 

その他資料  
 

記載者書名欄  夏目 幸恵 

 

２０１５年度 カリキュラム科目概要 文化服装学院教務部 


