
 

 
 

科ｺｰﾄﾞ  14301 

科目ｺｰﾄﾞ 30910 

科  名 ファッショングッズ基礎科 

科目名 アイテム演習 帽子 

単  位     ４単位 

授業期間 通年 
 

担当教員(代表)：大河原由美 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） 

各部の名称、形と素材の種類、頭蓋型や採寸方法など帽子の一般知識を習得し、素材の特徴に合ったデザインの発想、トリミ

ング（装飾）など、全体のバランスを考える。 

ブレード、夏物帽体、冬物帽体など帽子専門の材料の特徴を理解し、木型や専門道具を使用して制作。 

基礎作図・基礎作図からの展開方法、仮縫い、縫製方法、生地や芯の扱い方を理解し布帛の帽子を制作。 
  

コマ 内 容 コマ 内 容 

1 オリエンテーション 16   仕上げ・提出 

2 帽子の基礎縫い 17 クロッシェ基礎作図（クラウン） 

3 ブレード帽子（基礎巻き） 18 （ブリム） 

4  19 布帛クロッシェの制作 

5 ブレード帽子の制作 20 仮縫い 

6  21  

7  22 裁断・縫製 

8  23  

9 仕上げ・提出 24  

10 夏物帽体帽子の制作 25 仕上げ・提出 

11  26 冬物帽体（フェルト帽体）帽子の制作 

12 仕上げ・提出 27  

13 ベレー基礎作図 28  

14 布帛ベレーの制作 29 仕上げ・提出 

15  30 作品発表会 

 
評価方法・対象・比重 

テーマ別作品評価・期末試験：出欠・授業姿勢 

            ８：２ 
 
主要教材図書  ファッション工芸講座 帽子                 

参考図書  The HAT magazine 

その他資料  
 

記載者氏名 大河原 由美 

 

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 14301       科   名ファッショングッズ基礎科 １年 

科目ｺｰﾄ 30920      科目名 アイテム演習 ジュエリー 

単  位  ４単位 

授業期間  通年 
 

担当教員(代表)：大工原 睦 共同担当者： 
 

教育目標・レベル設定など 

・ ジュエリー・アクセサリー商品の基礎知識の習得。 

・ ジュエリー制作における金属素材の扱いと基礎的技法の習得。 

・ ジュエリー制作における用具の扱い方を制作実習にて習得する。 

・ ジュエリー・アクセサリー商品取り扱い店舗（高級店舗、低価格店舗、繁盛店舗、注目店舗）における市場調査による

商品研究。 
 

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．工具、器機についての説明           1コマ 

・工具の説明   ・工具の使用法、持ち方、姿勢について 

 

２．使用素材についての説明             １コマ 

・銀について   ・ワックスについて   ・指輪について 

 

３．ストワックスによる指輪の制作                       

・チューブワックスの扱い方、ヤスリ方、仕上げ方 、銀の磨き、仕上げ方、 リング商品論 

①月型甲丸      ４×２コマ     

②自由デザイン    ５×２コマ 

③リングの研磨    ２×２コマ 

 

４、夏期休暇課題 

   ショップリサーチ   繁盛店舗、注目店舗のリサーチ、比較 

                   

５、平打ちリングの制作、すり出しリングへの展開   ◎「ヤスリ」の扱いをマスターする 

銀の扱いについて、金属の加工法    

・バーナーによる作業   ・銀のヤスリ方、仕上げ法 

① 平打ちリング       ２×２コマ        

② すり出しリング      ４×２コマ 

  

６、切りまわし『透かし』の技法によるアクセサリーの制作     ５×２コマ 

（ペンダント、ブローチ、ブレスレット）    ◎糸ノコの扱いをマスターする 

糸ノコ作業による各種金属素材の違いを学習 

アルミニウム板、銅板、真鍮板 →各素材の扱いについて   ・各素材の結合方法 →リベット、カシメ 

 

７、銀によるネームプレートの制作              ６×２コマ 

・銀による切りまわし及び、ロウ付け方法の習得、 バチカン等の制作法、 ペンダント、ネックレス商品論 

 

８、ジュエリーに関する商品知識ほか 
 

評価方法・対象・比重 

制作物（デザイン、制作実技）及びその制作過程における課題の理解度や夏期休暇課題（ショップリサーチ）における調査、

比較内容、学年末試験における採点結果と持ち込み資料のまとめ力、また出席状況などを総合的に評価する。 

比重  制作物 ６ ： 夏期休暇課題 １ ：学年末試験 １： 出席状況（授業態度） ２   英字評価 
 
主要教材図書   なし 

参考図書 

その他資料 
 

記載者書名欄 大工原 睦 

 

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  14301      科   名  ファッショングッズ基礎科 １年 

科目ｺｰﾄ  30930     科目名   アイテムデザイン演習 バッグ 

単  位 ４ 

授業期間 通年 
 

担当教員(代表)： 青木 克江 共同担当者： 

 

教育目標・レベル設定など 

・ バッグの基礎知識と製作技術の習得 

・ 皮革素材の基礎技法の習得 

 

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

他科目との関連性、使用パソコンソフト名・ボディ種類、見学先、 

 

●バッグ基礎知識  【２コマ】    

・年間授業内容、製作物説明、用具の説明、バッグの機能・構造について講義 

 

●曲げマチバッグの制作 【１２コマ】 

 ・基礎型出し  曲げまち 

 ・製作  （デザイン、型出し、型紙、裁断、縫製、仕上げ） 

 

●縫い返しバッグの製作  【２０コマ】 

・デザイン、機能、構造について講義 

 ・基礎縫い （革の裁断、革すき、縫製準備、縫製） 

①切り目仕立ての縫製 ②へり返し仕立ての縫製 ③立体的な縫い返し仕立ての縫製 

 ・基礎型出し  ①横まち ②通しまち ③小判底 

 ・製作  （デザイン、型出し、型紙、裁断、革すき、縫製、仕上げ、発表） 

  

●レポート 【夏期休暇課題】 

バッグを販売しているショップをリサーチし、レポート提出 

 

●ファスナー使いの縫い返しバッグの製作【２２コマ】 

 ・基礎縫い  （ファスナー） 

     ①ファスナーの縫製 ②ファスナーポケットの縫製 

・製作  （デザイン、型出し、型紙、裁断、革すき、縫製、仕上げ、発表） 
 

評価方法・対象・比重 

製作物（デザイン・縫製）、出欠、期末試験  （比重 ５・３・２） 

 
主要教材図書  

    文化ファッション大系ファッション工芸講座③バッグ 

参考図書 

その他資料 
 

記載者書名欄     青木 克江 

 

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  14301 

科目ｺｰﾄﾞ 30940 

科  名 ファッショングッズ基礎科 

科目名 アイテムデザイン演習 シューズ 

単  位  4 単位 

授業期間 通年（    ） 
 

担当教員(代表)：  田中 美登里 共同担当者：  羽部 克己 

 
 

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） 

・ 基本デザイン（モカシン・パンプス）の制作及び設計技術の基礎を習得する。 

・ 用具、製靴用機械の取扱い方法を実習にて習得する 

・ 履物の起源及び歴史、靴の構造、足の構造の概論を学ぶ 
  

 

１． 靴の歴史について（教科書・資料を用いての講義） 

エジプト時代～現代までの歴史 

日本の靴作りの歴史について 

２． 靴の一般知識（教科書・資料を用いての講義） 

靴の構造と各部の名称 

製法と特徴について 

３． 足について（教科書・資料を用いての講義） 

足型計測により各自の足のサイズを知る 

足の構造・病気について 

４.  基礎技術の習得 

工具作り（皮革用包丁の研ぎ方、扱い方等） 

ミシンの扱い方と調整方法、手入れ方法 

皮革の手漉き加工方法 等 

５. モカシン制作 

    各自のサイズで既存のパターンを使用し各自アレンジを加えてオリジナルデザインの作品を制作 

    裁断、製甲、底つけ(圧着機・グラインダー等の工作機械を使用)の作業を実習 

６.  パンプス制作 

    既存のパターンを使用し各自アレンジを加えてオリジナルデザインの作品を制作 

    裁断、製甲、釣り込み、底つけ(圧着機・グラインダー等の工作機械を使用)の作業を 

実習の作業を実習 

 

 

評価方法・対象・比重 

制作物の評価・年度末試験 70%    ・  出欠の評価 30% 

 
主要教材図書 

ファッション工芸講座 2 シューズ 

参考図書 なし 

その他資料 パターンサンプル、アッパーサンプルなど 
 

記載者書名欄                 田中美登里 

 

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 14301 

科目ｺｰﾄﾞ 97510 

科  名 ファッショングッズ基礎科１年 

科目名 自 由 研 究 Ｉ  

単  位 2 

授業期間 通年 
 

担当教員(代表)：田中 美登里 共同担当者： 

 

 

教育目標・レベル設定など 

各課題や個人の自由実習及び、補習を行う。又、連絡事項を伝えるホームルームの時間を 

通してクラス全体のコミュニケーションをはかる。 

 
 

   １．ホームルーム 

 

    ・クラス全体の学友会定例委員会の報告と討議 

 

    ・クラス委員や文化祭の係決め 

 

    ・担任と学生の連絡及びコミュニケーションの時間 

 

    ・北竜湖コミュニケーションキャンプの事前説明、班決め、係決め 

 

 

    ２．ブランド研究 

       各自好きなブランドの企業について調べ、研究する 

 

 

    ３．各種コンテスト参加 

 

 

    ４．美術館、博物館等の見学         

 

 

    ５．各課題、自由作品、自由実習、補習授業 

 

      専門科目の提出物を制作する。      

    

 
評価方法・対象・比重 

出欠、レポートの提出により P評価とする 

 
主要教材図書 
 

参考図書 

その他資料 
 

記載者書名欄 田中 美登里 

 

２０１５年度 カリキュラム科目概要 文化服装学院教務部 



 

 
 

科コード 14301 

科目コード 38560 

科目名 ファッショングッズ基礎科 

科目名 ハディクラフト Ⅰ 

単  位   1単位 

授業期間 （通年  ） 

 

担当教員(代表)：白戸 薫 共同担当者：  

 
 

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

各種のクラフトテクニックを、エンブロイダリーと布の加工に大別し、基礎的なテクニックを幅広く学習する。 

特に、帽子・バッグ・シューズ・アクセサリー等のグッズ制作に、応用することをイメージしながら実習させる。 

併せて、学習したテクニックが使われている実際の商品などの資料を集め、ブックの形式で完成させる。 

それにより、テクニックだけにとらわれない応用性を身につけさせる。 
  

授業概要 

＊エンブロイダリー 

 ・カラーエンブロイダリー 刺しゅうの中で、代表的な色糸刺しゅうの基本的なステッチの実習 

 ・ステッチの応用 ボリュームのあるステッチの実習 より多種多様なステッチの習得 

 ・キャンバスワーク 基本的なステッチを用いながら、織り糸を数えて刺すテクニックの実習 

 ・コードエンブロイダリー 紐状のものを布に止め付けていくテクニックの実習 

 ・ビーズ/スパングルエンブロイダリー 服飾素材の扱い方の基本テクニックの実習 

 ・ミラーワーク ミラーの止め付け方のテクニックの実習 

 ・ビーズ/スパングルエンブロイダリーの応用 オリジナルの図案をデザインしモチーフを制作 

＊布の加工 

 ・スモッキング ベーシックスモッキングのうち柄布(ギンガム)を使ったテクニックの実習 

 ・カットワーク 布にステッチをして切り抜き、透かし模様を表現するテクニックの実習 

 ・フリル/ギャザー/ヨーヨー ファブリック マニュピュレイティング(布加工)の代表的な 

テクニックの実習 

 ・ドロンワーク 糸抜きした部分にかがりを入れ、透かし模様を表現するテクニックの実習 

 ・リボンワーク 幅広いテープ状のものを装飾的に加工するテクニックの実習 

 ・ラティススモッキング 布を裏面からつまむことによる陰影の表現のテクニックの実習 

 ・キルティング 布を部分的にふくらませて、レリーフ状に加工するテクニックの実習 

    イタリアンキルティング/イングリッシュキルティング 

＊レース 

 ・マクラメ 紐やコードを手で結んで模様を表現するテクニックの実習 

＊応用作品 オリジナルの図案をデザインし、それに合った材料や技法の選び方の総合学習 

＊ブックの制作 学習した技法の総括として、資料と共に構成する  

 
評価方法・対象・比重 

制作物の評価にブックの採点をプラス 

 
 
主要教材図書    文化ファッション講座 工芸２ 手芸                 

参考図書  

その他資料 各種技法サンプル 講師作成プリント類 
 

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 14301      科   名 ファッショングッズ基礎科 １年 

科目ｺｰﾄ 50900      科目名 造形演習 

単  位  ２ 

授業期間  通年 

 
担当教員(代表)： 北川 陽史 共同担当者： 

 
教育目標・レベル設定など 

ファッショングッズの各専門分野において必要とされる造形感覚、審美眼の育成と造形・デザインの展開とその方法論の享

受を教育目標とする。一般的な造形・デザインに対しての基本的理解と造形能力を高めるために重要な理論的解釈、また、

造形言語と呼ばれる表現要素の認識とその利用方法の理解と探求を通じ、独自の表現に昇華する事を目標とする。 
 
授業概要＝テーマ(大・中・小項目)、方法(講義・演習・実験・リサーチ・グループ活動など)、製作物、 

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、 

     

    授業は造形作品の制作実習を中心に展開される。 

    各項目（テーマ）に対し前提講議を行い、造形理論と制作の方法論を解説する。 

    制作実習、作品講評を通して造形に対する基本的な理解と展開方法の具体例を解説・アドバイスすることで、 

    学生個々の造形感覚の拡張を目指す。 

 

１ 概論 （講義）    造形を主体とした発想とその展開について視覚心理的見解（錯視）も含め解説（１コマ） 

 2 イメージ構成     イメージを形態と構成によって単純な造形として平画面に落とし込む。 

             画面内に「動感」を形成。モノクロ平面構成による構成力の育成（３コマ） 

３ 偶発性と造形要素抽出 様々な描画技法を用い、偶発的に生まれる効果を画面構成の要素として採取し編集する。 

             各種画材,溶剤（黒のみ）と各種用紙（４コマ） 

４ 対義語の色彩表現   言葉の持つイメージを色彩、形などの要素によって表現に結びつける。 

             イメージの定着方法の習得。グリット分割による構成力の育成 対義語（４コマ） 

５ 機能と構成美     偶発的な効果を取り入れた平面表現と空間構成を試みる。制限内での表現拡充の検討。 

             コラージュ・板紙の貼り箱制作 ボール紙、紙材各種（４コマ） 

６ 立体物の平面的表現  等角図による立体物の形態把握と立方を想定した構成演習。 

             等角図的思考の体験と立体的彩色方法の把握（５コマ） 

７ 有機的形態と塑像構成 イメージを抽象化した有機的形態で表現。塑像的造形方法の把握。 

             石粉粘土による立体造形演習（６コマ） 

 

 
評価方法・対象・比重 

制作実習における成果物を評価基準の対象のひとつとする。基礎造形の理解度と表現性を評価の基準とし、 

それに加え、独創性、独自の表現に通じる可能性の感じられるものを高く評価する。 

制作実習時の姿勢は勿論、出席状況、制作終了後の清掃なども制作プロセスの一部と捉え、採点に加味し、 

総合的に評価する。 
 
主要教材図書 
        特になし 

参考図書    Visual design（平面・色彩・立体構成）１（改訂新版）日本グラフィックデザイナー協会／六耀社 

その他資料   特になし  
 
記載者書名欄  北川 陽史 

 

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    14301 

科目ｺｰﾄﾞ  53110 

科  名 ファショングッズ基礎科１年 

科目名 色彩論・演習 

単  位 1 

授業期間 前期 
 

担当教員(代表)： 近野 昌子 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） 

色彩の基礎的な知識を習得し、ファッションデザインにおける表現力、分析力を養う事を目標とする。テキスト

の内容に沿った講義や実習プリントの学習を通し、色彩の基本的な知識、配色の基礎などを理解し、ファッショ

ンの現場で活用できる能力を身につける。 
  

１．導入          授業について                      〈講義 1コマ〉 

２．色彩の体系      記号の仕組み 

             カラーチャートの仕組み 

             色の三属性（色相・明度・彩度） 

             ヒュー & トーンシステム                          〈講義および演習 4コマ〉 

３．色彩の技術１         色彩の三属性による感情効果 

                          暖•寒、軽•重、硬•軟、強•弱、陽気•陰気、派手•地味  〈講義および演習 3コマ〉 

４．色彩の技術２         色相を基準とした配色  

                          トーンを基準とした配色                     〈講義および演習 4コマ〉 

３．まとめ             授業内容の総まとめ                                〈講義および演習 1コマ〉 

 

 
評価方法・対象・比重 

 学年末試験の得点、提出課題の完成度、期限などを総合的に評価し、出席状況や授業態度を加味して最終評価とする。 

 
 
主要教材図書 
『ファッション色彩１』（文化出版局）                

参考図書  

その他資料 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 
 

記載者氏名 近野 昌子 

 

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  14301 

科目ｺｰﾄﾞ 51100 

科  名 ファッショングッズ基礎科 1年 

科目名 ファッションデザイン画  

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  14301 

科目ｺｰﾄﾞ 56210 

科  名 ファッショングッズ基礎科１年 

科目名 グラフィックワーク Ⅰ 

単  位 1単位 

授業期間 後期 
 

担当教員(代表)：飯塚 有葉 共同担当者： 

 

 

教育目標・レベル設定など 

Illustrator 初心者を対象とし、基本操作を習得し、ペンツールの正しい描画方法を身につけることを目標とする。 

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

他科目との関連性、使用パソコンソフト名・ボディ種類、見学先、 

 

１．オリエンテーション：講義 １コマ 

①授業概要の説明      ②ユーザー登録    ③ウィンドウズ PCの基本操作 

 

２．課題１ ファイル表紙のデザイン：講義・実習 ２コマ 

①基本図形の描き方     ②色の設定方法    ③ファイル表紙のデザイン 

 

３．ペンツールの使い方：講義・実習 ３コマ 

①直線・曲線の描き方    ②変形・修正方法   ③トレース方法 

 

４．課題２シルエットのトレース：講義・実習 ２コマ 

①下絵のスキャニング方法  ②シルエットのトレース   ③パスの組み合わせ 

 

５．スウォッチ柄の作成方法：講義・実習 ２コマ 

①ストライプ・チェック   ②オリジナル柄の作成 

 

６．課題３ 製品図のトレース：講義・実習 ４コマ 

①線によるトレース方法   ②製品図のトレース     ③カラーバリエーションの作成 

 
評価方法・対象・比重 

授業内課題作品・出席状況 

 
主要教材図書 
プリント 

参考図書  

その他資料 使用ソフト Adobe PhotoshopCS5/Adobe IllustratorCS5 
 

記載者書名欄    飯塚 有葉 

 

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 14301 

科目ｺｰﾄﾞ 02000 

科  名 ファッショングッズ基礎科 

科目名 服飾造形 

単  位  ２ 単位 

授業期間 前期 
 

担当教員(代表)：杉山 美和 共同担当者： 猪坂 綾野 

 
 

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） 

服飾造形としての一般知識、原型の理解、縫製の基礎を理解させる。 

シャツ・ブラウスの衣服製作を通して、衣服構造を理解し、ファッショングッズとのコーディネートも関連させ指導する。 

服飾造形の基礎、シャツ・ブラウスの基礎知識、縫製 
  

前期2単位  

１．服飾造形の基礎  …  ４コマ 

・ 服飾造形概説 変遷、衣服について、衣服製作のプロセス ・衣服制作のための用具  服飾造形で使用用具の説明 

・ 縫合の基礎 手縫い、ミシン・ロックミシン縫い  ・下着の重要性 ・シルエッター写真撮影 

・ 採寸  衣服製作のための人体計測 

・ 文化式婦人原型（９AR）の作図法  １／４及び実物作図、男子原型の説明 

※部分縫い 基礎縫い、ファスナーあき（片返し、コンシール）など 

２・シャツ・ブラウス（前期）  ……２２コマ 

・ 一般知識  語源、歴史、分類、名称、素材、デザイン解説 

・ 作図  １／４作図…基本型シャツカラーのブラウス（セットインスリーブ）、シャツ・ブラウス（シャツスリーブ） 

      各デザインの作図解説 各自実物作図またはドレーピング型出し 

・ パターンメーキング  縫い代なし、縫い代つき、仮縫いにいて 

・ 裁断  自由素材、各裁断方法、付属布裁断（芯など） 

・ 縫合  基本縫合解説、各自デザイン別縫合解説 

・ クリエイティブ・シャツ・ブラウス 

着装、発表会、レポート提出  

 

 
評価方法・対象・比重 

・出席、レポート及び製作物、理解度 
 
主要教材図書                   

参考図書 ・文化ファッション大系 服飾造形講座①「服飾造形の基礎」、③「ブラウス・ワンピース」 

その他資料 実物資料 
 

記載者氏名 杉山 美和 

 

２０１５年度 カリキュラム科目概要 文化服装学院教務部 

 



 

 
 

科ｺｰﾄﾞ  14301 

科目ｺｰﾄﾞ 40400 

科  名 ファッショングッズ基礎科 

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） 

人体の形態や構造を解剖学的に認識させ、人体を機能的で美的に表現できるファッショングッズ造りを目的とする。 

全身のプロポーションを理解し、ファッショングッズ製作に生かすための計測法の説明を行い、機能面からデザイン発想まで

結びつけられるように学習させる。 
  

コマ 内 容 コマ 内 容 

1 オリエンテーション（講義内容の説明） 16  

2 人体の構成（人体の骨格） 17  

3 人体の構成（頭部と帽子） 18  

4 人体の構成（頭部と帽子） 19  

5 人体の構成（脊柱と胸郭） 20  

6 人体の構成（上肢帯と自由上肢骨） 21  

7 人体の構成（自由上肢骨） 22  

8 人体の構成（手骨・下肢帯） 23  

9 人体の構成（下肢帯・自由下肢骨） 24  

10 人体の構成（胸郭・乳房） 25  

11 人体の構成（乳房・経年変化・人種差） 26  

12 人体の外観とファッショングッズ（人体の計測） 27  

13  〃 （計測項目・計測点・計測準備について） 28  

14  〃 （人体のプロポーション・人体の計測） 29  

15  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 頭骨の文化史（フォルケ・ヘンシェン著 鈴木誠・高橋譲訳 築地書館） 

その他資料 なし 
 

記載者氏名 伊藤由美子 

 

２０１５年度 カリキュラム科目概要 文化服装学院教務部 

 



０ 

 
 

科ｺｰﾄﾞ  14301 

科目ｺｰﾄﾞ 25100 

科  名 ファッショングッズ基礎科 1年 

科目名 素材論 

単  位    １単位 

授業期間 半期（前期） 
 

担当教員(代表)：金澤三枝 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） 

身近なアパレル（衣服）に焦点をあて、それらを構成している素材（繊維、糸、布地）についての基礎的な知識

を習得させる。特に天然繊維の性質を中心に、それぞれの代表的な織物の種類について、教材（テキスタイルフ

ァブリック）を活用しながら名称および特徴を理解させる。さらに主なファッショングッズ素材についても、各

自が関心を広げ自主的に知識を深めることを目標とする。 
  

１．概論（2コマ）（講義および演習）・・各自着用しているアパレル製品の品質表示を通して、繊維組

成や取扱い方法、織物、編物の違いなどを認識させる 

 

２．繊維 

 ２－１繊維の分類（３コマ）（講義および演習、実験） 

   （１）繊維の形状、性能、混用による分類 

   （２）繊維の鑑別・・鑑別法（顕微鏡法、呈色法）実験 

 ２－２天然繊維（４コマ）（講義および演習） 

   （１）綿 （２）麻 （３）毛 （４）絹 

    ・・各繊維の種類、構造と成分、性質など 

      各繊維の代表的な織物の種類と特徴について 

 ２－３化学繊維（1コマ）（講義） 

    化学繊維の種類と性質について 

 

３．糸（２コマ）（講義および演習） 

糸の撚り構成、撚りの強弱、太さの表示などについて 

 

４．布地（１コマ）（講義） 

    織物と編物の構造と特徴について 

 
評価方法・対象・比重： 前期末試験、課題提出物、出欠状況などによる総合評価  

 
 
主要教材図書 文化ファッション大系服飾関連専門講座①「アパレル素材論」文化服装学院編文化出版局／「ワークブック

―アパレル素材論―」文化服装学院教科書出版部／「テキスタイルファブリック」文化学園事業局                  

参考図書  

その他資料  
 

記載者氏名 金澤三枝 

 

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  14301 

科目ｺｰﾄﾞ 60100 

科  名 ファッショングッズ基礎科１年 

科目名 ファッションビジネス概論 

単  位   1単位 

授業期間  前期 
 

担当教員(代表)：増田大助 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に必要とされるファッションビジネスの特性から、変遷、現状、産業構造、業態、職種、流通、 

マーケティング、マーチャンダイジング、計数、販売にいたる基礎知識を学ぶ。 

  

  

１、ファッションビジネス      ・ファッションとは 

・流行と発生要因 

・ソフト化経済とファッション化社会 

・ファッションビジネスの輪郭 

 

２、ファッション消費の変遷    ・戦後の変遷（５０年代～７０年代） 

                 ・戦後の変遷（８０年代～９０年代） 

                                   ・現在 

  ３、ファッション流通          ・ファッション流通機構    

   ・ファッション関連産業  

  ４、アパレル産業              ・アパレル卸商の種類 

                                   ・アパレル企業の仕事のプロセス 

      ・アパレル卸商の取引き慣行   

  ５、アパレル小売産業             ・小売業の社会的、経済的役割り 

      ・アパレル小売業の業態特性  

      ・ファッション販売 

・ショップに関わる計数 

  ６、ファッション産業界における２１世紀に向けた課題 

 

 
評価方法・対象・比重 

出席率＋プリントノートの総合評価 

 
 
主要教材図書     プリントノート              

参考図書  

その他資料  
 

記載者氏名 増田大助 

 

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  14301 

科目ｺｰﾄﾞ 06450 

科  名 ファッショングッズ基礎科 

科目名 クリエイション演習 

単  位 １単位 

授業期間 通年（13コマ ） 
 
担当教員(代表)： 

            加瀬浩嗣 

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） 

デザインの基本を踏まえながら、学生の創造力・発想力を豊かにしていく。年間を通して平面〜立体〜空間と、考える領

域を変化させて授業を展開していく。個人作業とグループワークを織り交ぜ、現代社会での重要性が増しているコミュニ

ケーション能力も鍛えていく。 

  

 

 １ デザインの発想方法 

 ２ デザインの発想方法 

 ３ 色彩の表現方法 

 ４ 構成力を鍛える 

 ５ 構成力を鍛える 

 ６ 前期総合講評会 

 ７ Presentation１ 

 ８ Presentation２ 

 ９ 平面から立体へ 

１０ リ・デザインをする 

１１ 中間講評会 

１２ バランス力を研ぎ澄ます 

１３ 後期総合講評会〜まとめ〜 

 
評価方法・対象・比重 

   時間内に課題作品を制作、提出→講評会 

 
 
主要教材図書  なし           

参考図書 課題ごとに持参する 

その他資料 プリント資料を配布 
 

記載者氏名 加瀬浩嗣 

 

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  14301 

科目ｺｰﾄﾞ 65541 

科  名 ファッショングッズ基礎科 

科目名 キャリア開発 Ⅰ 

単  位 １単位 

授業期間 通年 
 

担当教員(代表)： 田中 美登里 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） 

 

新入生の時点から就職を意識させ、次年度から始まる就職活動に向けた準備を整える。 

将来の進路を決定する大事な学生生活をどのように過ごすかの意識付けとする。 
  

 

 

・仕事とは  ６コマ 

  斎藤 幸江 

  仕事をするということとは？ 

  講義・実習 

 

・カメラワーク ６コマ 

  青木 勝洋 

  作品集制作のための写真の撮り方の基礎 

  講義・実習 

 

・作品集制作の心構え １コマ 

  講師未定 

  作品集制作に向けての準備と心構え 

 

 
評価方法・対象・比重 

出席、レポート提出によりP評価とする 
 
 
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 田中美登里 

 

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 14301 

科目ｺｰﾄﾞ 98110 

科  名 ファッショングッズ基礎科１年 

科目名 特 別 講 義 Ｉ 

単  位 1 

授業期間 通年 
 

担当教員(代表)：田中 美登里 共同担当者： 

 

 

教育目標・レベル設定など 

専門科目、通常科目の他に学外の専門講師による講義や、他分野の講師による講義を通し、 

幅広い知識を得て視野を広げる。同時に個々の目的とする職能を確認し位置づける 

 
 

・ＶＭＤについて ５コマ(＋２コマ クラスを半分に分けて実習)       

 伊藤淑恵  

  ファッショングッズ商品のプレゼンテーション方法 

  講義･実習･講評会 

 

・ファッショングッズデザイナーについて １コマ 

  秋山 美紀子  

  デザイナーの現状から見る、学生時代にすべきこと 

  講義 

 

・流行色解説 １コマ        

流行色協会講師  

  流行色について、流れ 

  講義 

 

・身体表現 ２コマ 

 楠原 竜也            

  自己表現と他者理解 

  講義・実習 

 

・デザイナーの仕事について １コマ 

  渡辺おさむ       

  クリエーターになるための心構え 

  講義 

・職人の仕事について １コマ 

  グッズ制作現場の現状について 

  講義 

・コレクション情報 １コマ 

  萩原輝美 

  ファッションの動向と最新コレクションの解説 

  講義 

 
評価方法・対象・比重 

出欠、レポート提出によりＰ評価とする 

 
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 田中 美登里 
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科ｺｰﾄﾞ 14301 

科目ｺｰﾄﾞ 96000 

科  名 ファッショングッズ基礎科１年 

科目名 校 外 研 修 Ｉ 

単  位 1 

授業期間 前期（集中） 
 

担当教員(代表)：田中 美登里 共同担当者：白方 茜 

 

 

教育目標・レベル設定など 

コミュニケーションキャンプでは、クラス全体及び学生個々の親睦を深める。 

 

 
 

北竜湖コミュニケーションキャンプ 

 

  2泊 3日の北竜湖での団体生活により、学生同士と教師との親睦を深める。 

 

  又、キャンプ生活の中で相互理解を深め、協調性を学ぶことでお互いに信頼関係を 

 

  築き、これからの学生生活に向けて意識向上をはかる。  

 

 
評価方法・対象・比重 

出欠、レポートの提出によりＰ評価とする 

 
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 田中 美登里 
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