
 
      

科ｺｰﾄﾞ    12202 

科目ｺｰﾄﾞ 004010 

科  名 アパレルデザイン科２年 

科目名 アパレルデザイン Ⅰ 

単  位 １７単位 

授業期間 前期・後期 
 

担当教員(代表)：阿川 周子 共同担当者：1組＝阿川 2組＝町 

 

教育目標・レベル設定など 

人体の構造や運動機能を視野に入れ、素材の特性を活かした作品を平面裁断、立体裁断のテクニックにより個々のデザイ

ンの発想力と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、 

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 

 

・アパレルデザイン   論 004010      ４単位 

・アパレルデザイン演習 デザイン 004110   ５単位 

・アパレルデザイン演習 ドレーピング 004210 ４単位 

・アパレルデザイン演習 実技 004310     ４単位 

 

1、ドレーピング       44コマ（前期）スカート、胸ぐせダーツ、ブラウス 

                      ドレーピングによるデザイン発想（実物製作・レポート） 

2、機能服からのデザイン発想 26コマ（前期）作図理論、デザイン、パターン、実物製作、レポート 

3、バザー作品        26コマ（前期・後期）文化祭バザー作品、グループ製作 

4、ジャケット        56コマ（前期・後期）ドレーピング、作図理論、デザイン、パターン、実物製作、 

レポート 

5、民族服           3コマ（後期）作図理論 

6、皮革作品         37コマ（後期）作図理論、デザイン、パターン、実物製作、レポート 

7、修了製作         57コマ（後期）作図理論、デザイン、パターン、実物製作、レポート 

 

 

評価方法・対象・比重 

・アパレルデザイン論・・・学業評価１００％（各期末試験の得点）   

・演習 デザイン・・・・・学業評価 ８０％（課題作品）  授業姿勢 ２０％ 

・演習 ドレーピング・・・学業評価 ８０％（各期末試験の得点、課題作品）  授業姿勢 ２０％ 

・演習 実技・・・・・・・学業評価 ８０％（課題作品・レポート）  授業姿勢 ２０％ 
 
主要教材図書  服飾造形講座 スカート・パンツ、ブラウス・ワンピース、ジャケット・ベスト、コート・ケープ 
               高級素材、特殊素材、立体裁断 基礎編 応用編 

参考図書    繊研新聞、WWD、情報誌、コレクション 

その他資料   参考作品、プリント 
 

記載者書名欄  阿川 周子 

 

 

２０１８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    12202 

科目ｺｰﾄﾞ 500820 

科  名 アパレルデザイン科 ２年 

科目名 ファッションデザイン画 Ⅱ 

単  位 ２単位 

授業期間 （前期） 
 
担当教員(代表)：橋本 定俊 共同担当者：  

 
 

【授業概要、到達目標・レベル設定】 

将来的に戦力となるデザインワークを身に付け、各自の個性とセンスの光る感性あるファッションデザイン画の表現を目

標とする。 

 
  
  

 Ⅰ ポーズバリエーション／ランジェリー・水着デザイン 

             ・汎用性のあるポーズの作成（手、足、顔の描き方） 

             ・仕上げ線の描き方研究（ドローイングペン、筆ペン、色鉛筆） 

             ・レース、透ける素材の描き方              〈４コマ〉                         

 

 Ⅱ 着装バリエーション／・着装プロセスの復習 

             ・コントラストを付けた水彩色テクニックの習得      〈４コマ〉 

 

 Ⅲ コンテスト画／＊YKKファスニングアワード・・・・副資材の描き方練習 

          ＊新人デザイナーファッション大賞               〈４コマ〉 

 

 Ⅳ アイデアスケッチ／ディテールの表現 

 フレアー・ギャザー・プリーツ・ドレープなどの応用デザイン 

  グレーマカーによる陰影彩色                〈２コマ〉 

 

 Ⅴ 布・紙からのデザイン／・布と紙を使い造形練習・・・・鉛筆デッサン 

               ・製作した造形物から服のデザインへ展開        〈４コマ〉 

 

 Ⅵ マーカー彩色テクニックの習得                        〈２コマ〉 

 

 Ⅶ パステル彩色テクニックの習得                        〈２コマ〉 

 

 Ⅷ 製品図／対象物を立体として的確に捉え、明瞭な線図にする 

             *ペン（太、中、細）の使い方を習得            〈２コマ〉 

 

 Ⅸマイコレクション／コンセプトの探究とテーマに基づいたデザイン画の表現方法 

           ・イメージをビジュアル表現 

           ・デザイン展開・・・デザイン画、製品図、テキスタイル    〈４コマ〉 

 

 ＊夏休み課題・・・装苑賞応募のためのポートフォリオ制作 

 
【評価方法】  

評価基準：学業評価７５％、授業姿勢２５％ 

 
 
主要教材図書   文化ファッション大系『ファッションデザイン画』 

参考図書  

その他資料  
 

記載者氏名  

 

 

２０１８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    12202 

科目ｺｰﾄﾞ 500820 

科  名 アパレルデザイン科 ２年 

科目名 ファッションデザイン画 Ⅱ 

単  位   ２単位 

授業期間 （ 後期 ） 
 
担当教員(代表)：橋本 定俊 共同担当者：  

 
 

【授業概要、到達目標・レベル設定】 

将来敵に戦力となるデザインワークを身に付け、各自の個性とセンスの光る感性あるファッションデザイン画の表現を目

標とする。 

  

  
【授業計画】 

 

 Ⅰ ポートフォリオ／コンセプトの探究とテーマに基づいたデザイン画の表現方法 

          ・イメージをビジュアル表現 

          ・デザイン展開・・・デザイン画、製品図、テキスタイル     〈４コマ〉 

 

 Ⅱ 色のイメージからの発想／色彩と感情、抽象的イメージを具体化するための表現方法 

                                         〈４コマ〉 

 

 Ⅲ ファブリックデザイン／マチエール研究、素材表現 

 素材を加工しオリジナルファブリックづくり 

上記の素材を使い２体着装デザイン           〈４コマ〉 

 

 Ⅳ コンテスト画／＊学内コンテスト                       〈２コマ〉 

 

 Ⅴ 修了制作／創作デザインと表現力の強化 

           *校内ファッション画展にむけての作品制作           〈８コマ〉 

 

 
【評価方法】  

評価基準：学業評価７５％、授業姿勢２５％ 

 
 
主要教材図書  文化ファッション大系『ファッションデザイン画』 

参考図書  

その他資料  
 

記載者氏名  

 

 

２０１８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    12202 

科目ｺｰﾄﾞ 500200 

科  名 アパレルデザイン科 ２年 

科目名 デッサン 

単  位 １単位 

授業期間 前期 

 

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 

ものを見る目を養う＝対象物を客観的に見つめ。基本構造（構成、動き、立体感、質感など）をとら

える。見たものをそのまま描ける力＝感覚神経と運動神経の連係プレーを鍛える。描く、という事に

よって自分のクリエーションに新たな視点を見つける。 
 
授業概要＝ 
 
 
基礎形体を描写することにより、遠近法、光と影の関係、反射光の存在など基本的な「描き方」を学ぶ。 
「視る」ことに重点を置く、右脳描写方の実習。 
ヌードクロッキ—にて人物描写の体験 
静物・石膏デッサンで物と物との「関係」の描き方、「空間」の描き方を学ぶ。 
さらに、上手い絵、未熟な絵、魅力的な絵について考察し、今後の作品制作につなげる。 

 

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 

 

２０１８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    12202 

科目ｺｰﾄﾞ 501900 

科 名 アパレルデザイン科 2年 

科目名 色彩論 

単  位 １単位 

授業期間 前期 
 

担当教員(代表)：天野豊久 共同担当者： 

 

教育目標・レベル設定など 

1年次『服飾デザイン論』で学習した色彩の知識を基礎とし、ファッションデザインに活用するための配色の技術、色彩

計画の考え方を学習する。 

 
 

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、 

 

１．概論  産業と色彩      〈講義 2コマ〉 

   産業における色彩の役割 

   流行色のしくみ 

２．ファッションカラーコーディネーション    〈講義および演習 6コマ〉 

  色相・トーンによる配色 

  ファッションカラーコーディネーション 

   トーン・オン・トーン／フォ・カマイユ 

   トーン・イン・トーン／コンプレックスハーモニー  

  基調色と配合色 

  ファッションイメージと配色 

３．イメージと色彩       〈講義および演習 3コマ〉 

  色彩の心理的効果／色の連想・象徴 

  色彩によるイメージの表現 

４．色彩計画 カラーデザイン①     〈講義および演習 4コマ〉 

   コンセプト、イメージ構築 

  カラーデザイン② 

   デザインからのカラーバリエーション展開 

 

評価方法・対象・比重 

Ｓ・Ａ～Ｃ・Ｆ評価 評価基準：学業評価７０％ 授業姿勢３０％ 

 
主要教材図書 
文化ファッション体系服飾関連専門講座９『服飾デザイン』（文化服装学院編／文化出版局） 

参考図書 特になし 

その他資料 Color Chart, ベーシックカラー１４０ 
 

記載者書名欄 天野豊久 

 

２０１８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    12202 

科目ｺｰﾄﾞ 500500 

科  名 アパレルデザイン科 ２年 

科目名 造形演習 

単  位 １単位 

授業期間 後期 

 

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クリエーションの力をつける。 
特に自分自身を見つめ、コンセプトをしっかり組み立てる力を養う。制作の姿勢が社会や世界に向いていること。 
発想力、（特にグラフィックにおける）表現力、、伝える力（プレゼンテーションスキル）の強化を目指します。 
 
 

 
授業概要＝ 
発送法、デザインの知識、プレゼンテーション方法などをそれぞれの課題の中で学んでゆく。 
 
 
 
・ 伝わるポートフォリオの作り方 
・ 伝わるデザイン 
・ 紙立体からのデザイン発想 
・ 粘土立体からのデザイン発想 
・ コラージュによるストーリーの展開 
・ ことばの演習  etc. 
 

 

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 

 

2018 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    12202 

科目ｺｰﾄﾞ 200210 

科  名 アパレルデザイン科 2年 

科目名 アパレル染色演習Ⅰ 

単  位     1単位 

授業期間 半期（前期） 
 
担当教員(代表)： 伊藤 望 共同担当者： 菅野 めぐみ 

 

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） 

染色に関する基礎的な知識と技法を、各実習を通して習得し、それをもとにアパレル制作に応用展開できる能力を養う。 

さらに、染色・加工の観点からテキスタイルについての理解を深めさせることを目標とする。 
  
 

1．ガイダンスおよび染色概論                    （1コマ）    （講義） 

・授業内容について 

・主な染料の種類と特徴 

・染料と繊維の染色適性 

・染料と繊維の結合と染着過程   

 

2．酸性染料による原毛染色                     （1コマ）    （実習）   

・酸性染料の特徴 

・羊毛の酸性染料による浸染法    

 

3．染色した羊毛を使用したフェルト制作                （2コマ）    （講義・実習）  

・羊毛の縮絨性 

・羊毛のフェルト制作方法  

 

4．直接染料および反応染料による絞り染め              （3コマ）    （講義・実習）  

・直接染料の特徴 

  ・反応染料の特徴 

・絞り染めによる防染の仕組み 

   ・絞り技法と染色法   

   

5．顔料樹脂染料による型紙捺染                   （3コマ）    （講義・実習） 

・型紙捺染の仕組みと捺染の種類と版式 

・顔料樹脂染料の特徴と染料との比較 

   ・型紙制作と印捺、仕上げ方法 

・特殊プリント加工 

 

  6．デニム生地の抜染                         (1コマ)     (講義・実習) 

   ・プリントによる抜染の仕組み 

   ・抜染プリントの特徴 

 

  7. マーブル染め                          （1コマ）    （講義・実習） 

   ・マーブリングインクによるマーブル染めの方法  

   ・台液に水を使用する方法と台液に糊を使用する方法  

 

8．乾式転写プリント                        （2コマ）    （講義・実習）  

・分散染料による乾式転写プリントの仕組み 

・手描き図案による転写方法 

 

 

 
評価方法・対象・比重 

    学業評価 70％、授業姿勢 30％ 

 
 
主要教材図書  文化ファッション大系 服飾関連専門講座③アパレル染色論 文化服装学院編 文化出版局                 

参考図書  

その他資料  
 

記載者氏名  伊藤 望 

 

２０１８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    12202 

科目ｺｰﾄﾞ 200320 

科  名 アパレルデザイン科 2年 

科目名 アパレル素材論Ⅱ 

単  位 ２単位 

授業期間 通年（26コマ） 
 
担当教員(代表)： 

山田とし子 

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） 

1年次の「アパレル素材論Ⅰ」で学んだ素材の知識を踏まえ充実させ、テキスタイルという観点から、素材の見方、選択

のポイントなどが得られ他教科に反映できるようにする。また、消費性能面からも判断し布地の選択や品質表示にもつな

がるよう知識と理解を深める。 

  

1.布地の種類と特徴（2コマ）  ＜講義＞ 

 ・構造的布地の種類、名称と特徴 

2.ニットと編地編成（6コマ）  ＜講義・演習＞ 

 ・ニット概説 

 ・緯編の組織、種類、名称、特徴  

 ・経編の組織、種類、名称、特徴  

3.レースの種類（1コマ）   ＜講義＞ 

4.テキスタイル効果（6コマ） ＜講義・演習＞ 

・色表現と柄と風合い 

・染料と顔料、先染と後染、浸染と捺染 

・繊維と染料の係わりと色表現 

・組織と色糸配置、密度の関係 

・世界の代表的な染織 

5.特殊素材の理解（2コマ） ＜講義・演習＞ 

 ・ストレッチ素材のバリエーション 

 ・重ね組織のバリエーション 

6.消費性能と品質（4コマ） ＜講義・実験＞ 

 ・寸法変化試験、外観・風合い変化、染色堅牢度実験 

7.テキスタイル産地（3コマ） ＜講義・演習＞ 

・日本の代表的な産地と布地 

8.施設見学（2コマ）   

 ・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 

学業評価80％ 授業姿勢20％ 

 
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 「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 

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 山田とし子 

 

 

 

２０１８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    12202 

科目ｺｰﾄﾞ 400320 

科  名 アパレルデザイン科２年 

科目名 服装解剖学Ⅱ 

単  位   1単位 

授業期間 半期（前期） 
 
担当教員(代表)：高見澤ふみ 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） 

１年次で学んだ服装解剖学の基礎を発展させ、筋の構造を解剖学的に理解させる。さらに動態計測（石膏計測）実習によ

り、衣服製作に必要な皮膚の運動量・変化を把握させ、計測結果を基に機能性大の衣服設計（デザイン）を行う。 

  

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 人体の運動と筋（筋の種類・分類） 17  

3 人体の運動計測（石膏計測法の説明） 18  

4 人体の運動計測（石膏計測実習） 19  

5    〃 20  

6 人体の運動計測（貼紙実習） 21  

7 人体の運動計測（和紙の展開実習） 22  

8 レポート説明・実習 23  

9 機能性大の衣服について① 24  

10 機能性大の衣服について②（機能袖について） 25  

11 人体の運動と筋（頸部・胸部の筋） 26  

12 人体の運動と筋（背部・腹部の筋） 27  

13 人体の運動計測（上肢の筋） 28  

14  29  

15  30  

 
評価方法・対象・比重 

S～C、F評価 

学業評価：レポート…50％、ノート・プリント…20％、平常点…10％  授業姿勢：出欠状況…20％ 

 
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 

 

 

２０１８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    12202 

科目ｺｰﾄﾞ 600210 

科  名 アパレルデザイン科２年 

科目名 ファッションビジネス論 Ⅰ 

単  位 １単位 

授業期間 後期 
 

担当教員(代表)：波多野 辰美 共同担当者： 

 

教育目標・レベル設定など 

ファッション業界に於いて業務推進に必要な知識を具体例を挙げながら、分かり易く説明をし業界人としての基本的な知

識の習得を目指す。 

 
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、 

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  ファッションビジネスの基礎知識 （講義）   コマ数＝５ 

 

 

      ・オリエンテーション       ・ファッションマーケットの現状と問題点 

 

      ・生産体制 

 

      ・マーケティング発想のデザインとは 

 

      ・ブランド構築の方法論 

 

      

 

テーマ  ファッションビジネス演習 （講義、グループ演習） コマ数＝８ 

 

既存のブランドをグループ毎に担当し、企業と同じ手順で企画を行う 

 

      ・ターゲット設定と分析 

 

      ・コンセプト設定 

 

      ・イメージマップ作成 

 

      ・スタイリングマップ作成 

 

      ・ＭＤマップ作成 

 

      ・プレゼンテーション 

 

 
評価方法・対象・比重 

出席  10%  課題  40%  授業内課題  30%  授業理解度  20% 

 
主要教材図書 

 

参考図書 

その他資料 
 

記載者書名欄 

 

２０１８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  12202 

科目ｺｰﾄﾞ 609510 

科  名 アパレルデザイン科２年 

科目名 アパレル商品企画Ⅰ 

単  位 １単位 

授業期間 後期 
 

担当教員(代表)：高山 彩香  

 

教育目標・レベル設定など 

・決められたターゲットやゾーンに合わせてデザインを行うことで、企業デザイナーとしてのスキルを学ぶことを目標とす

る。又、素材や価格設定、商品投入のタイミングなど、より具体的に落とし込むことで店頭でリアルに売れる服のデザイン

を習得する事を目指す。最終はポスターマークのスカートの制作をする。 
 

・特別講義（全員聴講し受講者確認）アイア株式会社様 

・特別講義（全員聴講） 佐谷 眞樹氏 

 

1,2   商品の流れについて 

3,4   デザイン検討 

     デザイン画・素材検討 

5,6   ピン組立・パターンチェック 

7,8   最終ピン組立・パターンチェック 

9,10   デザイン発表・プレゼン・講評（前半） 

11,12  デザイン発表､・プレゼン・講評（後半） 

13,14  まとめ・次年度へ向けての進行内容の確認 

 

評価方法・対象・比重 

・トワル、プレゼンによる評価   ８０％ 

・制作段階での授業の取り組み方、出席状況による評価  ２０％ 
 
主要教材図書  

参考図書     

その他資料    
 

記載者書名欄  高山 彩香 

 

 

 

 

２０１８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 12202 

科目ｺｰﾄﾞ 902000 

科  名 アパレルデザイン科２年 

科目名 西 洋 美 術 史 

単  位 １単位 

授業期間 後期 
 
担当教員(代表)：布施伊織 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） 

複雑な成立過程を孕むようになった近代の西洋美術作品を中心に解説。単純に美術作品を紹介するのではなく、

なぜそれらの傑作が生まれたのか、芸術家がどういう意図で作品制作を行ったのかを考察することで、クリエイ

ションの方法論を探り、デザイン発想の引き出しを増やすことにつなげる。 

  

コマ 内 容 コマ 内 容 

1 美術史的アプローチ方法の解説、建築史概観 16  

2 新古典主義、新たに成立した風景画、ロマン主義の哲学 17  

3 芸術のメッセージ性。クールベ、マネなどを通じて 18  

4 芸術のメッセージ性。ウィリアム・モリス、ゲーテ色彩論 19  

5 芸術の純粋性とは。印象派、ポスト印象派を通じて 20  

6 変容した絵画概念。ゲシュタルト心理学などを通じて 21  

7 装飾概念の解説、キュビズムとフォービズム 22  

8 表現主義。ムンク、ドイツ表現主義など。映画も活用。 23  

9 素材、表現スタイルなど芸術の多様化。デュシャンなど 24  

10 現代美術の展開。バウハウス、ポロックなど 25  

11 ポストモダン。ウォーホルやパンクなど 26  

12 美術解釈の位相を解説。解釈を想定した創作について 27  

13 ２１世紀の芸術。ビジネスか作家の個性か 28  

14 実習 29  

15  30  

 
評価方法・対象・比重 

毎回の簡易レポート 

最終回のデザイン発想実習 
 
主要教材図書                   

参考図書  

その他資料  
 

記載者氏名  
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科ｺｰﾄﾞ    12202 

科目ｺｰﾄﾞ 900110 

科名 アパレルデザイン 2 年 

科目名  英会話Ⅰ（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：  
           James Knight 

 

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） 

基本的な英文法を学んだ学生を対象に文法の復習・確認を主に口頭の運用を高めることを目標とする。ファッションを先

行している学生なので、ファッション関連の語彙を増すこと、ファッション関連の表現に接することにも重点を置いたプ

ログラムとしている。 

レベルは初級の中位から上位まで。 
  

コマ 内 容 コマ 内 容 

1  オリエンテーション / 自己紹介 1５ 
Unit 5 What’s hot and what’s not? （形容詞） 

2  Unit 1 What shall I wear? （Fashion items） 1６ 
Unit 5 / （比較級の文型） 

3  Unit 1 / （装いを文章で表現） 1７ 
Unit 5 / （最上級の文型）まとめ 

4  Unit 2 What color is it?  （色彩） 1８  Halloween （語彙・起源） 

5  Unit 2 /（柄） １９   Unit 6 What does he look like? （体型の表現） 

6  Unit 2 / 総合表現（アイテム、色、模様） 2０  Unit 6 / （身体部分の英語表現） 

7  Unit 3 What’s it made of? （素材） 2１ 
Unit 6 / （性格表現） 

8 
Unit 3 /（衣類のケアと素材の関係） 

2２ 
Unit 6 / （人物描写の総まとめ） 

9 
Unit 3 / まとめ 

2３  Christmas （文化的背景） 

10  Unit 4 Do they match? (Coordination) 2４  Happy New Year（年頭の誓い：予定、願望） 

11 
Unit 4 / （基本的な語彙・文型） 

2５  What I am making （各自の英語による作品説明） 

12 
Unit 4 /まとめ 

2６  What I am making （各自の英語による作品説明） 

13   Unit 4 Review   

14  My friend’s summer vacation report   

 
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：30％ ライティング：10％ プレゼンテーション：30％ 

 
 

主要教材図書   Fashionable English （南雲堂） 

参考図書       なし 

その他資料      なし 
 

記載者氏名      石井 真弓 
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科ｺｰﾄﾞ    12202 

科目ｺｰﾄﾞ 900810 

科  名 アパレルデザイン科 2年 

科目名 フランス語Ⅰ(選択) 

単  位 2単位 

授業期間 （通年） 

 
担当教員(代表)：ジル・ランドゥーチ 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。） 

フランス語を初めて学ぶ学生を対象としたクラス運営を目標とする。フランス語独特の音に慣れ、基本的な文法・動詞の活用

ができるようにする。またフランス語で簡単で日常的にかわす挨拶ができるように、また初歩のコミュニーケー ションをフ

ランス語でできることを目指す。 
 
  

 1.オリエンテーション 

2.コース説明、導入 

 3. être 動詞 

4.名詞 

5.復習 

6. avoir 詞 

7. aller 動詞 + 方向 

8. prendre 動詞 

9. faire 動詞 

10.過去形導入 

11.過去形 

12.復習 

13.フランス紹介 

14.目的（～するための）表現 

15. vouloir 動詞 

16. Je voudrais + er 動詞 

17.質問詞 

18.道案内 

19.切符を買う 

20.人物描写 

21. finir 動詞 

22. devoir 動詞 

23. sortir 動詞 

24.フランス紹介 

25.好みと表現 

26.まとめと発表 
 
【評価方法】  

評価方法・対象・比重 

出席状況、クラスの英語活動への参加状況、まとめのテストなどを総合して評価する。 
 
主要教材図書 EN SCENE I 「場面で学ぶフランス語 1」 Momoyo Takahashi & Nicolas Jégonday

 三修社  

参考図書  

その他資料  
 

記載者氏名 ジル・ランドゥーチ 

文化服装学院教務部 
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科ｺｰﾄﾞ    12202 

科目ｺｰﾄﾞ 504010 

アパレルデザイン科   2 年 

グラフィックワーク Ⅰ(選択) 

単  位 ２単位 

授業期間 （ 通年 ） 
 

担当教員(代表)：西村元良 共同担当者： 加藤正人 
 

 

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） 

ファッションデザインの表現ツールとして、パーソナルコンピュータ及び、グラフィックソフトを使う能力を身につける

と同時に、各自のデザイン能力の向上を目指す。 

 CGを使用したデザイン画の基本制作と CG活用術 

 ドロー系ソフト/Illustratorの基本操作と 

ペイント系ソフト/Photoshopでの基本操作 
  

コマ 内 容 コマ 内 容 

1 はじめに・PC基本操作 1 16 Illustratorの基本操作 4 基本操作の習得 4-３ 

2 Design画の制作 2 画像修正と着色の習得 2-1 17 Illustratorの基本操作 4 基本操作の習得 4-４ 

3 Design画の制作 2 画像修正と着色の習得 2-２ 18 Illustratorの基本操作 4 基本操作の習得 4-５ 

4 Design画の制作 2 画像修正と着色の習得 2-３ 19 Illustratorの基本操作 4 基本操作の習得 4-６ 

5 Design画の制作 2 画像修正と着色の習得 2-４ 20 Illustratorの基本操作 4 基本操作の習得 4-７ 

6 Design画の制作 2 画像修正と着色の習得 2-５ 21 衣服製品図の制作 5 基本操作の習得 ５-１ 

7 コラージュ画像の制作 3  CG手法の習得 3-1 22 衣服製品図の制作 5 基本操作の習得 ５-２ 

8 コラージュ画像の制作 3  CG手法の習得 3-２ 23 衣服製品図の制作 5 基本操作の習得 ５-３ 

9 コラージュ画像の制作 3  CG手法の習得 3-３ 24 衣服製品図の制作 5 基本操作の習得 ５-４ 

10 コラージュ画像の制作 3  CG手法の習得 3-４ 25 衣服製品図の制作 5 基本操作の習得 ５-５ 

11 コラージュ画像の制作 3  CG手法の習得 3-５ 26 衣服製品図の制作 5 基本操作の習得 ５-６ 

12 コラージュ画像の制作 3  CG手法の習得 3-６ 27  

13 コラージュ画像の制作 3  CG手法の習得 3-７ 28  

14 Illustratorの基本操作 4 基本操作の習得 4-１ 29  

15 Illustratorの基本操作 4 基本操作の習得 4-２ 30  

 
評価方法・対象・比重 

試験（40%）、課題制作物（40%）、出欠日数（20%）の比重で行う 

 
主要教材図書 グラフィック マスター ブック 

参考図書  

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）、ファイルホルダーＡ４サイズ 
 

記載者氏名 西村元良 
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科ｺｰﾄﾞ    12202 

科目ｺｰﾄﾞ 005010 

科  名 アパレルデザイン科２年 

科目名 創作研究(選択) 

単  位 ２単位 

授業期間 通年 
 

担当教員(代表)：阿川 周子 共同担当者：1組＝阿川 2組＝町 

 

教育目標・レベル設定など 

  コンテストを中心に積極的にデザイン画を描き、デザイン感覚と技術を養う。 

また、入選した場合は製作時間として作品製作に取り組む。 

  コラボレーションなどのイベントにも参加する。 
 

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 

 

（実習内容） 

     各コンテスト課題のデザイン画を描き、提出期限までに必ず提出する。 

     入選した場合、製作時間とする。 

     コラボレーションなどのイベントの時間が入る場合もある。 

 

（応募コンテスト） 

   ＹＫＫファスニングアワード 

     名古屋ファッションコンテスト  

 東京新人デザイナーファッション大賞  

 千年大賞 

ＴＬＦ革デザインコンテスト 

ＪＦＡファーデザインコンテスト 

     文化服装学院 学内コンテスト 

     装苑 など 

 

         ＊1年間のデザイン画ファイル提出 

 

評価方法・対象・比重 

学業評価 ８０％（課題作品ファイル、プレゼンテーション）  授業姿勢 ２０％ 
 
主要教材図書    なし 
 

参考図書      なし 

その他資料     コンテスト概要 
 

記載者書名欄   阿川 周子 
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科ｺｰﾄﾞ 12202   科   名 アパレルデザイン科 2学年  

科目ｺｰﾄﾞ 904520  科目名  キャリア開発Ⅱ 

単  位 １単位 

授業期間 後期 
 

担当教員(代表)： 杉本 直鴻 共同担当者： 

 

教育目標・レベル設定など 

・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＋実習を通して身につけさせる 
 

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、 

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、 

 

 

１．就職活動の進め方（…講義１コマ） 

企業の採用スケジュールとは、採用活動の後ろ倒しとその影響、就職活動の進め方 

２．言葉遣い（…講義＋実習１コマ） 

   正しい言葉遣い、敬語、ビジネス会話 

３．電話・Ｅメール（…講義＋実習＝１コマ） 

   電話のマナー、Ｅメールのマナー 

４．会社訪問・店舗見学 (…講義１コマ) 

  会社訪問・店舗見学、ＯＢ・ＯＧ訪問、各注意点 

５. 履歴書・エントリーシート(…講義＋書き方実習＝２コマ) 

  選考を通る履歴書・エントリーシートのポイント 

６. 面接（…講義＋実習＝２コマ） 

コミュニケーションスキル向上と試験対策 

 ７. グループディスカッション（…講義＋実習＝２コマ） 

コミュニケーションスキル向上と試験対策 

８．作品プレゼンテーション（…講義＋実習＝２コマ） 

   プレゼンテーションスキル向上と試験対策 

９．内定から入社まで（…講義＝１コマ） 

    内定の意味、誓約書、承諾書、内定式、入社前研修、労働法規の理解 

 

全１３コマ 

   

評価方法・対象・比重 

・出欠席、受講態度、実習（面接練習、グループディスカッション練習、プレゼンテーション練習）参画度 
  
主要教材図書 

「就職対策  第 7版」 

参考図書   

その他資料 
  

記載者署名欄   
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科ｺｰﾄﾞ    12202 

科目ｺｰﾄﾞ 930020 

科  名 アパレルデザイン科２年 

科目名 校 外 研 修 Ⅱ 

単  位 1単位 

授業期間 後期（集中） 
 

担当教員(代表)：阿川 周子 共同担当者：1組＝阿川 2組＝町 

 

教育目標・レベル設定など 

日本の伝統文化の中心である古都（京都、奈良）に赴き、仏教美術、仏像建造物、庭園などの美に触れ、 

またファッションショーや美術館の展示を鑑賞することによって感性、発想力を養い、美の本質を知り、教養を高める。 

 

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、 

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 
 
 
 
●古美術研修旅行……（１３） 
 
  飛鳥、奈良、平安、藤原、鎌倉、各時代の代表的な仏閣、仏像を巡り、併せて博物館 
 
  国宝館、美術館、記念館、庭園も含めて３泊４日の日程で研修する 
 
●予備講話、現地講習 
 
 
 
 
●その他 
 
  美術館・博物館見学 
 
 
 

 

評価方法・対象・比重 

履修認定（P評価） 参加・不参加・研修レポート及びデザイン発想による評価を基に、履修認定の是非を決定する 
 
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   阿川 周子 
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科ｺｰﾄﾞ    12202 

科目ｺｰﾄﾞ 980020 

科  名 アパレルデザイン科２年 

科目名   特別講義Ⅱ 

単  位 ２単位 

授業期間 通年 
 

担当教員(代表)：阿川 周子 共同担当者：1組＝阿川 2組＝町 

 

教育目標・レベル設定など 

アパレル産業の現状、先輩の実体験からのアドバイス、そして服飾造形にかかわる知識として、 

レギュラー授業に加えたい内容の講義。 

 

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、舞台衣裳について・・・渡邊 礼子 
 
 
2、コレクション情報・・・未定  
  最新のトレンドについて 
 
 
3、デザイナーの実務と必要条件・・・大澤まゆ美 
                                   森川 拓野 
                  
4、表現の方法について・・・ＫＯＪＩ 
5、古美術研修予備講話・・・村松 哲文 
  古美術について 
 
 
6、航空自衛隊装備品の機能について・・・尾崎 博和 
   
 
7、デザイナーの実務・・・宇津木えり 
  クリエーション活動 
 
8、民族服について・・・未定 
 
9、機能服について・・・佐古 かがり 
 
10、帽子の基礎知識・・・窪田 恵美子 5コマ 
 
11、生産管理概論・・・ 佐藤 明彦 5コマ 
 
12、子供服について・・・瀧川 歩 、株式会社ワールド 各 1コマ 
 
13、皮革について・・・藤田 晃成 2コマ 

 

評価方法・対象・比重 

履修認定（P評価） 感想文・出欠状況を基に、履修認定の是非を決定する 
 
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   阿川 周子 
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科ｺｰﾄﾞ    12202 

科目ｺｰﾄﾞ 940105、 

940106 

科  名 アパレルデザイン科２年 

科目名 企 業・学 内 研 修 ab（選択） 

単  位 １・１単位 

授業期間 後期 

 

担当教員(代表)：阿川 周子 共同担当者：1組＝阿川 2組＝町 

 

教育目標・レベル設定など 

アパレル業界の現場・現状を把握させるために、アパレル企業で実際に研修を受けることで、 

学校教育で体験できない実学を学ぶ。 

就職希望者の企業研修期間中に平行して、企業研修に参加しない学生は学内研修を受講 
 
 
 
企業研修内容 
 
企業の業務概要と、研修部門での業務について指導を受け、補助的な仕事に従事する。 
終了後、研修報告をプレゼンテーションにて発表する。 
 
 
学内研修内容 

1、ピンワーク 

2、コミュニケーションと文化Ⅰ 

3、コミュニケーションと文化Ⅱ 

4、ＯＥＭ 

5、グラフィックワークⅠ  

6、グラフィックワークⅡ 

7、ポートフォリオ作成 

8、リクルートカラー 自分色 

  商品企画カラー戦略 

9、生産管理概論 

10、デザイン画 ハンガーイラスト 

11、自由実習（民族服、グループ制作）10コマ 

12、3.4限準備・発表 2コマ 

                                               

             計＝36コマ 

 

 

 

※企業研修・学内研修のどちらかを選択する 

 

評価方法・対象・比重 

履修認定（P評価） 出欠、及び研修先からの報告書、各自の感想とプレゼンテーションを基に、履修認定の是非を 

決定する 
 
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   阿川 周子 
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科ｺｰﾄﾞ    12202 

科目ｺｰﾄﾞ 947200 

科  名   アパレルデザイン科２年 

科目名  コラボレーションｂ（自由選択） 

単  位 １単位 

授業期間 通年 
 

担当教員(代表)： 阿川 周子 共同担当者： 町 あゆ子 
 

教育目標・レベル設定など 

ファッションの動向、現状、情報、様々なデザイン、もの作りの考え方、クリエーションの一環として、コンテストや

コラボレーションに参加、及び制作をする。 

 
 

◎年間通して行われる、コンテストやコラボレーション、コンソーシアム事業などの課外

活動に参加をし、デザイン感覚と技術を養う。 

 

年間を通して、個人課外活動としてのコンテスト応募でノミネートされた場合や、コラ

ボレーションに参加が決まった際は、制作時間として作品制作に取り組む。 

 

コンテスト例 

・YKK ファスニングアワード ・東京新人デザイナーファッション大賞 ・学内コンテスト 

・神戸ファッションコンテスト ・千年大賞 ・ファーデザインコンテスト ・ソアロン など 

 

コラボレーション例 

・ピギーズスペシャル ・ボクサーパンツコラボレーション ・企業コラボレーション 

・フォルムプレゼンテーション ・コンソーシアム文部科学省委託事業 ・衣装制作 

  

評価方法・対象・比重  

履修認定（P評価） 作品提出、プレゼンテーション、展示、出欠席、感想文などを基に、履修認定の是非を決定する 

  
 
主要教材図書  
 

参考図書  

その他資料 コレクション作品と参考資料作品、プリント資料、コンテスト・コラボ情報、映像資料、過去作品など 
 

記載者書名欄   阿川 周子 
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科ｺｰﾄﾞ    12203 

科目ｺｰﾄﾞ (下記入) 

科  名 アパレルデザイン科３年 

科目名 アパレルデザイン論Ⅱ・演習Ⅱ 

単  位     ２０単位 

授業期間 前期・後期 
 

担当教員(代表)：大村 京子 共同担当者：安井 涼子 

 

教育目標・レベル設定など 

ファッションの多様化、個性化に対応しつつ、アパレル業界での企画及びデザイナーとして活動し

ていく人材を育成する。課題のトータルな学習に伴い、個性を生かした感性の高いバランス感覚を

養いながら、上級としての応用理論の実践と研究を展開する。 
 
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 

 

 

アパレルデザイン論 （004020）       前期２単位  後期２単位 

アパレルデザイン演習デザイン （004120）  前期３単位  後期３単位 

アパレルデザイン演習実技 （004320）    前期２単位  後期３単位 

アパレルデザイン演習ドレーピング （004220）前期２単位  後期３単位 

 

 

 

１．水着・インナーウェア   ４０コマ（前期） デザイン・パターン・実物製作・レポート 

２．カジュアルスーツ       ６３コマ（前期） デザイン・パターン・実物製作・レポート 

  （奈良コラボレーション作品） 

３．バザー作品        ４９コマ（前期・後期）文化祭バザー作品、グループ製作 

４．ニューフォーマル     ４０コマ（前期・後期） 

デザイン・パターン・実物製作・レポート 

５．エルゴノミックワンピース １４コマ（後期） ウール素材、チェック柄、半身立体、 

くせとり、実物半身縫製 

６. ウィンターコート     ６１コマ（後期） デザイン・パターン・実物製作・レポート 

７．自由研究         ２１コマ（後期） デザイン・プレゼン・レポート 

  

  （使用ボディ・・・文化ボディ、工業用ボディ（股付き）） 

 
評価方法・対象・比重 

アパレルデザイン論 ・・・・・・・・・学業評価 100％(筆記試験)       

アパレルデザイン演習デザイン ・・・・学業評価  80％  授業姿勢  20％ 

アパレルデザイン演習実技 ・・・・・・学業評価  80％  授業姿勢  20％ 

アパレルデザイン演習ドレーピング ・・学業評価  80％  授業姿勢  20％ 
 
主要教材図書 

服飾造形講座④、⑤、⑥、⑦、アパレル生産講座④ 

参考図書 

その他資料 

・アパレルデザイン科でまとめたオリジナルのレジュメ・サブテキスト・参考作品 
 

記載者書名欄 大村 京子 
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科ｺｰﾄﾞ    12203 

科目ｺｰﾄﾞ 102200 

科   名  アパレルデザイン科 ３年 

科目名   工業ニット演習 

単  位 １単位 

授業期間 後 期 
 

担当教員(代表)：田才 由美子 共同担当者：前田 亜希子 

 

教育目標・レベル設定など 

・ニットの基礎知識を習得し, 指示書作成のための商品知識を理解する 

・ニットの服作りのための基礎技術及び縫製方法を理解する（横物及び丸物）  

 

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、 

時数 

[ニットの基礎知識]                                    ④ 

 講義 ・ニットアパレルの総合知識（基本用語、商品知識、各種編糸、編地配布）                 

    ・ニットの服作りの企画、生産工程に至る流れと基礎技術の解説             

 

[ニットの各テクニックの習得と編サンプル作り]                       ④  

 講義 ・テクニックにおける基本的な知識   

 実習 １、棒針編み…緯編みの基本組織と編み方の理解                 

    ２、工業編機…工業用手横機（７G）を用い、基本編地編み立て 

    ３、工業編機…コンピュータニット（７G、１２G）を用いジャカード編地編み立て 

 

[カットソー]（前期に縫製指導と共に終了する）                                        

実習 １、Ｔシャツ製作…ニット用特殊ミシン（工業用ミシン）を使用し、伸縮に対応した   

             縫製方法を習得する 

    ２、特殊ミシン縫製サンプル作成          

 

[ニット商品]                                       ② 

 講義 ・横物商品と丸物商品の種類と製造工程の違いによる区分                       

    ・ニットの縫製について 横物と丸物の違い             

 

[横編ニット製品の指示書製作]                                 

 講義 ・ニットの商品知識をもとに指示書の作成法を指導                  ④ 

 実習 １、横編ニットの製品分析                                
 

評価方法・対象・比重 

提出物 ニットファイル…８０％ 

授業姿勢・出欠席…２０％ 
 
主要教材図書 

オリジナルプリント （ニットアパレルの基礎知識、商品知識、及び実習指導用） 

参考図書   文化出版「文化ファッション講座 アパレルの素材と製品」「文化服装講座 編み物編」 

その他資料   
 

記載者書名欄  田才 由美子 
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科ｺｰﾄﾞ  12203 

科目ｺｰﾄﾞ 500830 

科  名 アパレルデザイン科３年 

科目名 ファッションデザイン画Ⅲ 

単  位 ２単位 

授業期間 （通年） 

 

担当教員(代表)： 岡本 あづさ 共同担当者：  

 

【授業概要、到達目標・レベル設定】 

各自のデザインテーマに向けて独自の発想（イメージ）をより具体的に表現出来る実力を身に付ける 

改めて各画材の特徴、可能性をデモンストレーションを取り入れて知る事で、デザインの表現テクニックを強

化する。プレゼンテーションの方法、伝える手段としてのアプローチの方法を常に考えながら表現して行くこ

とを目標とする 
 

【授業計画 

1.オリエンテーション 

Ⅱ. 画材研究         ・各種画材表現の特長、可能性、違いを知る事で幅ひろい表現のバリエーション 

                技法を知る（コンテストへ繋げる） 

Ⅲ. 紙からのデザイン展開   ・A4紙を使用し創り出した「立体や形」からイメージを膨らませテキスタイルや 

                フォルムへと展開しデザインへと繋げて行く 

Ⅳ. テーマからのデザイン展開 ・各自のテーマから様々なアイデアを出しオリジナルのテキスタイルを提案 

  （オリジナルテキスタイル）  実物素材を製作し、その素材をメイン素材にデザイン展開 

                （コンテストへ繋げる） 

Ⅴ. テーマからのデザイン展開  ・メイン・テーマとなるデザイン展開 

          <夏季課題・マイコレクション＞ 

Ⅵ. テーマからのデザイン展開  ・ひとつのアイテムに注目し、自由な発想からディテールにも注目した 

   （アイテムデザイン）     新しいアイテムの可能性を考える 

Ⅶ.テーマからのデザイン展開  ・各寺のテーマと注目するアーティストや企業などと提案したい 

   （コラボレーション）     コラボレーション企画を考え想定し提案する 

Ⅷ.音楽からのデザイン展開   ・音楽から受けるインスピレーションをデザインに落とし込む 

Ⅸ.校内ファッション画展    ・オリジナルのデザインアイデアを習得した技術を使用し構成を工夫し 

                 表現まとめていく 

       （可能なタイミングでコンテストを課題の間に取り入れチャレンジして行く） 

 
 

【評価方法】  

  評価基準：学業評価８０％ 、授業姿勢２０％ 

 

主要教材図書                   

参考図書 各分野での展示カタログやアーティストの作品集、ファッション誌、雑誌等。 

その他資料 卒業生の参考作品など 
 

記載者氏名 岡本 あづさ 
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科ｺｰﾄﾞ    12203 

科目ｺｰﾄﾞ 600900 

科  名 アパレルデザイン科３年 

科目名 ファッションマーケティング 

単  位 1単位 

授業期間 前期 
 

担当教員(代表)：波多野 辰美 共同担当者： 

 

教育目標・レベル設定など 

アパレル業界に於けるマーケティング業務の実務を講義と演習により指導し、ファッションマーケティングの 

基礎知識を習得させる。 

 
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 

 

 

テーマ  ファッションマーケティングの概要 （講義）   コマ数＝５ 

 

      アパレルのマーケティングに必要な理論と方法を解説する 

 

      ・マーケティング業務オリエンテーション 

 

      ・ブランドとは、その定義           

 

      ・ＶＭＤの必要性とＳＫＵ算出法の解説と実践     ・カセット企画とは 

 

      ・ＭＤマップの意味と作成方法 

 

 

 

テーマ  ファッションマーケティングの実践 （講義、グループ演習） コマ数＝８ 

 

マーケットで「売るため」のブランド立上げのシミュレーション 

 

      各グループでオリジナルブランドの立上げを企業と同様の手順で行う 

 

      ・ターゲット設定と分析 

 

      ・販路設定 

 

      ・コンセプト設定 

 

      ・イメージマップ作成 

 

      ・スタイリングマップ作成 

 

      ・ＭＤマップ作成 

 

      ・プレゼンテーション 

 
評価方法・対象・比重 

出席  10%  課題  40%  授業内課題  30%  授業理解度  20% 
 
主要教材図書 

レジュメ使用 

参考図書 

その他資料 
 

記載者書名欄 
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科ｺｰﾄﾞ  12203 

科目ｺｰﾄﾞ 609520 

科  名 アパレルデザイン科３年 

科目名 アパレル商品企画Ⅱ(自由選択) 

単  位 １単位 

授業期間 前期 
 

担当教員(代表)：高山 彩香  

 

教育目標・レベル設定など 

・決められたターゲットやゾーンに合わせてデザインを行うことで、企業デザイナーとしてのスキルを学ぶことを目標とす

る。又、素材や価格設定、商品投入のタイミングなど、より具体的に落とし込むことで店頭でリアルに売れる服のデザイン

を習得する事を目指す。ポスターを製作し、最終プレゼンを行う。 
 

 

１､２   ポスターマークプレゼン、コーディネート、アイテム提案 

３､４   上記内容、カウンセリング（アイアポスター借用） 

５､６   物撮り、ルック撮影指導 

      モデルイメージ、ロケハン等、撮影時の説明 

コーディネート、アイテム展開作品制作スタート 

撮影実習、撮影場所決定、モデル手配、スタジオ申請など 

７､８   完成ポスターチェック 

９､１０  就活に向けてまとめ及び、修正 

１１､１２ 就活展示会、展示内容対策（展示のＶＭＤ） 

１３､１４ 展示に対してのプレゼン内容対策 

 

 

 

評価方法・対象・比重 

・授業評価 ８０％（ポスタープレゼン）  授業姿勢 出欠 ２０％ 

 
 
主要教材図書   
 

参考図書     

その他資料    
 

記載者書名欄  高山 彩香 
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科ｺｰﾄﾞ    12203 

科目ｺｰﾄﾞ 504000 

科  名 アパレルデザイン科３年 

科目名 グラフィックワーク 

単  位 2単位 

授業期間 通年（ 27 ） 
 
担当教員(代表)：佐谷 眞樹 共同担当者：李  

 
 

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） 

アドビ・イラストレーターを使っての精密なハンガーイラストの作成及びデザインデータの展開、先染柄やプリント柄の 

図案作成などを学び、ビジュアル・プレゼンテーション (企画書)製作を習得する。また、デザイン画を C.Gで描く事、 

バッグやベルト等の小物アイテムを描く事を学び、デザイン・企画の展開スピードのアップと「見る人にとってわかり 

やすい見せ方」を習得する 
  

コマ 内 容 コマ 内 容 

1 Tシャツイラストの簡単な作成でパスを理解 16 人体のベースを描く=顔、身体、手足をトレース 

2 シャツを描く=身頃、衿、袖の作成 17 人体のベースを描く=顔、身体、手足をトレース 

3 シャツを描く=ステッチ・ポケットの作成 18 スタイル画を描く=人体ベースに服を加えて描く 

4 シャツを描く=肩ヨークや切り替えパーツ作成 19 スタイル画を描く=デザインを展開したイラスト 

5 ディテールの作成=フリル・ペプラムの表現 20 スタイル画を描く=アイテムを展開したイラスト 

6 ディテールの作成=ブラシでの表現 (チェーンベルトなど) 21 スタイル画を描く=色や柄を展開したイラスト 

7 ジャケット&ボトムを描く(フロント&バックスタイル) 22 デザイン企画書の制作 

8 ジャケット&ボトムを描く(フロント&バックスタイル) 23 デザイン企画書の制作 

9 柄の作成=ストライプ・チェックを作る 24 デザイン企画書の制作 

10 柄の作成=プリント柄&モノグラムを作る 25 デザイン企画書の制作 

11 ハンガーイラストでの商品展開(レジュメ)の作成 26 デザイン企画書の制作 

12 ハンガーイラストでの商品展開(レジュメ)の作成 27 デザイン企画書の制作 

13 ハンガーイラストでの商品展開(レジュメ)の作成 28  

14 ベルト、バックルを描く=金属の表現、レースアップ表現 29  

15 人体のベースを描く=顔、身体、手足をトレース 30  

 
評価方法・対象・比重 

         課題制作物＜スキル及びデザイン・イメージの表現力＞・出席率  

 
 
主要教材図書                   

参考図書 なし 

その他資料 製作手順のデータを配布 
 

記載者氏名 佐谷眞樹 
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科ｺｰﾄﾞ    12203 

科目ｺｰﾄﾞ 200100 

科  名 アパレルデザイン科 3年 

科目名 プリントデザイン 

単  位     1単位 

授業期間 半期（後期） 
 
担当教員(代表)： 伊藤 望 共同担当者： 菅野 めぐみ 

 

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） 

ハンドスクリーンプリントの実習を通して、プリント生地の一連の工程を把握し、合せてその他の捺染機器の仕組みや特

徴を理解する。それにより染色加工業の実務を理解し、アパレルデザイナーとしての対応力を強化する。（グループ実習） 

  
 

 

1．ガイダンスおよび図案構成                    （2コマ）    （講義・実習） 

・授業内容について 

・図案構成 

・図案の送りのつけ方 

・フラットスクリーンの型口 

・重色の仕組み 

・重色の効果と欠点   

 

2．簡易スクリーン版製版                      （1コマ）    （実習）   

・スクリーンプリントの仕組み 

・スクリーン製版方法と印捺方法 

   

3．反応染料の色出し                         （1コマ）    （講義・実習）  

・反応染料の特徴 

・捺染による試し染めの方法 

・印捺後の仕上げ方法  

 

4．反応染料による直接捺染                     （2コマ）    （講義・実習）  

 ・直接捺染の仕組み 

・直接捺染の効果と欠点 

      

5．酸性染料による着色抜染プリント                 （2コマ）    （講義・実習） 

・プリントによる抜染の仕組み 

・抜染プリントの特徴 

   ・直接捺染と抜染プリントとの比較 

    

6．オパール加工                          （2コマ）    （講義・実習）  

・オパール加工の仕組みと適性繊維 

   ・オパール糊の印捺方法とベーキング方法      

 

  7. 実習のまとめとテスト対策                    （2コマ）    （講義） 

   ・各種プリント機器の特徴  

   ・プリント柄と捺染機器の適合性 

   ・講義内容と実習内容の復習  

 

  8．授業内テストおよび解答                     （2コマ）      

 
 
評価方法・対象・比重 

 

学業評価 70％、授業姿勢 30％ 

 
 
主要教材図書  文化ファッション大系 服飾関連専門講座③アパレル染色論 文化服装学院編 文化出版局                 

参考図書  

その他資料  
 

記載者氏名  伊藤 望 
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科ｺｰﾄﾞ 12203 

科目ｺｰﾄﾞ 3010900 

科  名 アパレルデザイン科３年 

科目名 アクセサリー 

単  位 １単位 

授業期間 前期 
 

担当教員(代表)：中川 清美 共同担当者： 

 

教育目標・レベル設定など 

アクセサリーは服を引き立たせるための小道具である。新しい素材を取り込み服とのコーディネートを意識したオリジナリ

ティの高いアートアクセサリー制作、そして服作りのヒントにと意識している。 

 
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．アートアクセサリー鑑賞レクチャー 

  参考作品の素材説明とアイディア提案 

  樹脂の扱い方 アメリカンフラワーの扱い方説明 

 

２．アートアクセサリー制作実習 

  アクリル絵の具、助剤について 塗料を使って金属の腐食した感じを出す方法の説明・中川作品鑑賞 

 

３．アートアクセサリー制作実習 

  アンティークボタン ブレードの鑑賞を通して１９世紀モードについて 

 

４．アートアクセサリー製作実習 

  アールヌーボ・デコのジャンクアクセサリー鑑賞を通して ２０世紀モードについて 

 

５．アートアクセサリー製作実習 仕上げ 

  シルバー粘土、リング制作実習 

 

６．シルバー粘土について、特性・扱い方の説明 

  制作実習 

 

７．シルバー粘土リング制作実習 

  作品について仕上げ・説明 

 
評価方法・対象・比重 

作品提出 70％・授業態度 20％・出席 10％ 

 
主要教材図書 
 

参考図書 

その他資料 
 

記載者書名欄 
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科ｺｰﾄﾞ    12203 

科目ｺｰﾄﾞ 902800 

科  名   アパレルデザイン科 3年 

科目名  美学 

単  位 １単位 

授業期間 後期 
 

担当教員(代表)： 小林 大輔 Die-co★(ダイコ★) 共同担当者：  

 

教育目標・レベル設定など 

西洋美術の歴史を学びながら、実際のデザイナー達がどのようにアートにインスパイヤされてコレクションをクリエイト

しているかを、実例をあげながら学んで行きます。 

 

 
 

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、 

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 

 

毎回の授業で PCを使用して解り易い解説をし、その時代の気分を強く表現したアーティストのプロモーションビデオや

映画等の紹介も含め、美術に対する関心をより深め、西洋美術の流れを学ぶ授業を目指します。 

１、 オリエンテーション 

２、 古代文明の誕生 

３、 エジプトからギリシャ 

４、 古代ローマ 

５、 中世美術 

６、 ルネサンス 

７、 バロック 

８、 ロココ 

９、 新古典主義 

１０、 印象派 

１１、 世紀末の美術 

１２、 アール・ヌーボー 

１３、 20世紀初頭の美術 

１４、 アール・デコ、現代美術 

 

評価方法・対象・比重 

 出・欠席、作品、全コマ数終了時に各、数分間の時間でプレゼンテーションを行い評価。 

 
主要教材図書 

  

参考図書 

その他資料 

ファッション情報誌、映像資料、スライド 
 

記載者書名欄   小林 大輔 Die-co★(ダイコ★) 
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科ｺｰﾄﾞ    12203 

科目ｺｰﾄﾞ 903200 

科  名   アパレルデザイン科 3年 

科目名  プレゼンテーション論・演習 

単  位 １単位 

授業期間 前期 
 

担当教員(代表)： 小林 大輔 Die-co★(ダイコ★) 共同担当者：  

 

教育目標・レベル設定など 

これからのデザイナーにもっとも必要で、且つ日本でファッションを学ぶ学生達が一番欠けているコミュニケーション

能力を高める事を目指す授業です。 

 
 

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、 

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 

 

最終授業時にそれぞれ決められた数分の時間でプレゼンテーションを行い、その実為の準備に、プレゼンテーションに

合わせた新作の作品制作や作品の撮影、プレゼンテーションの為のコンセプトリサーチや資料制作等の実習と、 

各学生の掘り下げたいプレゼンテーションのネタや実習事項を聞き出し、カウンセリングを含めながら授業を進めて行

きます。 

作品撮りやプレゼンテーションの構成、発表のテクニックのアドバイス。 

 

 

評価方法・対象・比重 

 出・欠席、作品、全コマ数終了時に各、数分間の時間でプレゼンテーションを行い評価。 

 
主要教材図書 

  

参考図書 

その他資料 

映像資料、スライド 
 

記載者書名欄   小林 大輔 Die-co★(ダイコ★) 
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科ｺｰﾄﾞ    12203 

科目ｺｰﾄﾞ 900120 

科  名 アパレルデザイン３年 

科目名 英会話 Ⅱ(選択) 

単  位 2単位 

授業期間 通年 
 

担当教員(代表)： 薩田 須美子 共同担当者： 原田 千尋 

 

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。） 

   英会話 I を履修した学生対象のコースで、英語をツールにしたコミュニケーションをとれるようにさらに英語の運 

用力を高めることを目標とする。グループ、ペア・ワークを中心に会話の模擬体験を通してコミュニケーションには何が必

要かを体感できることを目指す。文法中心ではなく、体験的なクラス運営を試みる。 

 

1 
Introduction  

オリエンテーション 

2 
Unit 7 

好きな場所、心地よい場所、自分の部

屋を説明する。 

3 

4 

5 UNIT 8  

お店、カフェなどの描写 6 

7 UNIT 9                                 

指示をする表現 8 

9 UNIT10                               

日常の生活 10 

11 
UNIT 11  

海外旅行 

12 まとめ 

13 夏休みのレポート 

14 UNIT 14  

15 道案内 

16 
UNIT 17  

ショッピング 

17 UNIT 19   

自己 PR 18 

19 Halloween 

20 Thanksgiving 

21 

UNIT 20    

ファッションショウ 
22 

23 

24 Christmas 

25 年頭の誓い 

26 オーラルプレゼンテーション準備 

27 オーラルプレゼンテーション 

 

評価方法・対象・比重 

   出席状況（30％）、小テスト（50％）、ライティング（10%）、努力点（10％）を総合して評価する。 
  

主要教材図書・参考図書・その他資料等 

      ”Fashionable English”  Nan’un-do 

  

記載者署名欄   薩田 須美子 
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科ｺｰﾄﾞ    12203 

科目ｺｰﾄﾞ 900820 

科  名アパレル技術科 3年／アパレルデザイン３年 

科目名  フランス語 II（選択） 

単  位   2単位 

授業期間 （ 通年 ） 
 
担当教員(代表)：  

グリヨ・カミーユ 

共同担当者：  
            

 

1 
Introduction ＆ 

self-introduction 
イントロダクションと復習   

2 French language generalities 
フランス語の性格など全体的に言語を見直し

復習をする。 

3 Verb être 復習： être 動詞 

4  Verb avoir: il y a…… 復習：avoir 動詞 

5  Verb avoir 復習：avoir 動詞 

6 Numbers 数の表現 

7 Ordinal Numbers 序数の表現 

8 Verbs faire faire 動詞の活用 

9 Verb faire faire を使っての表現 

10 〜er Main Verbs 主要な動詞活用 

11 〜er Verbs 好き／嫌いの表現 

12 Aller + main verbs 未来の表現 

13 Report 1 
What are you going to do for the summer 

vacation? 

14 Verb venir + verbs 近接過去 

15 

３rd group verbs 動詞の活用 
16 

17 Modal Verbs 助動詞 

18 
Auxiliary avoir ＋ past 

participles 
avoir + 過去分詞 

19 
Auxiliary être ＋ past 

participles 
être ＋過去分詞 

20 Review 復習：時制 

21 Evaluation and Review 時制の使い分け 

22 
Correction and further 

explanation 
時制 

23 Negative Forms 否定形 

24 Movie フランス語の映画を見る。 
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25 Report ２ What did you do during the winter vacation? 

26 
Comparisons and 

superlatives 
比較と最上級 

27 Review 復習とまとめ 
   
評価方法・対象・比重 

   平常点（出席、クラス参加）、授業中の小テスト40％、レポート60％ の結果を総合的に評価する。 

 
 

主要教材図書  「場面で学ぶフランス語 I」 "En Scene  I"    三修社                 

参考図書       なし 

その他資料      なし 
 

記載者氏名      薩田 須美子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

科ｺｰﾄﾞ  12203 

科目ｺｰﾄﾞ 504020 

科  名 アパレルデザイン科 3年 

科目名 グラフィックワークⅡ（選択） 

単  位 2単位 

授業期間 通年 
 
担当教員(代表)：加藤正人/佐谷眞樹 共同担当者：  

 
 

【授業概要、到達目標・レベル設定】 

ファッション産業におけるグラフィックの役割と有効性を理解し、ファッション表現のツールとしてパーソナルコンピュ

ータ及び、グラフィックソフトを使う能力を身に着けると同時に、各自のデザイン能力及びプレゼンテーション能力の習

得、向上を目標とする。衣服製品図/デジタルファッション画の展開力、応用力、細部表現等、実務能力習得を目指す。

ブランドロゴ及びブランディングツール製作を通してグラフィックによるファッションブランディングの意識を養う。 
  

【授業計画】 

授業概要 

(1)デジタルファッション画の制作(2コマ) 

     ・Photoshopによるファッションデザイン画、スタイル画の製作 

     ・デザインの展開 

 

(2)衣服製品図の制作/応用(2コマ) 

   ・Illustratorによる衣服製品図の製作 

     ・デザイン展開 

     ・デザイン画のまとめ方/レイアウト 

 

(3)服飾図案の製作(10コマ) 

     ・グラフィックパターン、連続柄の制作(Photoshop,Illustrator) 

     ・柄の送り、リピートの製作 

     ・デジタルファッション画、衣服製品図の制作と柄の落とし込み 

     ・レイアウト、デザイン解説とまとめ 

 

(4)ブランドロゴの製作(8コマ) 

   ・CI(コーポレートアイデンティティー)について 

     ・ブランドロゴの機能と役割 

     ・シンボル、図形、マークのデザイン製作 

     ・文字、タイプのデザイン製作 

     ・モノグラムのデザイン 

 

(5)ブランディングツールのデザイン(8コマ) 

   ・各ブランディングツールの機能と役割 

     ・商品下げ札(プロダクトカード)のデザイン 

     ・織りネーム(ブランドタグ)のデザイン 

     ・ショッパーのデザイン 

     ・自由製作 

 

使用ソフト 

     ・Mac OS 

     ・Adobe Photoshop 

     ・Adobe Illustrator 

 
【評価方法】 ・提出課題-80%     ・出席率、授業態度-20% 

 

主要教材図書  なし 

参考図書    なし 

その他資料   課題別各種プリント、作例 
 

記載者氏名   加藤正人 
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科ｺｰﾄﾞ    12203 

科目ｺｰﾄﾞ 005020 

科   名 アパレルデザイン科 3年 

科目名  創作研究Ⅱ(選択) 

単  位    ２単位 

授業期間    通年 
 

担当教員(代表)： 大村 京子 共同担当者：安井 涼子  

 

教育目標・レベル設定など 

各自の作品制作のための創作研究、卒業制作作品に向けての研究活動、過去作品のポートフォリオ製作時間として

取り組む。 

また、コンテスト活動やコラボレーション・イベントの課外活動なども参加し、デザイン感覚と技術を養う。 

コンテストへ入選した場合は制作時間として作品制作に取り組む。 

各自に上記内容を参考に年間スケジュールを自由に立てさせ、課題として年度末に 1年間研究した内容をまとめたも

のをレポートにして提出をし、評価の値とする。年間研究のレポート内容をプレゼンテーションさせ、あわせて評価対象

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．モードコピー（テーマは自由） 

     モードコピー及び各自のデザイン発想によるドレーピング実習 

 

２．コンテスト作品 

   年間を通して、個人課外活動としてのコンテスト応募でノミネートされた場合の、 

   作品制作活動（状況に応じて、学校での活動可） 

   ＊自由作品製作、コンテスト振替作品 

 

３．課題作品 

   製作課題のバリエーション展開を通して、作品を発展させる。 

４．就職活動に向けて作品制作 

 

評価方法・対象・比重… 学業評価  80％  授業姿勢  20％ 

レポート提出。コンテスト作品の場合は指定課題に振り替える場合もある。 

 
主要教材図書 
 

参考図書   ファッション雑誌、図書館資料、トレンド情報、オリジナルテキスト、 

その他資料 
 

記載者書名欄    大村 京子 
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科ｺｰﾄﾞ    12203 

科目ｺｰﾄﾞ 980030 

科  名   アパレルデザイン科３年 

科目名  特別講義Ⅲ 

単  位 ２単位 

授業期間 通年 
 

担当教員(代表)： 大村 京子 共同担当者： 安井 涼子 
 

教育目標・レベル設定など 

アパレル業界で活躍している講師を招聘し、実社会の動向、現状、情報、未来への展望や、様々な関わりに対処する為

の考え方、アドバイスを経験者の生の声で語って頂き、社会に目を向け、自己を見つめ直す機会として参考にする。 

 
 

１、インナーウェアについて・水着の基礎知識・・・株式会社ワコール 稲葉 沙耶花 

２、デジタルプリント・デモンストレーション・・・飯塚 有葉 

３、デザイナーの仕事・・・レオナルド ウォン デザイナー 黄 寅 

４、イッセイ ミヤケの世界：デザイナーの仕事・・・イッセイ ミヤケ デザイナー 宮前 義之 

５、コレクション情報・ブロガーの仕事・・・ファッションジャーナリスト ミーシャ・ジャネット 

６、デザイナーの仕事・・・5-knotデザイナー 西野 岳人・鬼澤 瑛菜 

７、ファッションビジネスを通してデザインを考える・・・BFGU  山岡 真理 

８、デザイナーの実務・・・佐谷 眞樹 

９、Ｔシャツ制作実習 工業ミシンを使用してのＴシャツ制作実習・・・田才 由美子・前田 亜希子 

  １０、トップデザイナーのマネージメント・・・㈱ティー・シー 森山 和之 

１１、毛皮の一般知識・・・Fur nakamuraデザイナー 梨本 チエ子 

１２、デザインの未来・・・伊藤デザインスタジオ 伊藤 心 

１３、デザイナーの仕事・・・森 崇 

１４、デザイナーの仕事・・・Robes＆Confection 土屋 郷 

  １５、ファッションとアート・・・マゴクリエーション株式会社 MAGO (長坂 真護) 

  １６、デザイナーの仕事・・・アディダスクリエーションデザイナー 駒崎 貴仁 

  １７、デザイナーの仕事・・・BAN SANデザイナー 伴 真由子 

  １８、ヴィジュアルマーチャンダイジング・・・株式会社クリエーション・パン・スリー 早乙女 喜栄子 

１９、ライフスタイルからの機能性を生かした素材開発とデザイン・・・福山 正和 

２０、オペラ鑑賞：予備講話・・・上木 幸夫 

２１、アパレル副資材の知識（ショールーム見学）・・・株式会社 三景 

２２、デザイナーの仕事・・・CHINO デザイナー 茅野 誉之  

 

評価方法・対象・比重 … P表示 学業姿勢・出欠状況を基に、履修認定の是非を決定する 

出欠、感想文、 

 
主要教材図書 

その他資料 

コレクション作品と参考資料作品、プリント資料、映像資料、スライド 
 

記載者書名欄   大村 京子 
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科ｺｰﾄﾞ    12203 

科目ｺｰﾄﾞ 947300 

科  名   アパレルデザイン科３年 

科目名  コラボレーションｃ（自由選択） 

単  位 １単位 

授業期間 通年 
 

担当教員(代表)： 大村 京子 共同担当者： 安井 涼子 
 

教育目標・レベル設定など 

ファッションの動向、現状、情報、様々なデザイン、もの作りの考え方、クリエーションの一環として、コンテストや

コラボレーションに参加、及び制作をする。 

 
 

◎年間通して行われる、コンテストやコラボレーション、コンソーシアム事業などの 

課外活動に参加をし、デザイン感覚と技術を養う。 

 

年間を通して、個人課外活動としてのコンテスト応募でノミネートされた場合や、 

コラボレーションに参加が決まった際は、制作時間として作品制作に取り組む。 

 

コンテスト例 

・YKK ファスニングアワード ・東京新人デザイナーファッション大賞 ・学内コンテスト 

・神戸ファッションコンテスト ・千年大賞 ・ファーデザインコンテスト ・ソアロン など 

 

コラボレーション例 

・ピギーズスペシャル ・ボクサーパンツコラボレーション ・企業コラボレーション 

・フォルムプレゼンテーション ・コンソーシアム文部科学省委託事業 ・衣装制作 

 

評価方法・対象・比重 … P表示 学業姿勢・出欠状況を基に、履修認定の是非を決定する 

作品提出、プレゼンテーション、展示、出欠、感想文など 

 
主要教材図書 

その他資料 

コレクション作品と参考資料作品、プリント資料、コンテスト・コラボ情報、映像資料、過去作品など 
 

記載者書名欄   大村 京子 
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科ｺｰﾄﾞ    12203 

科目ｺｰﾄﾞ 970000 

科  名 アパレルデザイン科３年 

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)： 大村 京子 共同担当者：安井 涼子 

 

教育目標・レベル設定など 

３年間の集大成として作品を創作する。最終課題にふさわしいテーマを個々に設定し、独創的かつ

自由なデザインで挑戦する。オリジナル素材作りに始まり習得したテクニックを思う存分に駆使す

る。アクセサリーからヘア・メイク、音響効果・照明・映像などに至るまで総合的にデザインを生

かしてコーディネートし、卒業制作ショーで発表する。 
 
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 

 

 

 

 

卒業研究・創作  後期４単位 

 

 

 

 

卒業制作 ５６コマ （後期） デザイン・パターン・実物製作・レポート 

 

①導入 

②デザイン発想 

③型出し（トワル） 

④試着補正 

⑤実物仮縫い 

⑥縫製 

⑦コーディネート 

⑧卒業制作ショー企画 

 

評価方法・対象・比重… 学業評価  80％  授業姿勢  20％ 

作品、コーディネート効果、制作過程での中間点検を加味した評価 

 
主要教材図書 

服飾造形講座⑥、⑦ 

参考図書 

その他資料 

参考作品 
 

記載者書名欄 大村 京子 
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