
科目 ２年次 ３年次

区分 授業時間数 授業時間数

実技 帽　　子　デザイン　　　　　　　　　　　 Ⅰ 60

実技 帽　　子　パターン　　　　      　　　　 Ⅰ 60

実技 帽　　子　制作実技　　  　       　　　 ⅠA 60

実技 帽　　子　制作実技　  　       　　　 ⅠB 90

実技 ジュエリー デザイン　　　　　 　 Ⅰ 60

実技 ジュエリー 制作実技  　　　　　 ⅠA 90

実技 ジュエリー 制作実技  　　　　　 ⅠB 120

実技 選択・帽子 デザイン　　　      　　 Ⅱ 60

実技 　　　帽　子 パターン　　       　 Ⅱ 60

実技 　　　帽　子 制作実技　　 　　　　 ⅡＡ 120

実技 　　　帽　子 制作実技 　　　　 ⅡＢ 150

講義 　　　帽　子 商品概論　　 　　　　 30

実技 　　　レザーグッズ　　　　　　　 　　　　　 60

実技 選択・ジュエリー デザイン　　　　 Ⅱ 60

実技 　　　ジュエリー 制作実技　　 Ⅱa 90

実技 　　　ジュエリー 制作実技　　　 Ⅱb ○ 180

実技 　　　ジュエリー 素材論 30

講義 　　　ジュエリー 商品概論 30

実技 　　　エナメルワーク 30

実技 　　　ジュエリーCAD ○☆ 60

講義       メタルワーク ○ 30

実技 コスチュームアクセサリー　　　　　 120

実技 グッズマーチャンダイジング ○☆ 120

実技 自　由　研　究　 Ⅱ 60

小計 600 750

実技 アートフラワー 30

実技 ハンディクラフト Ⅱ 60

演習 染　色　演　習 30

講義 ファッションマーケティング 60

実技 デッサン Ⅱ 30

講義 西洋服装史 30

実技 グラフィックワーク Ⅱ 60

実技 ファッショングッズデザイン画 Ⅰ 60

実技 選択・ファッショングッズデザイン画 Ⅱ

実技 選択・レンダリング

実技 造形デザイン 60

実技 デザインディレクション ○☆ 60

実技 ビジュアルプレゼンテーション ○ 30

小計 420 150

実技 英　会　話 自由選択 (60)

実技 キャリア開発　Ⅱ　（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ） 30

実技 キャリア開発　Ⅱ　（就職対策） 30

実技 特　別　講　義 Ⅱ 60

講義 特　別　講　義 Ⅲ ○ 30

実技 校　外　研　修 Ⅱ 30

実技 インターンシップ a 自由選択 (30)

実技 インターンシップ b 自由選択 (30)

（180）～ （120）～

小計 150 30

実技 卒業研究・創作 120

（1200）～ （1140）～

総合計 卒業に必要な授業時間数 3360 1170 1050

570時間

240時間

実務経験のある教員等による授業科目　2・3年次（1年次0時間）　合計

シラバス添付の学科時間数☆

実務経験のある教員による授業科目一覧表

実務教員による授業
うちシラバス添付

☆

1科目選択

《ファッション工芸専門課程　帽子・ジュエリーデザイン科　昼間部　(3年制）2・3年次》

60

※1選択
（帽子選択480）

※2選択
（ジュエリー選択

480）

科目名

○



（２年次より３科（２コース）に分かれる）

・ 帽子・ジュエリーデザイン科

・ バッグデザイン科

・ シューズデザイン科

演習 ア イ テ ム 演 習　  帽 子 120

演習 ア イ テ ム 演 習  　ジュエリー 120

演習 ア イ テ ム 演 習  　バッグ 120

演習 ア イ テ ム 演 習　  シューズ 120

実技 自　由　研　究 Ⅰ 60

小　計 540

実技 ハンディクラフト Ⅰ 60

演習 造　形　演　習 60

講義 色 彩 論 ・ 演 習 60

実技 デ　ッ　サ　ン Ⅰ 60

実技 ファッションデザイン画 60

実技 グラフィックワーク Ⅰ 30

実技 服　飾　造　形 60

講義 服　装　解　剖　学 30

講義 素　材　論 30

講義 ファッションビジネス概論 30

演習 クリエイション演習 30

小　計 510

講義 キャリア開発 Ⅰ 30

講義 特　別　講　義 Ⅰ 30

実技 校　外　研　修 Ⅰ 30

小　計 90

総  合  計 1140

0時間

0時間

実務経験のある教員等による授業科目（1年次）　計

シラバス添付の学科時間数（1年次）☆

科目
区分

科 目 名

《ファッション工芸専門課程　（3年制の共通一年次の学科）ファッショングッズ基礎科　昼間部（３年制）》

実務経験のある教員等による授業科目一覧表

年時数
実務経験のある教員等

による授業科目
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