
 

 
 

科ｺｰﾄﾞ  12101 

科目ｺｰﾄﾞ 00211 

科  名 ファッション工科基礎科１年 

科目名 服装造形 

単  位 １９ 

授業期間 前期・後期 
 

担当教員(代表)：富樫敬子他担任 共同担当者：1-富樫・2-山本・3-森本・4-山根・5-縄田・ 

6-森・7-土井 

 
 
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。） 

・衣服全般の基礎知識を習得する。（縫合の基礎、作図基礎理論、体型観察） 

・服作りの基礎となる服の構造、デザイン表現、作図方法、素材の扱い方、縫製方法を各アイテムにおいて習得する。 

・バザー作品を通し、ボランティア精神の育成と既製服としてのデザイン、縫製法、検品、販売までの流れを学習する。 

・ドレーピングの基礎知識を習得する。（ボディについて、布の準備、基礎ドレーピング・マーキング・ドラフティング） 

 
 

服装造形論 ⅠA前期 ２単位 / ⅠB後期 ２単位 

服装造形デザイン ⅠA前期 １単位 / ⅠB後期 ３単位       

服装造形パターンメーキング ⅠA前期 １単位 / ⅠB後期 ３単位 

服装造形ソーイング ⅠA前期 ３単位 / ⅠB後期 ４単位       

 

１ 基礎Ⅰ（一般知識・縫い方の基礎） 前期１０コマ  基礎縫い Aミシン縫い・B手縫い 

２ 基礎Ⅱ（作図の基礎）       前期１０コマ  身頃原型・スカート原型（1/4・実物作図） 

３ スカートⅠ            前期１７コマ  デザイン・パターン・実物製作・レポート 

４ 体型研究             前期１０コマ  トワル製作・試着補正・レポート 

５ シャツブラウスⅠ         前期３３コマ  デザイン・パターン・実物製作・レポート 

６ 子供服              前期３コマ   デザイン・パターン・実物製作・レポート 

７ バザー作品            前後期１５コマ 文化祭バザー作品実物製作・検品・販売  

８ スカートⅡ            後期２３コマ  デザイン・パターン・実物製作・レポート 

９ ジャケットⅠ           後期５１コマ  デザイン・パターン・実物製作・レポート 

10 ワンピースドレスⅠ        後期４８コマ  デザイン・パターン・実物製作・レポート 

11 パンツⅠ             後期１４コマ  デザイン・パターン・実物製作・レポート 

12 ドレーピング基礎（文化ボディ）  後期５コマ   ライン入れ・立体基礎 

 

 
評価方法・対象・比重 

課題作品・試験（筆記試験）・レポート・出席・平常点 

 
主要教材図書 文化ファッション大系 服飾造形講座 ①服飾造形の基礎 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 ⑧子供服 ⑨メンズウエアⅠ  
       文化ファッション大系 アパレル生産講座 ③立体裁断 基礎編 

参考図書 装苑・コレクション誌他 

その他資料 実物標本・段階標本、参考プリント他 
 

記載者署名欄   富樫 敬子 

 

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 12101 

科目ｺｰﾄﾞ 07960 

科  名  ファッション工科 基礎科 

科目名  量産技術概論・実習 

単  位   1単位 

授業期間  通年（集中） 
 

担当教員(代表)：加藤 紀人 共同担当者：上野 和博、渡井 邦重、宮澤 国博 

      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） 

アパレル製品の生産について、関心を持たせることを目標とする。 

前期初頭、量産的手法に基づいたシャツの縫製実習を短期集中で行い、工業用ミシン、アイロンを主とした生産機器の安全な

使用方法の基礎を習得する。後期講義において、実習での作業内容と通常授業における一品作りとの違いについて認識させる。 
  

＜実習制作物 … 綿素材 ダンガリーシャツ＞ 

 

１．縫製準備 … （1） 

延反・裁断・芯貼り・仕分けの、準備工程作業体験 

 

２．基礎練習 … （2） 

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 

 

３．シャツ縫製実習 … （7） 

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 

機器の使用に慣れ、縫製作業のプロセスを体験 

 

４．アパレル産業の生産プロセス（講義） … （2） 

   アパレルにおける仕事の流れについて講義 

 

５．特殊機器見学 … （1） 

   生産に使用される特殊機器についての知識習得 

  

 
評価方法・対象・比重 

 出席、提出物によるP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  12101 

科目ｺｰﾄﾞ 97510 

科  名 ファッション工科基礎科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)：富樫敬子他担任 共同担当者：1-富樫・2-山本・3-森本・4-山根・5-縄田・ 

6-森・7-土井 

 
 
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。） 

・服装造形の全ての細目において、各自興味を持ったテーマについて研究する。 

・各自の目標に合わせ既習細目におけるレベルの向上をはかる。 

・個々の能力に合わせて知識・技術を応用発展させ、各自の専門性を追及する。 

・発表会（展示会）を行うことにより、プレゼンテーション能力を養う。 

 
 

前期・・・１１コマ （計画・研究・点検・発表） 

後期・・・１５コマ （計画・研究・点検・発表） 

 

各自のテーマごとに目標を設定し、計画をたて、個々の能力に合わせて知識・技術を応用発展させる。 

点検・相談を経て、前期末にて発表を行い、後期の研究につなげる。（後期は新テーマでの研究も可） 

後期はさらに研究を発展させ、点検・相談を経て学年末に発表会（展示会）を行う。 

 

 
評価方法・対象・比重 

研究発表・作品・レポート他 

  
主要教材図書 文化ファッション大系他  

参考図書 なし 

その他資料 なし 
 

記載者署名欄   富樫 敬子 

 

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  12101 

科目ｺｰﾄﾞ 60100 

科  名 ファッション工科基礎科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 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 12101 

科目ｺｰﾄﾞ 51110 

科  名 ファッション工科基礎科１年 

科目名 ファッションデザイン画Ⅰ 

単  位   ２単位 

授業期間   通年 
 

担当教員(代表)：玉川あかね 共同担当者： 坂本真由美 

 
 

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） 

人体と衣服との関係を把握し、服のデザイン・構造を明確に描き表現するための基本的なドローイングを繰り返

し練習。授業後期から水彩絵の具によるテクニック(素材表現)を習得し、各自のデザインワークにつなげる。 

  

Ⅰ・人体のプロポーション／8頭身（正面・側面）の描き方                       ＜２コマ＞ 

 

Ⅱ・ポーズ／身体の動き、流れを理解する（支脚・遊脚の関係）                    ＜２コマ＞ 

         *各種ポーズの描き方、手・足・顔の描き方   

                                                            

Ⅲ・ポーズと着装／服の基本フォルムを把握しデザイン・構造を描きいれる               ＜５コマ＞ 

         *ベーシックドレス、シャツ、スカート、パンツ、スーツなど               

         *ファッションクロッキー 

 

Ⅳ・製品図／各アイテムのバランスの取り方・・フロントスタイル、バックスタイル           ＜２コマ＞ 

 

Ⅴ・アウトライン／仕上げ線の描き方 （グラフィックペン、筆ペン、色鉛筆）             ＜１コマ＞ 

     

Ⅵ・混色表の作成／水彩絵の具の特徴を知る。三原色の混色など                    ＜１コマ＞ 

 

Ⅶ・彩色練習／基本的な水彩技法の習得。筆の使い方など                       ＜２コマ＞ 

           

Ⅷ・素材表現／水彩技法のいろいろ    *薄地素材、厚地素材 *プリント柄、織柄など        ＜５コマ＞ 

                                   

Ⅸ・デザイン発想画／創作デザインと表現力の強化。                         ＜５コマ＞ 

*校内ファッション画展にむけての作品制作             

  

Ⅹ・早描き練習、アイデアスケッチ／短時間に描き上げるコツをつかむ。                ＜２コマ＞ 

 
 
評価方法・対象・比重 

授業課題作品及び実技試験で評価。 期限後の提出作品は減点とする。 

 
 
主要教材図書 文化ファッション大系服飾関連専門講座④ ファションデザイン画                  

参考図書  

その他資料  
 

記載者氏名 玉川あかね 

 

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 12101 

科目ｺｰﾄﾞ 50100 

科  名 ファッション工科基礎科 

科目名 クロッキー 

単  位   １単位 

授業期間 通年（ 隔週 ） 
 

担当教員(代表)：酒井英実 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） 

様々なものの見方を通じ、ものを見て描く事・表現につながるような描写とその楽しさを再認識する事とあわせ、 

基本的描写能力・表現能力の習得を目的とする。 

 
  

コマ 内 容 コマ 内 容 

1  オリエンテーション 16  

2  速写をする 17  

3  部分の理解 2 18  

4 部分の理解 1.人体と服（脚・手・曲線）  19  

5  色彩技法  20  

6  無彩色技法 21  

7  表現技法 1 22  

8  カットを描く 23  

9  計測法基礎 24  

10  表現技法 2  25  

11 ヌードクロッキー 26  

12  細密描写 27  

13 まとめ 28  

14  29  

15  30  

 
評価方法・対象・比重 

出席状況、授業態度、課題提出、提出内容を総合的に判断 
 
主要教材図書     特になし              

参考図書 特になし 

その他資料  
 

記載者氏名 酒井英実 

 

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  12101 

科目ｺｰﾄﾞ 50100 

科  名 ファッション工科基礎科 

科目名 クロッキー 

単  位  1 単位 

授業期間 （  通年 ）隔週 
 

担当教員(代表) 柳澤 利光 共同担当者： 酒井 英実 

 
 

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） 

 様々なものの見方を通じ、ものを見て描く事・表現につながるような描写と 

 その楽しさを再認識する事とあわせ、基本的描写能力・表現能力の習得を目的とする。 

  

コマ 内 容 コマ 内 容 

1 オリエンテーション、クロッキーとは、視点を変

える大切さクロッキー（以後毎回） 

16     

2 速写をする。コレクションＤＶＤ映像のクロッキーで

動きをとらえる 

17  

3 部分の理解、マヌカン等の顔を描く、陰と影、顔のプ

ロポーションの基本 

18      

4 部分の理解 マヌカンの脚部をみて曲線に視点を置い

て描く 

19  

5  色彩技法 水彩絵の具の特性（水・筆）調節、混色 色つくり 20  

6 無彩色技法 グレイスケールによる表現と可能性の理解、墨汁

で描く 

21  

7 表現技法1 パステル技法で緑と面の違い、光による立体感を描

く  

22  

8 カットを描く 様々な雑貨小物を写生し、線とその表

現の多様性を知る。 

23  

9 計測法基礎 基礎的計測法と陰影の説明、トルソを描く  24  

10 表現技法２ 様々な画材の使用と応用法 25  

11 ヌードクロッキー 画材自由に描き、人体の構造にせまる 26  

12 細密描写 昆虫・貝殻を細密に描写し平面・立体・構

造・構図を考える 

 

27  

 

２０１５年度 カリキュラム科目概要 文化服装学院教務部 

 



 

13 まとめ 感情表現・発想法、プリントに基つく実習・ 

感想文 

28  

14  29     

15      30  

 
評価方法・対象・比重 授業で描いたクロッキー作品  出欠 

 

 
 
主要教材図書   スケッチブック                 

参考図書 なし 

その他資料 なし 
 

記載者氏名 柳澤 利光 

 



 

 
 

科ｺｰﾄﾞ  12101 

科目ｺｰﾄﾞ 41000 

科  名 ファッション工科基礎科 

科目名 西洋服装史 

単  位  ２ 単位 

授業期間 通年（    ） 
 

担当教員(代表)：石井 雅子 共同担当者：鈴木 教子 

 
 

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） 

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 近代の服飾（４）アール・ヌーボーとアール・デコ 

2 博物館見学「ヨーロピアン・モード」 17 １９１０年代ファッション 

3 衣服の起源 18 １９２０年代ファッション 

4 古代の服飾 19 １９３０年代ファッション 

5 中世の服飾 20 １９４０年代ファッション 

6 近世ルネサンスの服飾（１） 21 １９５０年代ファッション 

7 近世ルネサンスの服飾（２） 22 １９６０年代ファッション 

8 近世バロックの服飾（１） 23 １９７０年代ファッション 

9 近世バロックの服飾（２） 24 １９８０年代ファッション 

10 近世ロココの服飾（１） 25 １９９０年代ファッション 

11 近世ロココの服飾（２） 26 ２０００年代ファッション 

12 近世まとめ 小テスト 27 試験解答、〜現在のファッションまで 

13 近代の服飾（１）１９世紀前期 28  

14 近代の服飾（２）１９世紀中期 29  

15 近代の服飾（３）１９世紀後期 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」、ファッション辞典（文化出版局）              

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  12101 

科目ｺｰﾄﾞ 40310 

科  名 ファッション工科基礎科１年 

科目名 服飾デザイン論 Ⅰ 

単  位 ２ 

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、コンポジションについての講義及び演習を通して基礎的な知識と技術を身

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：色彩の基礎知識や配色の基礎、形態の構成要素やシルエットのとらえ方、コンポジションのセオリーについて

理解し、それぞれのテーマに沿ったビジュアル表現ができる力を有する。 
 
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…1コマ 

 ●科目概説 

  

2.服飾デザインの基礎ー色彩…13コマ 

 

 ●カラーチャート作成 ●色彩の性質と分類方法 

 ●色彩の識別【課題作成：色相環マップ】 

 ●色彩体系 ●色彩の科学 

 ●色彩の感情効果【課題作成：三属性と感情効果】 

 ●カラーコーディネーション【課題作成：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 

 ●色彩の見え 

 

3. 服飾デザインの基礎ー形態…5コマ 

 ●形態の構成要素 

 ・点、線、面 

 ●シルエット【課題作成：直線/曲線、シルエット】 

 ・直線的、曲線的  ・フィット、ルーズ 

 ●形態の見え方 

 ・線や面における錯覚 

 

4. 服飾デザインの基礎ーコンポジション…5コマ【課題作成：コンポジション】 

 ●ドミナント/セントラリティ、アクセント 

 ●シンメトリー/アシンメトリー 

 ●リズム  ・レギュラー、イレギュラー、グラデーション ・レピテーション 

 

5. 服飾デザインの基礎ーデザイン…1コマ 

 ●デザインの定義、デザインジャンル ●服飾デザインの役割 

 

6.まとめ、応用…1コマ 

 ●一年間の復習 ●パーソナルカラーについて 

※授業方法：講義、演習（プリント演習、課題作成） 

 
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) 

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 
 

記載者書名欄 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  12101 

科目ｺｰﾄﾞ 20210 

科  名 ファッション工科基礎科 1年 

科目名 アパレル素材論Ⅰ 

単  位    ２単位 

授業期間 通年 
 

担当教員(代表)：金澤三枝／菅野めぐみ 共同担当者：金澤 2，5，6組／菅野 1，3，4，7組  

 
 

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） 

アパレル製品や各自製作物の素材に関心を持たせることを目標とし、アパレル（衣服）の構成要素である繊維、

糸、布地の種類や特徴についての基礎的知識を習得させる。さらに代表的な綿、毛、絹織物の種類に関して、教

材（テキスタイルファブリック）を活用しながら、糸の構造や織物組織などの特徴に着目させ、理解を図る。 
  

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（８コマ）（講義および演習、実験） 

  （１）繊維の形状、性能、混用による分類および名称、用語について 

  （２）繊維の鑑別・・鑑別法（顕微鏡法、呈色法）実験 

 ２－２天然繊維（９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、加工などについて 

     各繊維の代表的な織物の種類と特徴（糸、織物組織、加工など） 

 ２－３化学繊維（２コマ）（講義） 

  （１）再生繊維 （２）半合成繊維 （３）合成繊維  

   ・・各繊維の種類、性質、加工などについて 

３．糸（３コマ）（講義および演習） 

  （１）紡績糸、フィラメント糸について 

  （２）糸の撚り構成、撚りの強弱について 

  （３）糸の太さの表示 

  （４）ファンシーヤーン、加工糸などの種類 

４．布地（3コマ）（講義および演習） 

  （１）織物・・構造、組織、特徴など 

  （２）編物・・構造、特徴など 

   

 

 
評価方法・対象・比重 

学年末試験、ミニテスト、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  12101 

科目ｺｰﾄﾞ 35010 

科  名 ファッション工科基礎科 

科目名 服飾手芸 Ⅰ 

単  位   単位 １ 

授業期間 １年（ 通年 ） 
 

担当教員(代表)：久保田桂子 共同担当者： 毎熊舞 

 
 

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） 

服飾手芸全般における基礎知識を学び、それぞれの技術を基にして服飾造形及び服飾小物などに応用発展できるようにする。

また、素材・テクニック・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. 手芸一般知識(0.5) 

  手芸の変遷や技術の種類などを理解させる 

 

２．レース表現 マクラメレース 基礎作品 1点制作（1.5） 

  レースのテクニックの中で結び表現のみで効果を出すマクラメレースの基礎テクニックを理解し、 

応用発展できるようにする 

 

３．加飾美表現 エンブロイダリー 基礎ブローチ制作・応用刺繍バック制作（7） 

  様々な刺繍テクニックを用いてデザイン発想から色、素材の扱い方などを習得しオリジナルの装飾表現方法を 

理解させる 

 

４．装飾造形表現 ネックレス製作 作品 1点制作（2） 

  様々なパーツと糸のみで透かし模様を表現するテクニックと基本的な金具の使用 

 

５．レリーフ・ライク表現 ラティススモッキング 基礎刺し製作１点（1） 

  布の縫い縮め方によって新しい表面効果を表現するテクニックを習得させる 

 

６．装飾造形表現 コサージュ 作品製作１点 （2） 

  洋服の残り布や様々な素材を使用してコサージュを作り、服のデザインポイントになる装飾効果と 

テクニックを習得させる 

 

 
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  12101 

科目ｺｰﾄﾞ 40410 

科  名 ファッション工科基礎科 

科目名 服装解剖学Ⅰ 

単  位   1単位 

授業期間 半期（後期） 
 

担当教員(代表)：髙見澤ふみ 共同担当者： 足立美智子 

 
 

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） 

解剖学的な人体の構造を衣服パターンと関連づけながら理解させ、美的で機能的な衣服製作に必要な人体（骨格）に関する基

礎知識を学習させる。次に人体を外観から観察し、形態やプロポーションを認識させる。 

 
  

コマ 内 容 コマ 内 容 

1 青年の体型特徴（シルエッターデータ分析） 16  

2 オリエンテーション（講義内容の説明） 17  

3 人体の構成と衣服（人体の骨格・全身骨格） 18  

4 人体の構成と衣服（頭部） 19  

5 人体の構成と衣服（脊柱と衣服パターン） 20  

6 人体の構成と衣服（脊柱と衣服パターン・胸郭） 21  

7 人体の構成と衣服（乳房と前身頃） 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（下位の展開） 27  

13 人体の外観と衣服（人体の計測方法について） 28  

14  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 なし 

その他資料 なし 
 

記載者氏名 高見澤ふみ 

 
 

 

 

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  12101 

科目ｺｰﾄﾞ 65541 

科  名 ファッション工科基礎科１年 

科目名 キャリア開発Ⅰ 

単  位 １ 

授業期間 通年 

 

担当教員(代表)：富樫敬子他担任、 

飯島 一敏、長谷川 直美、森 薫子 

共同担当者：1-富樫・2-山本・3-森本・4-山根・5-縄田・ 

6-森・7-土井 

飯島、長谷川、森 
 
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。） 

・人材育成のための講義と進級に関する講義で構成する。 

（キャリアに関しては別紙参照） 

・新しい環境の中で社会人と学生の違いを認識し、将来の進路を考えるきっかけを作る。また、コミュニケーション能力を

高め、自分という存在について考え成長できる『人間力』の育成を目指す。 

・各自の適性を把握し、進路について考え将来の方向性を決める。 

 
 
 

キャリア開発Ⅰ 後期集中７コマ 

別紙参照 

 

心理学（科目内特別講義）２コマ 

進級相談・上級教室見学５コマ 

 ＊今年度より進級オリエンテーションは行事扱いとする。 

 

 

 

評価方法・対象・比重 

 出席・平常点・提出物 

 
主要教材図書 

 キャリア：プリント 

参考図書 

なし 

その他資料 

各種参考資料他  

記載者署名欄   富樫 敬子 
 

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  12101 

科目ｺｰﾄﾞ 96000 

科  名 ファッション工科基礎科１年 

科目名 校外研修Ⅰ 

単  位 １ 

授業期間 前期 
 

担当教員(代表)：富樫敬子他担任 共同担当者：1-富樫・2-山本・3-森本・4-山根・5-縄田・ 

6-森・7-土井 

 
 
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。） 

・都会生活から離れた「山荘」における団体生活の体験。 

・野外活動・体育活動など諸活動を通して指導力・協調の精神を養い、コミュニケーション能力の向上を目指す。 

・個人相互およびクラス間・学年間の親睦を深める。 

 
 

コミュニケーションキャンプ（3～4クラス合同） 

 文化北竜館（2泊 3日） 

     ・オリエンテーション 

     ・クラスミーティング 

     ・コミュニケーション活動 

        プログラム 1 ・3～4クラス合同のコミュニケーション 

                 ･グループコミュニケーション 

        プログラム 2 ・野外炊飯 

        プログラム 3  ・スコアオリエンテーリング 

     ・体育活動 

     ・キャンプファイヤー（雨天の場合キャンドルサービス） 

     ・見 学 ・北竜湖資料館 

          ・世界の民俗人形博物館（小池 千枝コレクション） 

          ・須坂版画美術館 

・善 光 寺散策等 

 
評価方法・対象・比重 

出席 

 
主要教材図書 
なし 

参考図書 なし 

その他資料 小冊子・プログラム他 
 

記載者署名欄   富樫 敬子 

 

 

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  12101 

科目ｺｰﾄﾞ 98110 

科  名 ファッション工科基礎科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)：富樫敬子他担任 共同担当者：1-富樫・2-山本・3-森本・4-山根・5-縄田・ 

6-森・7-土井 

 
 
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。） 

・ファッション業界の各分野において幅広い知識・技術を修得すると共に、各自の専門性を考える動機付けを目標とする。 

・レギュラー授業で包括できない部分の専門関連分野の知識を習得する。 

 
 

１.マーケットリサーチ（１コマ） 

   薫森 三義 先生 

 

２. 働くということ（１コマ） 

   丸山 潤 先生 

 

３.トータルコーディネーションとは・・・ヘア・メイクについて（１コマ） 

   夏目 幸恵 先生 

 

４.コンピュータグラフィック・・・ポートフォリオ作成（５コマ） 

   西村 元良 先生 

 

５.ファッション業界について・・・ブランドにおける各職種の関係（１コマ） 

   今井 陵 先生  内田 聖 先生  高嶋 勇人 先生 

 

６．物創りの原点・・・・ニット業界の現状（１コマ） 

   佐藤 正樹 先生 

 

７. 日本の装束・・・着物の一般知識・着装コーディネート・着付け（３コマ） 

 未定 

 

８.歌舞伎鑑賞オリエンテーション（１コマ） 

   窪寺 祐司 先生 

 

 

レギュラー科目内特別講義「キャリア開発」 

１. 心理学・・・コミュニケーション能力開発（２コマ） 

   野町 一成 先生 

  

 

レギュラー科目内特別講義「服装造形」 

１. 下着の知識・・・下着の歴史、役割、サイズ、取扱いについて（１コマ） 

   増田 亜紀子 先生 

 

 
評価方法・対象・比重 

出席・実習物 

 
主要教材図書 
なし 

参考図書 なし 

その他資料 プリント他 
 

記載者署名欄    富樫 敬子 

 

 

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  12101 

科目ｺｰﾄﾞ 96811 

科  名 ファッション工科基礎科１年 

科目名 コラボレーション a 

単  位 （１） 

授業期間 通年 

 

担当教員(代表)：富樫敬子他担任 共同担当者：1-富樫・2-山本・3-森本・4-山根・5-縄田・ 

6-森・7-土井 

 
 
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。） 

・1年次では、産業とのかかわりを持つことにより、企業とその実務を知るきっかけをつくり、課外活動（コンテスト活動

など）への積極的参加を推進することを目標とする。 

・個々の能力に合わせて各自の専門性を追及する。 

 

 
コラボレーション a  通年・・・1単位 

 

内容と期間により単位修得とする。 

 

 

 

 
評価方法・対象・比重 

コラボレーションの企画内容と期間により単位修得とする。 

 
主要教材図書  
なし 

参考図書 なし 

その他資料 なし 
 

記載者署名欄   富樫 敬子 

 

 

 

２０１５年度 カリキュラム科目概要 文化服装学院教務部 


