
◆専門科目◆ ◆教養科目〔初年次〕◆

【1】 ドレス造形（製図）Ⅰ 【25】 学習基礎

【2】 ドレス造形（実習）Ⅰ 【26】 社会人基礎Ⅰ

【3】 ドレス造形（製図）Ⅱ 【27】 社会人基礎Ⅱ

【4】 ドレス造形（実習）Ⅱ 【28】 文章表現

【5】 配色論 ◆教養科目〔一般・体育・国際関係〕◆

【6】 衣服素材 【29】 心理学

【7】 ファッション画Ⅰ 【30】 文学

【8】 ファッション画Ⅱ 【31】 日本美術史

【9】 ファッション論 【32】 西洋美術史

【10】 ドレーピング＆パターンメーキングⅠ 【33】 憲法

【11】 ソーシャルスキル 【34】 社会福祉学

【12】 キャリアデザイン 【35】 化学

【13】 ファッション販売論 【36】 体育A

【14】 ファッション販売演習Ⅰ 【37】 体育B

【15】 コンピュータ基礎Ⅰ 【38】 フランス語Ⅰ（総合・会話）

【16】 コンピュータ基礎Ⅱ 【39】 フランス語Ⅱ（総合・会話）

【17】 ドローイング 【40】 中国語Ⅰ（総合・会話）

【18】 服飾手芸(ニットを含む） 【41】 中国語Ⅱ（総合・会話）

【19】 画像設計演習 【42】 日本文化･日本事情

【20】 基礎造形（平面構成） ◆教養科目〔外国語〕◆

【21】 基礎造形（立体構成） 【43】 英語Ⅰ（総合）

【22】 衣服管理 【44】 英語Ⅱ（総合）

【23】 現代デザイン論 【45】 基礎英会話Ⅰ

【24】 インターンシップ 【46】 基礎英会話Ⅱ

【47】 日本語Ⅰ

【48】 日本語Ⅱ

服飾学科1年

Ⅸ．授業計画

【整理番号】
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【1】 

 

 
 
 
 
■授業の方針・概要 

 製図は服を作るための重要な要素です。人は服を着用します。着装時の美しさはもちろん、動きやすさ、着心地なども考慮

されたものでなくてはなりません。ここでは服を作る為に必要な製図の基礎を修得します。 

 

■到達目標（学修成果） 

①製図の基本知識が修得出来る       ②人体と服の関わりが理解できる   

③ドレス造形への応用力が身に付き、スカートのデザインに応じた製図ができる 

 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

 この科目は卒業要件の専門必修科目です。ファッション業界で活躍できる専門力を修得するための科目です。今後の実習科

目における作品制作に必ず必要となる知識・技術を修得するものです。 

■授業計画 

回数 授業内容 
準備学修 

具体的内容（予習・復習等） 
必要

時間 

1 回 授業の概要説明、採寸、下着について 

基本スカートについて、基本スカート組み立て 

事後学修：製図の基本的概念を理解し記録

する 

20分 

2 回 スカート－基本スカートの製図 

基本スカートからの展開（エンパイアスカート） 

事後学修：manabaに配信した電子教材で復

習、修得した製図を完成させ記録する 

30分 

3 回 採寸を基にした基本スカートを各自実寸製図→点検、返却 事後学修：前回までの知識を基に実寸製図

を完成させる 

30分 

4 回 スカート－基本スカートからの展開（Aラインスカート） 

→点検、返却 

事後学修：manabaに配信した電子教材で復

習、修得した製図を完成させ記録する 

30分 

5 回 スカート－基本スカートからの展開(フレアスカート) 

スカート－Aライン Skからの展開（ゴアードスカート 1,2） 

→点検、返却 

事後学修：manabaに配信した電子教材で復

習、修得した製図を完成させ記録する 

30分 

6 回 スカート－セミタイト Skからの展開 

（インバーテッドプリーツ Sk）→点検、返却 

（サーキュラーSk）（アコーディオン PSk）→点検、返却 

事後学修：manabaに配信した電子教材で復

習、修得した製図を完成させ記録する 

30分 

7 回 スカート－セミタイト Skからの展開（ギャザーSk） 

スカート組み立て→点検、返却 

事後学修：manabaに配信した電子教材で復

習、修得した製図を完成させ記録する 

30分 

8 回 スカート－セミタイト Sk からの展開（キュロットSk）→点検、返却 

ドレメ式原型について、原型組み立て、ドレメ式原型の製図 
事後学修：manabaに配信した電子教材で復

習、修得した製図を完成させ記録する 

30分 

9 回 ダーツの展開について→点検、返却 事後学修：manabaに配信した電子教材で復

習、修得した製図を完成させ記録する 

30

分 

10 回 実物スカートを各自実寸製図 事後学修：前回までの知識を基に実寸製図

を完成させる 

60分 

11 回 基本袖について、基本袖の製図 事後学修：manabaに配信した電子教材で復

習、修得した製図を完成させ記録する 

30分 

12 回 パターンメーキングの基本操作について 

ブラウス（ボックスシルエットノーカラー、ノースリーブ）

→点検、返却 

事後学修：manabaに配信した電子教材で復

習、修得した製図を完成させ記録する 

30分 

13 回 ブラウス（ボックスシルエット、ショールカラー、 

スタンドカラー、一枚袖）→点検、返却 

事後学修：manabaに配信した電子教材で復

習、修得した製図を完成させ記録する 

30分 

14 回 採寸を基にした原型を各自実寸製図→点検、返却 事後学修：前回までの知識を基に実寸製図

を完成させる 

30分 

15 回 まとめ（振り返りの課題）→解説 事前学修：まとめの課題に向け記録をもと

に振り返りを行う 

60分 

■フィードバック（試験の解説、試験・レポート添削返却、メールや学内システム等の活用）方法 

 提出製図及び提出ファイルを点検、指導する。期末の振り返り課題は事後に解説を行う。 

■成績評価の方法・基準 

基準 % 備考 

授業態度・姿勢 20%  

授業内試験・課題（プレゼンテーション含む） 30% 提出製図 

期末試験・課題（プレゼンテーション含む） 50% 振り返りの課題 

外部評価・検定試験結果 0%  

■教科書 「ドレメ式原型」 「PATTERN MAKINGⅠ」 杉野学園   必要に応じて小冊子、プリントなどを配付する 

■参考文献 必要に応じて適時紹介する 

■オフィスアワー・研究室 初回の授業に提示する   短大服飾造形研究室（第 4校舎 2階 4026） 

■備考 洋裁技術検定試験・初級取得を目指す 状況に応じて内容変更あり 

ドレス造形（製図）Ⅰ 
  井口 多恵子・笹部 小百合 

 1年 前期  必修   （ 1 単位 実習 ） 
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【2】 

 

 
 
 
 
■授業の方針・概要 

美しく、機能的で、着心地の良い服を制作するためには土台となる基礎的な知識・技術が必要不可欠です。ここでは初歩の 

技法をきちんと修得し活かして、自分サイズのスカート制作を行います。 

■到達目標（学修成果） 

①服を作るうえで必要な基本技術や縫製が理解できる。②自分サイズのスカート制作を通して、デザイン考案、素材選択、 

製図、型紙作成、裁断、印付け、仮縫いから補正方法を修得し縫製する、一連の制作過程が理解できる。 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

この科目は卒業要件の専門必修科目です。ファッション業界で活躍できる専門力を修得するための科目。今後の実習科目に 

おける作品制作に必ず必要となる知識・技術を修得するものです。 

■授業計画 

回数 授業内容 
準備学修 

具体的内容（予習・復習等） 必要時間 

1 回 授業の概要説明、採寸（ファンデーションスカート用）、 

巾着制作 

部分縫いスカート（型紙作成）  

事後学修：修得した制作方法を復習（テキス

トや、manabaなどを用いる） 

 

30分 

2 回 部分縫いスカート（裁断、印付け、縫い代始末） 

→授業内点検 

事後学修：修得した制作方法を復習（テキス

トや iPad、manabaなどを用いる） 

30分 

3 回 部分縫いスカート（ダーツ縫い、ウエストのいせこみ、脇縫い）→授

業内点検 

事後学修：修得した制作方法を復習（テキス

トや iPad、manabaなどを用いる） 

30分 

4 回 部分縫いスカート（ファスナー付け）→授業内点検 事後学修：修得した制作方法を復習（テキス

トや iPad、manabaなどを用いる） 

30分 

5 回 部分縫いスカート（ベルト作り、ベルト付け） 

→授業内点検 

事後学修：修得した制作方法を復習（テキス

トや iPad、manabaなどを用いる） 

30分 

6 回 部分縫いスカート（裾の始末）→授業内点検 事後学修：修得した制作方法を復習（テキス

トや iPad、manabaなどを用いる） 

30分 

7 回 部分縫いスカート（カギホック付け）→授業内点検、提出 

ファンデーションスカート（裁断、印付け） 

事後学修：修得した制作方法を復習（テキス

トや iPad、manabaなどを用いる） 

30分 

8 回 ファンデーションスカート（組み立て、ベルト作り、ベルト付け）→

授業内点検 

事後学修：修得した制作方法を復習（テキス

トや iPad、manabaなどを用いる） 

30分 

9 回 ファンデーションスカート（仮縫い、補正） 

→授業内点検 

事後学修：修得した補正方法を復習（テキス

トや manabaなどを用いる） 

30分 

10 回 ファンデーションスカート（仮縫い、提出カード作成） 

→授業内点検 実物制作スカートのデザイン、素材相談 

事前学修：スカートのデザインを考える 

事後学修：修得した補正方法を復習（テキス

トや manabaを用いる） 

30分 

11 回 実物制作スカート（型紙作成、裁断、印付け、組み立て） 

→授業内点検 

事後学修：修得してきた制作方法を復習（テ

キストや iPad、manabaを用いる） 

30分 

12 回 実物制作スカート（仮縫い、補正）→授業内点検 

        （縫製手順書を書く）→点検、返却 

事後学修：修得してきた制作方法補正方法を

復習（テキストや iPad、manabaを用いる） 

30分 

13 回 実物制作スカート（仮縫い、本縫い）→授業内点検 事後学修：修得してきた制作方法を復習（テ

キストや iPad、manabaを用いる） 

30分 

14 回 実物制作スカート（本縫い）→授業内点検 

提出カード作成の説明 

事後学修：修得してきた制作方法を復習（テ

キストや iPad、manabaを用いる） 

30分 

15 回 実物制作スカート（本縫い） 

コーディネートを考えて着装し、点検する。提出カード作成 

のため、背景を考えて着装風景を記録する。 

事前学修：manabaでの提出カード作成の準備

を進める 

60分 

■フィードバック（試験の解説、試験・レポート添削返却、メールや学内システム等の活用）方法 
課題作品は、授業内に点検し、指導する。コメントを付けて返却。実物制作スカートは manaba folioのレポートにコメントで講評を行い、

作品の返却日時は 15回目に指示する。 

■成績評価の方法・基準 

授業態度・姿勢 20%   

授業内試験・課題（プレゼンテーション含む） 70% 課題：部分縫いスカート、ファンデーションスカート、 

実物スカート 

期末試験・課題（プレゼンテーション含む） 10% 提出カード 

外部評価・検定結果 0%   

■教科書 

「基礎テキスト」杉野学園 「ドレメ式原型野学園 「PATTERN MAKING Ⅰ」杉野学園 「SEWING Ⅰ」杉野学園 

  必要に応じて小冊子、プリントなどを配布。 

■参考文献 なし 

■オフィスアワー・研究室 

木曜日 10：30～12：00 短大服飾造形研究室（第 4校舎 2階 4026） 

■備考  状況に応じて内容の変更あり。 

 

ドレス造形（実習）Ⅰ 
  森田 裕子・田原 美津子・笹部 小百合 

 1年 前期  必修   （ 2 単位 実習 ） 
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【3】 

 

 
 
 
 
■授業の方針・概要 

 製図は服を作るための重要な要素です。人は服を着用します。着装時の美しさはもちろん、動きやすさ、着心地なども考慮

されたものでなくてはなりません。ここでは服を作る為に必要な製図の基礎を修得します。 

■到達目標（学修成果） 

①製図の基本知識が修得出来る       ②人体と服の関わりが理解できる   
③ドレス造形への応用力が身に付き、ワンピースドレスのデザインに応じた製図ができる 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

 この科目は卒業要件の専門必修科目です。ファッション業界で活躍できる専門力を修得するための科目です。今後の実習科

目における作品制作に必ず必要となる知識・技術を修得するものです。 

■授業計画 

回数 授業内容 
準備学修 

具体的内容（予習・復習等） 
必要

時間 

1 回 ワンピースドレスについて 

（ボックスシルエット、タイトシルエット）→点検、返却 

事後学修：manabaに配信した電子教材で復

習、修得した製図を完成させ記録する 

30分 

2 回 ワンピースドレス（ハイウエスト切替え）→点検、返却 事後学修：manabaに配信した電子教材で復

習、修得した製図を完成させ記録する 

30分 

3 回 ワンピースドレス（ウエスト切替え）→点検、返却 事後学修：manabaに配信した電子教材で復

習、修得した製図を完成させ記録する 

30分 

4 回 ワンピースドレス（プリンセスシルエット）→点検、返却 

ワンピースドレス組み立て→点検、返却 

事後学修：manabaに配信した電子教材で復

習、修得した製図を完成させ記録する 

30分 

5 回 衿（フラットカラー、セーラーカラー）→点検、返却 

衿の種類と展開について 

事後学修：修得した組み立て手順を記録す

る 

30分 

6 回 袖（フレンチスリーブ、パフスリーブ１，２，３） 

→点検、返却 

事後学修：manabaに配信した電子教材で復

習、修得した製図を完成させ記録する 

30分 

7 回 ワンピースドレスを各自実寸製図→授業内点検 事後学修：manabaに配信した電子教材で復

習、修得した製図を完成させ記録する 

30分 

8 回 ワンピースドレスを各自実寸製図、各自型紙作成 

→授業内点検 

事後学修：これまでの知識を基に実寸製図

を完成させる 

60分 

9 回 ジャケット、コートのパターンメーキングの基本操作 

 

事後学修：これまでの知識を基に実寸製図

を完成させ型紙を作成する 

60分 

10 回 ジャケット（4枚パネル） 事後学修：manabaに配信した電子教材で復

習、修得した製図を完成させ記録する 

30分 

11 回 ジャケット（テーラードカラー） 事後学修：manabaに配信した電子教材で復

習、修得した製図を完成させ記録する 

30分 

12 回 ジャケット（2枚袖）→点検、返却 事後学修：manabaに配信した電子教材で復

習、修得した製図を完成させ記録する 

30分 

13 回 基本パンツについて、パンツ組み立て、基本パンツの製図 

→点検、返却 

事後学修：manabaに配信した電子教材で復

習、修得した製図を完成させ記録する 

30分 

14 回 コート(ケープ、フード１）→点検、返却 事後学修：manabaに配信した電子教材で復

習、修得した製図を完成させ記録する 

30分 

15 回 まとめ（振り返りの課題）→解説 事前学修：まとめの課題に向け記録をもと

に振り返りを行う 

60分 

■フィードバック（試験の解説、試験・レポート添削返却、メールや学内システム等の活用）方法 

 提出製図及び提出ファイルを点検、指導する。期末の振り返り課題は事後に解説を行う。 

■成績評価の方法・基準 

基準 % 備考 

授業態度・姿勢 20%  

授業内試験・課題（プレゼンテーション含む） 30% 提出製図 

期末試験・課題（プレゼンテーション含む） 50% 振り返りの課題 

外部評価・検定試験結果 0%  

■教科書 

 「ドレメ式原型」 「PATTERN MAKINGⅠ」、「PATTERN MAKING Ⅱ」 杉野学園 必要に応じて小冊子、プリントを配付する 

■参考文献 

 必要に応じて適時紹介する 

■オフィスアワー・研究室 

 初回の授業に提示する   短大服飾造形研究室（第 4校舎 2階 4026） 

■備考 

 洋裁技術検定試験・初級取得を目指す 

状況に応じて内容変更あり 

 

ドレス造形（製図）Ⅱ 
  吉川 玲子・笹部 小百合 

 1年 後期  必修   （ 1 単位 実習 ） 
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【４】 

 

 
 
 
 
■授業の方針・概要 

 美しく、機能的で、着心地の良い服を制作するためには土台となる基礎的な知識・技術が必要不可欠です。前期に学修したこ

とを土台に、さらに技法をきちんと修得し活かして、自分が着用するワンピースドレスを制作します。 

■到達目標（学修成果） 

①服を作るうえで必要な基本技術や縫製が理解できる。②自分サイズのワンピースドレス制作を通して、デザイン考案、素材

選択、製図、型紙作成、裁断、印付け、仮縫いから補正方法を修得し縫製する、一連の制作過程が理解できる。 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

この科目は卒業要件の専門必修科目です。ファッション業界で活躍できる専門力を修得するための科目。今後の実習科目に 

おける作品制作に必ず必要となる知識・技術を修得するものです。 

■授業計画 

回数 授業内容 
準備学修 

具体的内容（予習・復習等） 必要時間 

1 回 自分のサイズの原型製図の確認、トワル布で裁断、印付け、手縫いで

組み立てる 

事後学修：修得した制作方法を復習（テキス

トや iPad,manabaなどを用いる ） 

30分 

2 回 原型作成：仮縫い１回目→補正、修正、再組み立て 事後学修：修得した補正方法を復習（テキス

トや iPad、manabaなどを用いる） 

30分 

3 回 原型作成：身頃 仮縫い２回目→完了後袖の製図、点検 

裁断、印付け、組み立て 

事後学修：修得した制作方法を復習（テキス

トや manabaなどを用いる） 

30分 

4 回 原型作成：袖を身頃に付けて仮縫い３回目→完了後 

実寸原型作成、1/2縮尺で原型製図を引く→点検、提出 

事後学修：修得した制作方法を復習（テキス

トや iPad、manabaなどを用いる） 

30分 

5 回 部分縫いショールカラー 

（型紙作成、裁断、印付け、縫製、縫い代始末） 

→授業内点検 

事後学修：修得した制作方法を復習（テキス

トや iPad、manabaなどを用いる） 

30分 

6 回 部分縫いショールカラー 

（衿作り、衿付け、袖ぐり見返し作り）→授業内点検 

事後学修：修得した制作方法を復習（テキス

トや iPad、manabaなどを用いる） 

30分 

7 回 部分縫いショールカラー 

（袖ぐり見返し付け、袖作り、袖付け）→授業内点検 

実物制作ワンピースドレスのデザイン相談 

事前相談：実物ワンピースドレスのデザイン

を考える 

事後学修：修得した制作方法を復習（テキス

トや iPad、manabaなどを用いる） 

30分 

8 回 部分縫いショールカラー 

（ボタンホール練習、ボタンホール、ボタン付け） 

→授業内点検→提出 

事後学修：修得した制作方法を復習（テキス

トや iPad、manabaなどを用いる） 

30分 

9 回 実物制作ワンピースドレス（裁断、印付け、組み立て） 

→授業内点検 

事後学修：修得してきた制作方法を復習（テ

キストや iPad、manabaなどを用いる） 

60分 

10 回 実物制作ワンピースドレス（仮縫い→完了後は縫製手順を考え、縫製

に入る、補正あれば修正する） 

事後学修：修得してきた制作方法、補正方法

を復習（テキストや iPad、manabaなどを用

いる） 

30分 

11 回 実物制作ワンピースドレス（仮縫い→縫製） 

→授業内点検 

事後学修：修得してきた制作方法を復習（テ

キストや iPad、manabaなどを用いる） 

30分 

12 回 実物制作ワンピースドレス（縫製）→授業内点検 事後学修：修得してきた制作方法を復習（テ

キストや iPad、manabaなどを用いる） 

30分 

13 回 実物制作ワンピースドレス（縫製）→授業内点検 事後学修：修得してきた制作方法を復習（テ

キストや iPad、manabaなどを用いる） 

30分 

14 回 実物制作ワンピースドレス（縫製）→授業内点検 

提出カード作成の説明 

事後学修：修得してきた制作方法を復習（テ

キストや iPad、manabaなどを用いる） 

30分 

15 回 実物制作ワンピースドレス（縫製）、作品提出後、まとめ 

コーディネートを考えて着装し、点検する。提出カード作成のため 

背景を考えて着装風景を記録する。 

事前学修：manabaでの提出カード作成の準備

を進める 

60分 

■フィードバック（試験の解説、試験・レポート添削返却、メールや学内システム等の活用）方法 

部分縫い（ショールカラー）は授業内に点検し、提出後コメント記載、返却する。実物制作は manaba folioのレポートにコ

メント、作品の返却日時は 15回目に指示する。 

■成績評価の方法・基準 

授業態度・姿勢 20%   

授業内試験・課題（プレゼンテーション含む） 70% 作品：原型、部分縫いショールカラー、実物制作ワンピースドレス 

期末紙面・課題（プレゼンテーション含む） 10% ポートフォリオ 

外部評価・検定結果 0%   

■教科書 

 「基礎テキスト」杉野学園 「ドレメ式原型」杉野学園 「PATTERN MAKING Ⅰ」杉野学園 「SEWING Ⅰ」杉野学園 

 必要に応じて小冊子、プリントなどを配布。 

■参考文献 なし 

■オフィスアワー・研究室 木曜日 10：30～12：00  短大服飾造形研究室（第 4校舎 2階 4026） 

■備考 状況に応じて内容の変更あり。  

ドレス造形（実習）Ⅱ 
  森田 裕子・田原 美津子・笹部 小百合 

 1年 後期  必修   （ 2 単位 実習 ） 
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■授業の方針・概要 

 私達は、視覚からの情報の影響を大きく受けます。様々な色による効果を日常生活だけでなく、仕事で活用していくため

に、色の基本を理解し、色の心理的効果や配色について学びます。この授業では、ファッション色彩能力検定 3級テキストに

沿って授業をすすめていきますが、実際に色紙を選び、手を動かすカラーワークを何度も行い、色感を高めながら、配色の基

本を学びます。 

■到達目標（学修成果） 

 ・色彩の基本を理解する。 

・用途や目的に応じた配色が出来、なぜこの色なのかを説明できる。 

・ファッション色彩能力検定合格レベルの知識を習得する。 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

 卒業要件単位の専門必修科目となります。学位授与の方針については、「配色論」は全学生の共通必修で、ファッション業界

で活躍できる専門力向上に資する科目です。 
■授業計画 

回数 授業内容 
準備学修 

具体的内容（予習・復習等） 必要時間 

1 回 オリエンテーション 授業の目的と進め方 教材及び準備物/授業計画の確認 15分 

2 回 色の三属性（色相/明度/彩度） ポイント確認 15分 

3 回 ヒュー＆トーン ポイント確認/ツール作成 60分 

4 回 色彩理論-基礎 光/物体/混色 ポイント確認/ツール作成 15分 

5 回 色彩理論-基礎 視覚/対比・同化 ポイント確認 15分 

6 回 色彩理論-基礎 色彩の感情効果 ポイント確認 15分 

7 回 配色の基礎 色相配色 ポイント確認（配色方法） 15分 

8 回 配色の基礎 トーン配色 ポイント確認（配色方法） 15分 

9 回 色彩構成の基礎 シンメトリー/アシンメトリー ポイント確認/問題集 30分 

10 回 色彩構成の基礎 レピテーション/グラデーション ポイント確認/問題集 30分 

11 回 色彩構成の基礎 アクセント/セパレーション ポイント確認/問題集 30分 

12 回 配色のまとめ 

ファッション産業と色彩 企画段階の色彩 

ポイント確認/問題集 30分 

13 回 ファッション産業と色彩 流通段階の色彩／生産段階の色彩 ポイント確認/問題集 60分 

14 回 ファッション色彩能力検定試験過去問題  問題振り返り不正解箇所の確認 60分 

15 回 過去問題の解説及び総復習 ポイント確認 60分  

■フィードバック（試験の解説、試験・レポート添削返却、メールや学内システム等の活用）方法 

 カラーワークの課題は個々にコメントを入れて返却、全体で総評を行います。 

■成績評価の方法・基準 

授業態度・姿勢 20% 

授業内試験･課題(ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含) 50% 

期末試験･課題(ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含) 0% 

外部評価・検定結果 30% 

■教科書 

 財団法人 日本ファッション教育振興協会 

・『ファッション色彩[Ⅰ]』 

 ・『ファッション色彩能力検定試験３級問題集』 

日本色研  

JIS対応ベーシックカラー140 Ｂ６ 

■参考文献 

 適宜アナウンスいたします。 

■オフィスアワー・研究室 

 出講日：水曜日 本校舎 1階教務課 第 3校舎講師控え室 

■備考 テキスト、問題集、配色カード、はさみ、のりを初回から毎回使用します。

 

配色論 
  桑野 恵美 

 1年 後期  必修   （ 2 単位 講義 ） 
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■授業の方針・概要 

 衣服素材の知識は、服飾に関するすべての分野において必要な基本知識である。衣服素材の物理的・化学的性質を理解し、そ

れぞれの特徴を把握することは、衣服を作り出していく上で重要な基礎となることを、身近な素材として興味を持ちながら身に

つけていけるように配慮する。 

■到達目標（学修成果） 

 衣服素材の基礎的知識の習得により、衣服の設計製作において目的に応じた適切な素材の選択ができ、自分の着ている衣服の

素材や店頭の衣服に用いられている素材について、説明できるレベルの到達を目指す。また、衣服素材を詳しく理解することで

その着心地や管理方法にも関連づけて興味が持てることを目標とする。 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

 この科目は卒業要件の専門必修科目である。ファッション業界で活躍できる専門力を修得する科目。 

■授業計画 

回数 授業内容 
準備学修 

具体的内容 

（予習・復習等） 

必要時間

（分） 

1 回 ガイダンス、衣服素材とは 予習：シラバスを読む。教科書で繊維の分類を確認

しておく。 

30分 

2 回 繊維の物理的性質 

 

復習：教科書を読み、物理的性質と特徴を理解して

おく。 

30分 

3 回 繊維の化学的性質 

 

復習：教科書を読み、化学的性質と特徴を理解して

おく。 

30分 

4 回 植物繊維  まとめプリント配布 

 

復習：教科書を読み、植物繊維についてノートにま

とめる。 

30分 

5 回 動物繊維 復習：教科書を読み、動物繊維についてノートにま

とめる。天然繊維の復習。 

90分 

6 回 天然繊維の小テスト 

再生繊維。 

復習：教科書読み、再生繊維についてノートにまと

める。 

30分 

7 回 小テスト返却 解説 

半合成繊維 

復習：教科書を読み、半合成繊維についてノートに

まとめる。 

30分 

8 回 合成繊維 復習：教科書を読み、合成繊維についてノートにま

とめる。 

30分 

9 回 改良化学繊維 復習：教科書を読み、改良化学繊維についてノート

にまとめる。化学繊維の復習。 

90分 

10 回 化学繊維の小テスト 

実験:繊維の燃焼性 レポート提出 

予習：教科書・資料で確認しておく。 30分 

11 回 小テスト、実験レポート返却 解説 

糸の分類 

復習：教科書を読み、糸の分類をノートにまとめる。 30分 

12 回 織物の構造 

 

復習：教科書を読み、織物の構造をノートにまとめ

る。糸についての復習。 

90分 

13 回 糸の小テスト 

編物の構造 

復習：教科書を読み、ノートにまとめる。 30分 

14 回 小テスト返却 解説 

衣服素材と管理方法 

復習：教科書、配布プリント、小テスト、ノートす

べてを復習する。 

120分 

15 回 総括 試験のフィードバックを行う。 復習：試験問題を振り返る。 60分 

■フィードバック 

 まとめプリントを配布し、小テスト後に解説して知識を積み重ねていき、定期試験までに定着させることができるようにする。 

繊維の燃焼実験を行い、細部まで観察して素材についての理解を深め、レポートを個別に添削返却し解説する。 

■成績評価の方法・基準 

授業態度・姿勢 30%  

 授業内試験･課題(ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含) 40% 

期末試験･課題(ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含) 30% 

外部評価・検定結果 0%  

■教科書  

鈴木美和子ほか著、新版アパレル素材の基本 、繊研新聞社、2018 

■参考文献 授業内で適宜紹介する。 

■オフィスアワー・研究室 

 後期：水曜日（12時 10分～12時 50分）第 3校舎講師控室(第 3校舎 1階) 

 

■備考  

 必ず教科書を持ってくること。 

2年次に「衣服素材演習」を履修すると学習効果がより高まる。 

衣服素材 
  三代 かおる 

 1年 後期  必修   （ 2 単位 講義 ） 
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■授業の方針・概要 

 ファッション画の基礎である 8頭身のプロポーションを描けるようにトレーニングし、ドレス造形の授業時など、衣服を製作

する前のファッション画が描けるようにしていきます。着色には絵の具・マーカーを用い、スカート・ブラウス・ワンピース等

の基本的なアイテムを着装したファッション画を描きます。 

■到達目標（学修成果） 

 ①ファッション画の基礎である 8頭身のプロポーションが描けるようになる 

 ②基本的なアイテムの着装表現が出来るようになる 

 ③ハンガーイラストが描けるようになる 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

 専門必修科目の卒業要件単位です。本科目では上記の授業方針に沿って実習を行い、ディプロマポリシーにおけるファッショ

ン業界で活躍できる専門力の習得に資する科目です。 

■授業計画 

回数 授業内容 
準備学修 

具体的内容（予習・復習等） 必要時間 

1 回 オリエンテーション、画材の確認・使用法 

 

予習…シラバスを読み、授業内容を把握

する。画材を確認する 

30分 

2 回 素材・柄の描き方 復習…素材表現のバリエーションを反

復練習 

60分 

3 回 8頭身のプロポーション① 復習…8頭身のプロポーションの反復練

習 

30分 

4 回 8頭身のプロポーション② 復習…8頭身のプロポーションの反復練

習 

60分 

5 回 ポーズのバリエーション 復習…ポーズのバリエーションを反復

練習 

60分 

6 回 ディテールの描き方 予習…服飾用語辞典に目を通し基本的

なディテールの名称・形を知る 

60分 

7 回 スカートの種類とデザイン① 予習…スカートのデザインをリサー

チ・資料を用意する 

60分 

8 回 スカートの種類とデザイン② 予習…下描きを進める 60分 

9 回 ワンピースのファッション画① 予習…ワンピースのデザインをリサー

チ・資料を用意する 

60分 

10 回 ワンピースのファッション画② 予習…下描きを進める 60分 

11 回 パンツのファッション画① 予習…パンツのデザインをリサーチ・資

料を用意する 

60分 

12 回 パンツのファッション画② 予習…下描きを進める 60分 

13 回 ハンガーイラスト① 復習…ハンガーイラストの反復練習 60分 

14 回 ハンガーイラスト② 復習…ハンガーイラストの反復練習 60分 

15 回 合評会 予習…ファイルにまとめる 60分 

■フィードバック（試験の解説、試験・レポート添削返却、メールや学内システム等の活用）方法 

 提出作品の裏面にコメント・アドバイスを記載し、次回以降の授業時に返却します。参考作品は展示します。 

■成績評価の方法・基準 

授業態度・姿勢 30% 

授業内試験･課題(ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含) 70% 

期末試験･課題(ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含) 0% 

外部評価・検定結果 0% 

 

■教科書 

 ・ファッション画法（FASHION DRAWING TECHNIQUE） 

■参考文献 

 ・図解服飾用語辞典 杉野芳子編著 

 ・各種ファッション雑誌 

■オフィスアワー・研究室 

 ・オフィスアワー：第一回目授業時にお知らせします。 

 ・研究室：研究棟 2階 6025 ファッション画研究室 

■備考 

 ・進度により内容を変更する場合もあります 

ファッション画Ⅰ 
  數井 靖子 

 1年 前期  必修   （ 1 単位 実習 ） 
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■授業の方針・概要 

 ファッション画Ⅰで学んだ事を発展させ、さらに素材・配色も意識したファッション画の表現を練習して行きます。女性のプ

ロポーションに加え、子ども・メンズのプロポーションも練習します。 

■到達目標（学修成果） 

 ①素材・配色を意識したファッション画が描けるようになる 

 ②メンズ・子どものプロポーションが描けるようになる 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

 専門必修科目の卒業要件単位です。本科目では上記の授業方針に沿って実習を行い、ディプロマポリシーにおけるファッショ

ン業界で活躍できる専門力の習得に資する科目です。 

 

■授業計画 

回数 授業内容 
準備学修 

具体的内容（予習・復習等） 必要時間 

1 回 テーラードスーツのファッション画① 予習…テーラードスーツのデザインを

リサーチ・資料を用意する 

60分 

2 回 テーラードスーツのファッション画② 予習…下描きを進める 60分 

3 回 メンズのプロポーション・メンズのファッション画① 予習…メンズファッションをリサー

チ・資料を用意する 

60分 

4 回 メンズのファッション画② 予習…下描きを進める 60分 

5 回 年齢によるプロポーション・子ども服のファッション画① 予習…子ども服のデザインをリサー

チ・資料を用意する 

60分 

6 回 子ども服のファッション画② 予習…下描きを進める 60分 

7 回 コートのファッション画① 予習…コートのデザインをリサーチ・資

料を用意する 

60分 

8 回 コートのファッション画② 予習…下描きを進める 60分 

9 回 ウィンタースポーツウェアのファッション画① 予習…ウィンタースポーツウェアをリ

サーチ・資料を用意する 

60分 

10 回 ウィンタースポーツウェアのファッション画② 予習…下描きを進める 60分 

11 回 アフタヌーンドレスのファッション画① 予習…アフタヌーンドレスのデザイン

をリサーチ・資料を用意する 

60分 

12 回 アフタヌーンドレスのファッション画② 予習…下描きを進める 60分 

13 回 F/Wコレクションの考案① 予習…F/Wのデザインをリサーチ・資料

を用意する 

60分 

14 回 F/Wコレクションの考案② 予習…下描きを進める 60分 

15 回 F/Wコレクションの考案③ 発表 予習…発表の準備をする 60分 

■フィードバック（試験の解説、試験・レポート添削返却、メールや学内システム等の活用）方法 

 提出作品の裏面にコメント・アドバイスを記載し、次回以降の授業時に返却します。参考作品は展示します。 

 

■成績評価の方法・基準 

授業態度・姿勢 30%  

授業内試験･課題(ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含) 70% 

期末試験･課題(ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含) 0% 

外部評価・検定結果 0% 

 

■教科書 

 ・ファッション画法（FASHION DRAWING TECHNIQUE） 

■参考文献 

 ・図解服飾用語辞典 杉野芳子編著 

 ・各種ファッション雑誌 

■オフィスアワー・研究室 

 ・オフィスアワー：第一回目授業時にお知らせします。 

 ・研究室：研究棟 2階 6025 ファッション画研究室 

■備考 

 ・進度により内容を変更する場合もあります 

ファッション画Ⅱ 
  數井 靖子 

 1年 後期  必修   （ 1 単位 実習 ） 
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■授業の方針・概要 

  「ファッションとは何か？」この問いに答えるのは容易ではありません。ファッションは私たちにとって最も身近な存在

でありながら、個人と社会、歴史、文化、思想等のあらゆる領域と複雑に絡み合いながら現在に至っています。 

  本授業では、衣服と直接的な身体との関係、社会現象としての流行とメディアとの関係、様々な視点からファッションの

現在的意味を問う展覧会に焦点をあて、「ファッション」について深く考えて行きます。 

■到達目標（学修成果） 

 「ファッション」について、ディスカッションを通して自らのファッション論を導きだすことを目標とします。 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

 本科目は専門必修科目であり、卒業要件科目です。ファッションに関する多角的な視点を持ちながら専門性を高めていく

ための科目です。 

■授業計画 

回数 授業内容 
準備学修 

具体的内容（予習・復習等） 必要時間 

1 回 「ファッション」を考える なぜ衣服を着るのか シラバスの確認 10分 

2 回 Ⅰ．ファッションと身体 ①コルセット 復習：授業ノート確認＋関連事項の調

査 

40分 

3 回             ②化粧 復習：授業ノート確認＋関連事項の調

査 

40分 

4 回             ③女性の服・男性の服 復習：授業ノートの確認＋α 40分 

5 回             ④ディスカッション 予習：ディスカッションの準備 100分 

6 回             ⑤レポートの評価 復習：レポート評価の振返り 20分 

7 回 Ⅱ．ファッションとメディア ①ファッション写真 復習：授業ノート確認＋関連事項の調

査 

40分 

8 回               ②ファッション雑誌  復習：授業ノート確認＋関連事項の調

査 

40分 

9 回               ③かわいい世界 復習：授業ノート確認＋関連事項の調

査 

40分 

10 回               ④ディスカッション 予習：ディスカッションの準備 100分 

11 回               ⑤レポートの評価 復習：レポート評価の振返り 20分 

12 回 Ⅲ．ファッションと展覧会①「ファッションと色彩」展             復習：授業ノート確認＋関連事項の調

査 

40分 

13 回             ②「ラグジュアリー」展 復習：授業ノート確認＋関連事項の調

査 

40分 

14 回             ③「○○○○」展 復習：授業ノート確認＋関連事項の調

査 

40分 

15 回 プレゼンテーションと評価 予習：プレゼンテーションの準備 100分 

■フィードバック（試験の解説、試験・レポート添削返却、メールや学内システム等の活用）方法 

ディスカッション時のレポートは、授業内で受講者同士、担当教師も交えての評価をしてフィードバックしていきます。 

■成績評価の方法・基準  

授業態度・姿勢 30%  

※授業内レポート 2回＋プレゼンテーション 1回 授業内試験・課題（プレゼンテーション含

む） 

70% 

期末試験・課題（プレゼンテーション含む) 0% 

外部評価・検定試験結果 0% 

■教科書 

 毎回プリントを配布します。 

■参考文献 

 授業内で紹介します。 

■オフィスアワー・研究室 

 初回の授業でお知らせします。場所：西洋服飾史研究室（研究棟 4階 6042B） 

■備考 

  沢山の服飾関連の授業を受講している皆さんにとって大事なことは、時に立ち止まり、物事を深く考える時間を持つこと

です。現在、ファッションについて社会学や哲学の立場から論じられている書物が数多く出版されています。それらをヒン

トに日頃からファッションについて深く考えてみましょう。 

ファッション論 
  鈴木 桜子 

 1年 前期  必修   （ 2 単位 講義 ） 
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■授業の方針・概要 

 工業用ボディを使用して布の特性を理解し、目で確かめながら形を作り出すドレーピングで、服の土台となる基本原型を作成

します。アパレルでのパターンメーカー経験やオーダー服を作ってきた経験を生かした授業で、原型の考え方、体型の把握、人

体の構造と衣服の機能性を学びます。 

■到達目標（学修成果） 

・正しいピンの打ち方、天竺の地直しの仕方、基礎的な天竺の扱い方ができるようになること。 

・基本原型の作り方を理解できること。 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

 必修の専門科目で卒業要件単位となります。ディプロマポリシーについては、「ﾄﾞﾚｰﾋﾟﾝｸﾞ&ﾊﾟﾀｰﾝﾒｰｷﾝｸﾞⅠ」は全学生の共通必

修で、ファッション業界で活躍できる専門力向上に資する科目です。 

■授業計画 

回数 授業内容 
準備学修 

具体的内容（予習・復習等） 必要時間 

1 回 立体裁断と原型について 予習：シラバスを読む。 

復習：授業内容を整理し、まとめる。 

10分 

2 回 原型ドレーピング  前身頃 準備：トワルの地直し。 

復習：授業内容を整理し、まとめる。 

30分 

3 回    〃      後身頃 準備：トワルの地直し。 

復習：授業内容を整理し、まとめる。 

30分 

4 回    〃      身頃の修正 準備：トワルの地直し。 

復習：授業内容を整理し、まとめる。 

30分 

5 回    〃      前後スカート 準備：トワルの地直し。 

復習：授業内容を整理し、まとめる。 

30分 

6 回    〃      上下接ぎ合わせ 準備：トワルの地直し。 

復習：授業内容を整理し、まとめる。 

30分 

7 回 パターン作成 復習：授業内容を整理し、まとめる。 10分 

8 回 パターン修正 復習：授業内容を整理し、まとめる。 10分 

9 回    〃 復習：授業内容を整理し、まとめる。 10分 

10 回 原型のユルミ入れ 準備：パターンのトレース。 

復習：授業内容を整理し、まとめる。 

30分 

11 回    〃 復習：授業内容を整理し、まとめる。 10分 

12 回 ユルミ入れ原型の組み立て ユルミ入れ原型の完成 準備：トワルの地直し。 

復習：授業内容を整理し、まとめる。 

30分 

13 回 袖の製図   袖の考え方 準備：トワルの地直し。 

復習：授業内容を整理し、まとめる。 

30分 

14 回 袖付け    袖のいせ込み方法 修正 復習：授業内容を整理し、まとめる。 10分 

15 回 まとめ 復習：授業内容を整理し、まとめる。 10分 

■フィードバック（試験の解説、試験・レポート添削返却、メールや学内システム等の活用）方法 

 課題チェック時に、個々に指導する。 

■成績評価の方法・基準 

授業態度・姿勢 30% 授業態度・姿勢は、出席率や授業に取り組む意欲のこと。 

授業内試験・課題 (ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む) 70% 課題は期日に完成しているかと、完成度のこと。 

期末試験・課題(ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む) 0%  

外部評価・検定結果 0%  

■教科書 

 なし 

■参考文献 

 なし 

■オフィスアワー・研究室 

オフィスアワーについては、第１回目の授業で明示する。 

【研究室】ﾄﾞﾚｰﾋﾟﾝｸﾞ&ﾊﾟﾀｰﾝﾒｰｷﾝｸﾞ研究室（第３校舎１階 3106教室） 

■備考 

 情況により日程および内容を変更する場合もある。

 

ﾄﾞﾚｰﾋﾟﾝｸﾞ&ﾊﾟﾀｰﾝﾒｰｷﾝｸﾞⅠ 
  本間 一郎 

 1年 後期  必修   （ 1 単位 実習 ） 
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■授業の方針・概要 

 学生生活、社会生活における様々な状況や課題に上手に対応する能力、社会人として基本のマナー・コミュニケーションスキ

ルにより対人関係をスムーズにする。 

■到達目標（学修成果） 

 対人関係における目標を達成するために適切かつ有効な社会人としてのコミュニケーション能力、技能をつける事を目標とす

る。学生はこの科目を履修することにより、第一印象の大切さを理解し、印象力を身につける事ができるようになる。 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

 卒業要件の専門必修科目の単位となります。 

ディプロマポリシー（学位授与の方針）については「ソーシャルスキル」は全学生の共通必修で、社会人基礎力の向上に資する

科目です。 

■授業計画 

回数 授業内容 
準備学修 

具体的内容（予習・復習等） 必要時間 

1 回 オリエンテーション 

自己紹介、聴く力とプレゼンテーション力 

予習：シラバスを読み全体の内容を把握 

 

30分 

2 回 コミュニケーション能力Ⅰ 

ソーシャルスキル、コミュニケーション力 

復習：他者のプレゼンテーションを自分

と合わせて振り返る 

40分 

3 回 コミュニケーション能力Ⅱ 

エゴグラム性格診断、対人関係能力 

復習：自分の周りの人間関係について授

業を振り返る 

30分 

4 回 コミュニケーション能力Ⅲ 

ビジネスにおける対人能力 

復習：自分の周りの人間関係について授

業を振り返る 

30分 

5 回 ソーシャルスキル演習Ⅰ 

 

復習：学生生活の中でも意識してみる 60分 

6 回 ソーシャルスキル演習Ⅱ 復習：自分の目指す仕事について授業を

振り返る 

60分 

7 回 ソーシャルマナーⅠ  

印象力の必要性、相手の立場で考える 

復習：自分の目指す仕事について授業を

振り返る 

60分 

8 回 ソーシャルスキルマナーⅡ 

印象の良い話し方 

復習：第一印象について自分の印象を考

える 

60分 

9 回 ソーシャルマナーⅢ  

〃      （ロールプレイング） 

復習：演習の振り返り  60分 

10 回 接客・販売の基本マナーⅣ 

好まれる FAとは、接客販売におけるタブー 

復習：自分の目指す仕事について授業を

振り返る 

60分 

11 回 学生生活のためのソーシャルスキル 復習：学生生活の中でも意識してみる 60分 

12 回 人間関係につまずいた時 復習：友人関係について意識する  60分 

13 回 大学生活のためのソーシャルスキル 復習：学生生活の中でも意識してみる 60分 

14 回 社会人になるためのソーシャルスキル 復習：将来の夢を意識してみる 60分 

15 回 まとめ 授業を振り返って（レポート提出） 

 

60分 

■フィードバック（試験の解説、試験・レポート添削返却、メールや学内システム等の活用）方法 

 授業内でのプレゼンテーション、ディスカッションについてフィードバックを行う。 

■成績評価の方法・基準 

授業態度・姿勢 30％ ※授業姿勢・日常課題を重要視する。 

授業内試験･課題(ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含) 70％ 

期末試験･課題(ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含) 0% 

外部評価・検定結果 0% 

 

■教科書 

 授業の進行に合わせてプリントを配布 

■参考文献 

 なし 

■オフィスアワー・研究室 

 連絡先：講師控室 出講日： 月曜日 

■備考 

日程及び内容は変更する事もあります。

 

ソーシャルスキル 
  宮田 佳子 

 1年 前期  必修   （ 1 単位 演習 ） 

29



【12】 

 

 
 
 
 
■授業の方針・概要 

 就職活動は、単に会社を探し仕事に就くといった作業をするわけではない。自分と向き合い、社会の情報を集め、将来どの

ようなキャリアを形成していくかについて考え、行動することである。短期的な視点ではなく、将来にわたって自分の目指す

ゴールはどこなのか、自分のやりたいことは何か、どんな人生にしたいのか、長期的に考えていくことが重要、かつ必要なこ

とである。キャリアデザインの基本的な考え方や就職活動の流れを理解し、より良い職業選択ができるよう学習する。 

■到達目標（学修成果） 

①「社会」や「働く」とは何か、「キャリアデザイン」とは何かについて理解する。 

②雇用環境の現状を理解し、自己分析を通じて自らのキャリアをデザインする力を身につけることができる。 

③就職活動の準備を通じて、社会で働くために必要な能力を身につけることができる。 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

 この科目は卒業要件単位の専門必修科目です。社会人基礎力とビジネス基礎知識の向上に資する科目です。 

■授業計画 

回数 授業内容 
準備学修 

具体的内容（予習・復習等） 
必要 

時間 

1 回 【オリエンテーション】授業計画、学習の進め方、授業ノ

ート、ワークシート、評価方法、就職活動の流れを説明。 

予習：シラバスを読む 

復習：授業ノートを整理。レポートを作成。 90分 

2 回 【キャリアデザインとは】キャリアデザインの必要性を理

解し、自分のキャリアデザインを考えてみる。 

予習：自分の将来について考えてくる。 

復習：授業ノートを整理。自分史を作成。 
90分 

3 回 【なりたい自分を考える】自分が大切にしていること（価

値観）について考えてみる。 

予習：将来、目指している仕事について考えてくる。 

復習：授業ノートを整理。ワークシートを作成。 
90分 

4 回 【雇用と労働市場】－業界・企業研究 I－ 新卒の雇用と労

働市場を理解し、社会が求める人材について考える。 

予習：学生と社会人の違いについて考えてくる。 

復習：授業ノートを整理。 
90分 

5 回 【産業と職業】－業界・企業研究 Ⅱ－ 社会の中にある働

く場（産業）と働き方（職業）について学ぶ。 

予習：業界・企業研究に関する資料を読む。 

復習：授業ノートを整理。ワークシートを作成。 
30分 

6 回 【業界研究の基本】 －業界・企業研究 Ⅲ－ 業界を幅広く

研究するために情報収集、比較検討のしかたを学ぶ。 

予習：興味・関心あるモノ・コトを調べてくる。 

復習：授業ノートを整理。業界研究シートを作成。 
90分 

7 回 【企業・職種研究の基本①】 －業界・企業研究 Ⅳ－ 企業

の情報から、自分にあった企業選びの方法を学ぶ。 

予習：興味・関心ある会社について調べてくる。 

復習：授業ノートを整理。企業研究シートを作成。 
90分 

8 回 【企業・職種研究の基本②】－業界・企業研究 V－ 企業の

価値観から、自分にあった企業選びの方法を学ぶ。 

予習：自分が大切している価値観を考えてくる。 

復習：授業ノートを整理。企業研究シートを作成。 
90分 

9 回 【自己分析とは】 

就職活動と自己分析の関係性とその方法を学ぶ。 

予習：生まれた日から今日までの自分を振り返る。 

復習：授業ノートを整理。ワークシートを作成。 
90分 

10 回 【自己 PR①】－文章で自分をアピールする方法 I－ エント

リーシートの持つ意味・種類、作成のポイントを学ぶ。 

予習：エントリーシート・履歴書に関する資料を読む。 

復習：授業ノートを整理。ワークシートを作成。 
90分 

11 回 【自己 PR②】－文章で自分をアピールする方法 Ⅱ－ 自分

の強みを文章で伝える方法を学ぶ。（自己 PR)  

予習：自分の強みを考えてくる。 

復習：授業ノートを整理。ワークシートを作成。 
90分 

12 回 【自己 PR③】－文章で自分をアピールする方法 Ⅲ－ 自分

の価値観を文章で伝える方法を学ぶ。（職業観・価値観）  

予習：自分が大切にしていることを考えてくる。 

復習：授業ノートを整理。ワークシートを作成。 
90分 

13 回 【自己 PR④】－文章で自分をアピールする方法 Ⅳ－ 企業

に入社したい理由を伝える方法を学ぶ。（志望動機） 

予習：志望する会社を調べておく。 

復習：授業ノートを整理。ワークシートを作成。 
90分 

14 回 【自己 PR⑤】－言葉で自分をアピールする方法－ 面接の持

つ意味・種類、アピール方法について学ぶ。 

授業ノートを提出。 

予習：面接・マナーに関する資料を読む。授業ノートを

整理し提出の準備をする。 

復習：レポート作成。 
90分 

15 回 【まとめ】 

キャリアデザインとは（就職活動の流れについて） 

授業ノートのフィードバックを行う。 

予習：就職活動に関する資料を読む。 

復習：授業内で学んだことを復習し、就職活動に向け準

備をする。 

30分 

■フィードバック（試験の解説、試験・レポート添削返却、メールや学内システム等の活用）方法 

 ワークシート、授業ノートは、添削後一人ひとりにフィードバックします。 

■成績評価の方法・基準 

授業態度・姿勢 30%  

授業内課題 70% ワークシートは授業内提出 。 14回に授業ノートを提出。 

期末試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む） 0%  

外部評価・検定結果 0%  

■教科書 

 『CAREER GUIDE BOOK』杉野学園就職部。授業で必要とする資料は、適宜小冊子やプリントなどで配布する。 

■参考文献 

 授業中に適宜紹介する。 

■オフィスアワー・研究室 

 就職課 月曜-金曜 9:00-17:00 

■備考 

 就職活動に関する個別の相談を希望される方は、就職課で面談予約を取ってください。授業時間外になります。

 

キャリアデザイン 
  森田 裕子  (露木 麻衣子) 

 1年 前期  必修   （ 2 単位 講義 ） 
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■授業の方針・概要 

 全国展開の婦人服小売業チェーンにおける実務経験を活かし、ファッション産業での販売業務の役割と重要性を理解してもら 

う。教科書と実務経験の融合から販売業務の基礎知識とテクニックを学ぶ。現場感を確認することで販売業務の奥深さと楽しさ 

を感じ取ってもらう。販売業務を通して、社会人として人としていかにあるべきかを学ぶ。 

■到達目標（学修成果） 

 ファッション販売能力検定 3級以上の実力を身に付け、ファッションアドバイザー、コーディネーターとしてライフスタイル 

全般の提案ができる基本スキルを習得する。 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

 この科目は、専門必修科目であり、卒業要件科目の単位です。実社会に出た時に、新たな力となる考え方の基盤を作ることが

でき、２年間の各講座の積極的理解のかなめとなります。 

■授業計画 

回数 授業内容 
準備学修 

具体的内容（予習・復習等） 必要時間 

1 回 ファッション業界人にあるべき姿－問われる総合的な人間力 

 

復習：社会人、学生である前に人として

のあり方を考える 

20分 

2 回 マーケティングについて学ぶ（174～197）  

 

復習：プリント整理と次回の予習 20分 

3 回 ファション販売知識を学ぶ（8～19） 

 
復習：プリント整理と次回の予習 20分 

4 回 ファッション販売技術を学ぶ（20～45）（担当：岩井） 

 
復習：プリント整理と次回の予習 20分 

5 回 商品知識１（アイテム）を学ぶ（46～75） 

 
復習：レポート完成と次回の予習 20分 

6 回 商品知識 2（インナー、雑貨）を学ぶ（76～93） 

 
復習：プリント整理と次回の予習 20分 

7 回 商品知識 3（素材、ディテール）を学ぶ（94～117） 

 
復習：プリント整理と次回の予習 20分 

8 回 商品知識 4（柄、色彩、）を学ぶ（118～135） 

 
復習：プリント整理と次回の予習 20分 

9 回 商品知識 5（サイズ,副資材）を学ぶ（136～151） 

 
復習：プリント整理と次回の予習 20分 

10 回 売り場づくりを学ぶ（152～173 ）（担当：岩井） 

 
復習：プリント整理と次回の予習 20分 

11 回 検定試験 3級問題への取り組みと解答解説 

 
復習：解答解説の振返り 20分 

12 回 販売スタッフの業務(198～213) （担当：岩井） 

 
復習：プリント整理 20分 

13 回 販売現場におけるファッション産業の未来について学ぶ 

 
復習：プリント整理 20分 

14 回 「まとめ」として、総合的な理解力を確認する 

 
復習：プリント整理 20分 

15 回 「まとめ」として、総合的な理解力を確認する 

 
復習：解答解説の振返り 20分 

■フィードバック（試験の解説、試験・レポート添削返却、メールや学内システム等の活用）方法 

 各回講義内で課題設定し、次回の講義で発表。 

■成績評価の方法・基準 

授業態度・姿勢 30%  
授業内試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む） 70% 

期末試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む）  % 

外部評価・検定試験結果  % 

■教科書 

 ファッション販売３ （日本ファッション教育振興協会編）     

■参考文献                            

 「ファッション販売能力検定 3級問題集」 

■オフィスアワー・研究室 

 オフィスアワーの日時については初回授業で提示します。教務課 

■備考 

教科書は必ず準備し毎回持参してください。 

 

 

ファッション販売論 
  大极 勝 ・岩井 光枝 

 1年 後期  必修   （ 2 単位 講義 ） 
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■授業の方針・概要 

 担当講師のファッションビジネス経験を活かし、ファッションビジネスにおける接客販売の役割や重要性を知り、その基礎と

テクニックを学びながら実際に商品を使っての販売模擬演習(ロールプレイング)を行う。 

 

■到達目標（学修成果） 

 基本的挨拶、アプローチのタイミング、商品説明の方法など購買心理をベースとした、現代のセールステクニックの基礎を身

につける。 

 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

 卒業要件の専門必修科目の単位となります。 

ディプロマポリシー（学位授与の方針）については「ファッション販売演習Ⅰ」は全学生の共通必修で、ファッション業界で

活躍できる専門力向上に資する科目です。 

■授業計画 

回数 授業内容 
準備学修 

具体的内容 

（予習・復習等） 

必要時間

（分） 

1 回 販売の基本について（ファッションの定義） 復習として自宅でテキストを読み返す 30分 

2 回 販売スタッフの基本Ⅰ（販売形態の変遷） 復習として自宅でノート整理 30分 

3 回 販売スタッフの基本Ⅱ（ファッション販売の領域） 復習とし自宅でノート整理 30分 

4 回 総合的販売の流れ（購買心理の８段階） 復習として自宅でノート整理 30分 

5 回 販売テクニックⅠ（待機の姿勢とアプローチ（演習室）） 復習として自宅で演習 30分 

6 回 販売テクニックⅡ（カウンセリング、プレゼンテーション 

（演習室）） 

復習として自宅で演習 30分 

7 回 ロールプレイングⅠ（待機～プレゼン （演習室）） 復習として自宅で演習 30分 

8 回 販売演習リサーチ （専門店の接客体験リサーチ、ホスピタ

リティを意識した販売とは） 

復習として自宅で演習 120分 

9 回   〃  発表（プレゼンテーション力） 復習として自宅で演習 30分 

10 回 関連販売 （褒める効果と豊かな表現力） 復習として自宅で演習 30分 

11 回 ディスプレイ演習（VMDの基本） 復習として自宅で演習  30分 

12 回 販売テクニックⅢ（クロージング、お見送り） 復習として自宅で演習 30分 

13 回 ロールプレイングⅡ（グループを組んでの模擬販売（演習室） 復習として自宅で演習 30分 

14 回 ロールプレイングⅢ（購買心理の 8段階の実践（演習室）） 復習として自宅で演習 30分 

15 回 コミュニケーション力（チーム接客の重要性を学ぶ(演習室)） 復習として自宅で演習 30分 

■フィードバック 

8回の接客リサーチを 15回で返却。 

■成績評価の方法・基準 

授業態度・姿勢 30% 

授業内試験･課題(ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含) 70% 

期末試験･課題(ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含) 0% 

外部評価・検定結果 0% 

■教科書 

 基本的には「すごい接客」を教科書とし、必要に応じて資料配布いたします。 

■参考文献 

 なし 

■オフィスアワー・研究室 

 連絡先：講師控室（大学校舎 1階） 出講日：月曜日 

■備考 

 毎回、教科書を持参ください。 

 

ファッション販売演習Ⅰ 
  宮田 佳子 

 1年 後期  必修   （ 1 単位 演習 ） 
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■授業の方針・概要 

WORD、EXCEL、POWERPOINTは様々なシーンにおいて使用する事が想定されるソフトです。これらの基礎力を養い、目的に応じ

てソフトを使いこなす基礎力を身に付けてゆく。個人で課題に取り組むだけでなく、グループ制作を通して互いの知識を共有、

助け合い、教えあう事を通して基礎力を定着させてゆく。また、デジタル・ネットワーク社会において安全に情報を活用してゆ

くことを学ぶ。  

■到達目標（学修成果） 

 コンピュータの操作に慣れ、基本的なコンピュータ用語や情報モラルを理解することを目標とする。 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

 専門選択科目（要履修）の卒業要件単位である。社会で活躍するための社会人基礎力向上に資する科目である。 

■授業計画 

回数 授業内容 
準備学修 

具体的内容（予習・復習等） 必要時間 

1 回 
初回ガイダンス、コンピューター室使用の

ルール、activemail、manabaの使い方 

復習：manaba・activemail を自宅、あるいは自分のモバ

イルからログインし操作してみる。 

課題：文字入力 

90分 

2 回 POWERPOINTの基本操作① 

予習：教科書 P268～322 を確認しておく 

課題：情報モラルについてリサーチ 
復習：今日学んだ事の練習課題 

90分 

3 回 
POWERPOINT の基本操作②／情報モラルにつ

いて／manabaのコミュニティを活用する 
課題：グループでリサーチ 90分 

4 回 課題制作② 課題：グループでリサーチ、作成 90分 

5 回 課題制作③ 
予習：発表に向けた練習 

課題：グループで作成 
90分 

6 回 
課題発表・講評（学生間相互評価、自分たちの

課題について振り返りを行う） 

他者の発表を見た上で自分の発表について振り返りと、他

者の発表についてのレポート。 
90分 

7 回 
Windows基本操作 

Wordの基本操作（文書レイアウト） 

予習：教科書 P91～120まで目を通しておく 

課題：文章入力・テキストの練習課題 
90分 

8 回 
Word書式応用（表作成、段組設定、SmartArt、

文書スタイル、オブジェクトの挿入） 

予習：教科書 P125～144を確認しておく 

復習：文書レイアウト・テキストの練習課題 
90分 

9 回 Word 表作成（表の作成と編集） 
予習：教科書 P146～158を確認しておく。 
課題：表の完成 90分 

10 回 Word書式応用(文字デザイン)  
予習：教科書 P160～179 を確認しておく 
復習：今日学んだ事の練習課題 90分 

11 回 課題制作（チラシ作成） 課題・予習：課題作成、発表に向けての準備 90分 

12 回 
課題発表と振り返り（発表時に manaba を通じて

学生間相互評価をしてもらう。客観的に自分の作

品を振り返り）、ブラッシュアップしてもらう。 
課題：振り返りを manaba に記入しておく 90分 

13 回 
Excelの基本操作①（基本、データー入力、

表作成・関数） 

予習：教科書 P186～230 を確認しておく 
復習：今日学んだ事の練習課題 
課題：テキストの練習課題 

90分 

14 回 
Excelの基本操作②（関数・グラフ作成、デ

ーターベース作成） 

予習：教科書 P231～266 を確認しておく 
復習：今日学んだ事の練習課題、 90分 

15 回 
Excelの基本操作③（グラフ、データーベー

ス作成） 
復習：今日学んだ事の練習課題 90分 

■フィードバック（試験の解説、試験・レポート添削返却、メールや学内システム等の活用）方法 

 学内システム（manaba）を活用し、フィードバックを行う。 

■成績評価の方法・基準 

授業態度・姿勢 30% 授業に対する積極的な態度、提出物の内容、発表での態度と発表内容、manaba での

振り返り等総合して成績評価致します。 
それ以外の評価基準については、授業内に指示します。 

授業内試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む） 70% 

期末試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む） 0% 

外部評価・検定試験結果 0% 

■教科書 例題 30+演習問題 70 でしっかり学ぶ Word／Excel／PowerPoint 標準テキスト（定平誠著、技術評論社） 

■参考文献 必要があればその都度アナウンスする。  

■オフィスアワー・研究室 オフィスアワーについては、第一回目の授業で指示する。研究室 研究棟 1階 6012B  

■備考 

 教室 PCにログインする為には、システム課より発行された ID（個人アカウント）とパスワードが必要となるので忘れない。 

授業内容は進行具合により、前後する可能性がある。その場合は事前にアナウンスする。 

サポートを行なっているので、積極的に利用して欲しい。 

コンピュータ基礎Ⅰ 
  水越 綾 

 1年 前期  選択（要履修）   （ 1単位 演習 ） 
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■授業の方針・概要 

 2 年次以降、Photoshop,Illustrator を使用した授業を履修する上での基礎的スキルを身につける授業です。本授業では、これらアプリケーションの基礎的なス

キルを身に付ける事に重点を置き、練習と課題制作をおこなう。個別に課題に取り組んでもらうだけではなく、発表を通して他者の作品に触れ、様々な視点や感性

と触れ合い、そこからさらに自分自身の作品と客観的に向き合い、改善してゆける力を養うための練習を行う。 

試行錯誤しながら自由に制作に取り組んでゆく雰囲気を大切にして、確実なスキル向上を目差す。 

■到達目標（学修成果） 

Adobe Photoshop, Illustrator の基礎を理解し、それぞれの機能や用途の違いをしっかり理解し、目的に応じた使い分けやソフトを連携して作業が行えるよう

な力が付く事を目標とする。 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

 専門選択科目（要履修）の卒業要件単位である。社会で活躍するための社会人基礎力向上に資する科目である。 

■授業計画 

回数 授業内容 
準備学修 

具体的内容（予習・復習等） 必要時間 

1 回 

初回ガイダンス 

PHOTOSHOP 基礎①練習課題１-1（新規作成、色調補正、変形、

レイヤー、保存形式、ペンツール、フィルタ、塗りつぶし） 

予習：教科書 P12､13 までを確認しておく。復習：練習課題・授業内で

分からない事があれば、動画教材を確認して復習しておく。 
90 分 

2 回 

PHOTOSHOP 基礎②練習課題 1-2（新規作成、色調補正、変形、

レイヤー、保存形式、ペンツール、フィルタ、塗りつぶし） 

課題提出後、manaba に振り返りと内省 

予習：教科書 P186-221 まで確認しておく。復習：練習課題・授業内で

終わっていない場合、動画教材を確認して復習しておく。提出課題につ

いて manaba でコメントをするので、修正の有無を確認し、必要があれ

ば修正後再提出を行なっておく。  

90 分 

3 回 PHOTOSHOP 基礎③練習課題 2 

予習：教科書 P222-233 まで確認しておく。復習：練習課題で分からな

い箇所があれば、動画教材を確認して復習しておく。提出課題について

manaba でコメントをするので、修正の有無を確認し、必要があれば修正

後再提出を行なっておく。 

90 分 

4 回 
PHOTOSHOP 基礎④練習課題 3-1（新規作成、色調補正、変形、

レイヤー、保存形式、ペンツール、フィルタ、塗りつぶし） 

予習：教科書 P268-284、290-299 で確認しておく。復習：練習課題で分

からない箇所があれば、動画教材を確認して復習しておく。提出課題に

ついて manaba でコメントをするので、修正の有無を確認し、必要があ

れば修正後再提出を行なっておく。 

90 分 

5 回 

PHOTOSHOP 基礎⑤練習課題 3-2（新規作成、色調補正、変形、

レイヤー、保存形式、ペンツール、フィルタ、塗りつぶし） 

課題提出後、manaba に振り返りと内省 

予習：教科書 P268-284、290-299 で確認しておく。復習：練習課題・授

業内で終わっていない場合、動画教材を確認して復習しておく。提出課

題について manaba でコメントをするので、修正の有無を確認し、必要

があれば修正後再提出を行なっておく。 

90 分 

6 回 
PHOTOSHOP 基礎⑥練習課題 4（ペイント系ツール、グラデーシ

ョン、マスク、レタッチ） 

予習：教科書 P236-266、286-289 まで確認しておく。復習：練習課題で

分からない箇所があれば、動画教材を確認して復習しておく。提出課題

について manaba でコメントをするので、修正の有無を確認し、必要が

あれば修正後再提出を行なっておく。 

90 分 

7 回 
PHOTOSHOP 個別課題作成①（服飾造形基礎との連携課題：ワン

ピースのイメージコラージュ） 

予習：課題に必要な素材を集めておく。コラージュ作品を図書館等で調

べて、具体的なイメージを考えておく。 

課題・復習：今まで学んだ機能を活用して課題制作を進めておく。 

90 分 

8 回 
PHOTOSHOP 個別課題作成②（服飾造形基礎との連携課題：ワン

ピースのイメージコラージュ） 
課題・復習：課題に必要な素材を集め、課題を完成させる。 90 分 

9 回 

課題発表と振り返り（発表時に manaba を通じて学生間相互評

価をしてもらう。客観的に自分の作品を振り返り）、ブラッシ

ュアップしてもらう 

予習：発表の準備をしておく。 

復習：他者の作品を見た上で、自身の作品の振返りを manaba に記入す

る。作品のブラッシュアップを行い再度提出する。 

90 分 

10 回 
ILLUSTRATOR 基礎①（画面構成、新規作成、レイヤー、図形描

画（塗り、線）、ペンツール練習） 

予習：教科書 P25-32 を確認しておく。 

復習：練習課題で分からない箇所があれば、動画教材を確認して復習し

ておく。提出課題について manaba でコメントをするので、修正の有無

を確認し、必要があれば修正後再提出を行なっておく。 

課題：造形との連携課題についてリサーチ、アイデアスケッチを描いて

考えておく。 

90 分 

11 回 

ILLUSTRATOR 基礎①（画面構成、新規作成、レイヤー、図形描

画（塗り、線）、ペンツール練習）／データスキャン、 

ILLUSTRATOR を使った課題作成①服飾造形基礎との連携課題 

復習：練習課題で分からない箇所があれば、動画教材を確認して復習し

ておく。提出課題について manaba でコメントをするので、修正の有無

を確認し、必要があれば修正後再提出を行なっておく。 

課題：ロゴ作成の為のコンセプト作成、配色計画、アイデアスケッチ 

90 分 

12 回 ILLUSTRATOR を使った課題作成②服飾造形基礎との連携課題 
課題：課題を進めておく。図書館を利用して、雑誌やポスター等のレイ

アウトを見ておく。 
90 分 

13 回 

ILLUSTRATOR を使った課題作成③服飾造形基礎との連携課題 

Photoshop と Illustrator の連携課題①（それぞれのアプリケ

ーションで作成したデーターをまとめる） 

課題：課題を進めておく。図書館を利用して、雑誌やポスター等のレイ

アウトを見ておく。 
90 分 

14 回 
Photoshop と Illustrator の連携課題②（それぞれのアプリケ

ーションで作成したデーターをまとめる） 
課題・予習：発表に向けて必要資料の準備 90 分 

15 回 

課題発表と振り返り（発表時に manaba を通じて学生間相互評

価をしてもらう。客観的に自分の作品を振り返り）、ブラッシ

ュアップしてもらう。 

復習：他者の作品を見た上で、自身の作品の振返りを manaba に記入す

る。作品のブラッシュアップを行い再度提出する。  
90 分 

■フィードバック（試験の解説、試験・レポート添削返却、メールや学内システム等の活用）方法 

 学内システム（manaba）を活用し、フィードバックを行う。 

■成績評価の方法・基準 

授業態度・姿勢 30% 

授業内試験･課題(ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含) 70% 

期末試験･課題(ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含) 0% 

外部評価・検定結果 0% 

■教科書 『Illustrator&Photoshop 操作とデザインの教科書』（ピクセルハウス（著）、技術評論社） 

■参考文献 すべての人に知っておいてほしい 配色の基本原則（大里浩二 (監修), フレア (編集) エムディエヌコーポレーション）  

必要があればその都度アナウンスする。 

■オフィスアワー・研究室 オフィスアワーについては、第一回目の授業で指示する。研究室 研究棟 1 階 6012B 

■備考 授業内容は進行具合により、前後する可能性がある。その場合は事前にアナウンスする。サポートを行なっているので、積極的に利用して欲しい。 

コンピュータ基礎Ⅱ 
  水越 綾 

 1年 後期  選択（要履修）   （ 1単位 演習 ） 
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■授業の方針・概要 

 服飾造形の出発点である「人体のかたち」を構造的に捉えながら人物のイメージを表現するための「描画の訓練」を体験する。

主に色鉛筆で描くことを通して、美術解剖学をもとにした骨格のイメージを知識として身につける。描画技術の上手、下手では

なく、授業内容の理解度を重視する。 

■到達目標（学修成果） 

 人体を構造的に捉える表現力や服飾造形に必要な視点と描写力を身につける。「かたち（形態）」と「構造」の知識を学ぶこと

で見たこと、思いついたこと、そして感じたことをダイレクトに絵で表現することができるようになることを目標とする。 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

 この科目は、専門選択科目の卒業要件科目である。服飾造形の基礎になる人物表現の力を高める為の選択科目である。 

■授業計画 

回数 授業内容 
準備学修 

具体的内容（予習・復習等） 必要時間 

1 回 オリエンテーション／授業概要、道具、遠近法、陰影、立体

構造などについて。 

材料準備、遠近法の復習をする。 30分 

2 回 「基本形態」／概念としての立体表現。円柱、立方体。遠近

法（パースペクティブ）と構造を踏まえた描写方法。 

パースペクティブを念頭に幾何形態の

形が正確にとれるまで復習をする。 
30分 

3 回 「形態の把握」／リンゴをモチーフに「自然」の中の秩序を

探る。表面的ではなく、立体構造を考えた描写。色鉛筆の技

法。※前回課題講評。 

身の回りのものを単純な形態に置き換

えて観察し、スケッチする。 
30分 

4 回 「人体構造について」／美術解剖学に基づく骨格構造、プロ

ポーション、位置関係、性差、人種差による形態イメージの

比較など。※前回課題講評。 

配布された資料プリントや日常生活に

おける人体観察で骨格構造を復習する。 
30分 

5 回 「模写」／S字の動き。過去の画家の作品を通して人体表現

を学ぶ。（ハッチングについて） 

人物関係の作品集、写真集、資料集など

を参考に見ておく。 

60分 

6 回 「人体の立体構造①②」／運動する人体のイメージ。単純化

した形とワイヤードローイングで動きの中の立体構造を探

る。※前回課題講評。 

人物の動きをおおまかに捉える練習（ク

ロッキー）を行う。 
30分 

7 回 「人体の立体構造③」／視点の変化と人体構造。※前回課題

講評。 

日常生活において、人体を多面的に捉え

観察、クロッキーを行う。 
30分 

8 回 「人体のイメージ」／イメージクロッキー。美術解剖学の視

点からの描写。※前回課題講評。 

骨格の動きを意識してクロッキーによ

る復習をする。 
30分 

9 回 「クロッキー①」／ヌードモデル ～ 静止した人体。 骨格構造、人体比例についての復習をす

る。 
30分 

10 回 「クロッキー②」／ヌードモデル ～ 動く人体。 

※前回課題講評。 

骨格構造、人体比例、動きによる重心や

骨格の変化についての復習をする。 
30分 

11 回 「人体デザイン①」／人体と衣服の関係の分析。 日常生活における人体と衣服の関係の

観察、クロッキーを行う。 
30分 

12 回 「人体デザイン②」／シルエットの再生。 

※前回課題講評。 

日常生活における人体と衣服の関係の

観察、クロッキーを行う。 
30分 

13 回 「人体デザイン③」／運動する人体のデザイン。 

※前回課題講評。 

日常生活における動きのある人体と衣

服の観察、クロッキーを行う。 
30分 

14 回 「人体デザイン④」／人体イラストレーション。 

※前回課題講評。 

授業内で配布されたすべてのプリント

類を再確認し、復習しておくこと。 

60分 

15 回 まとめ／作品ファイルの講評。 作品ファイルをまとめる。 30分 

■フィードバック（試験の解説、試験・レポート添削返却、メールや学内システム等の活用）方法 

 基本的に各回の授業冒頭に前回課題の総合講評を行う。最終作品ファイルは個別講評、採点後に返却する。 

■成績評価の方法・基準 

授業態度・姿勢 30% 出席状況、取り組みの姿勢 

授業内試験･課題(ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含) 70% 理解度、通常作品、ファイル等 

期末試験･課題(ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含) 0%  

外部評価・検定結果 0%  

■教科書 

 授業の進行に合わせて、プリントで配布する。 

■参考文献 

 なし 

■オフィスアワー・研究室 

 月曜日、火曜日 （12時 10分〜12時 50分） 連絡研究室 大学表現演習研究室（第三校舎 1階） 

■備考 

 毎回、授業冒頭に重要項目の説明を行う。 

 

ドローイング 
  土屋 純一 

 1年 後期  選択   （ 1 単位 実習 ） 
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■授業の方針・概要 

 手芸（Hand craft）は、世界各地で古い昔から行われその土地の生活に合った特有の色や模様が作り出されて来ました。 

 本授業では様々な刺しゅうの知識を深め、基礎となる刺しゅうの材料（布・糸・針など）の扱い方や技法を学びます。編み物

はかぎ針編みの基礎を学びます。 

■到達目標(学修成果) 

 様々な刺しゅうを学習し基本的な技法が習得出来ます。刺しゅう小物を制作して生活の中にデザインを取り入れられるように

することを目標とします。 

 また、図案を構成し刺しゅう技法を組み合わせる応用力をつけることも目指します。編み物はかぎ針の基礎技法・仕上げ方が 

 習得できます。 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の 

 専門の選択科目で卒業要件単位となり、服飾造形の基礎力の向上に資する科目です。 

■授業計画 

回数 授業内容 
準備学修 

具体的内容（予習・復習等） 必要時間 

1 回 様々な刺しゅうを知る 刺しゅう材料（布・糸・針など）の

取り扱い方 図案の写し方 

予習：シラバスを読む 10分 

2 回 フランス刺しゅう基礎 サンプラーの制作 アウトラインス

テッチ バック S ランニング S  

復習：アウトライン S バック S ラン

ニング S ブランケット Sの確認 

10分 

3 回 フランス刺しゅう基礎  チェーン S レイジーデイジーS 

フレンチノットの刺し方 

復習：チェーン S レイジーデイジーS 

フレンチノットの確認 

10分 

4 回 フランス刺しゅう基礎  サテン S バリオン S等の刺し方 復習：サテン S バリオン Sの確認 

予習：リボン刺しゅうについて調べる 

10分 

10分 

5 回 リボン刺しゅう  リボン刺しゅう基礎 復習：リボン刺しゅうの確認 10分 

6 回 ビーズ・スパンコール刺しゅう  ビーズ・スパンコール刺

しゅう基礎 

復習：ビーズ刺しゅうの確認 

予習：図案を考える 

10分 

7 回 アップリケ刺しゅう  アップリケの留め方 

刺しゅうの応用 自由図案による刺しゅうの制作 

復習：アップリケの確認 

 

10分 

 

8 回 刺しゅうの応用制作 復習：刺しゅうの応用の確認 10分 

9 回 刺しゅうの仕上げ方 予習：かぎ針編みについて調べる 10分 

10 回 かぎ針編みの基礎 ピンクッションの制作 

かぎ針の持ち方 糸のかけ方 作り目の仕方 

復習：かぎ針編みの基礎の確認  10分 

11 回 かぎ針編みの基礎 長編み・細編みの編み方  復習：長編み・細編みの確認 10分 

12 回 かぎ針編み  長編み・細編みの編み方 立ち上がりの仕方 復習：長編み・細編みの確認 10分 

13 回 かぎ針編み  糸の替え方 復習：糸の替え方の確認 10分 

14 回 かぎ針編み  縁の始末 とじの仕方 ニットの仕上げの方

法 

復習：とじ方・仕上げ方の確認。 10分 

15 回 授業で制作した作品において習得した技法と調べた知識を整

理する 

復習：授業で制作した作品の基礎技法と 

   知識を確認する。 

30分 

■フィードバック（試験の解説、試験・レポート添削返却、メールや学内システム等の活用）方法 

 作品返却時にその都度講評をします。 

■成績評価の方法・基準 

授業態度・姿勢 30% 

授業内試験･課題(ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含) 70% 

期末試験･課題(ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含) 0% 

外部評価・検定結果 0% 

■教科書 

 授業時に適宜プリントを配布します。 

■参考文献 

 なし 

■オフィスアワー・研究室 

 教務課 「前期」火曜日 15：25～17：40 

■備考 

別途教材費がかかります 

服飾手芸（ニットを含む） 
  永田 貴恵子 

 1年 前期  選択   （ 1 単位 実習 ） 
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■授業の方針・概要 

 画像設計演習での使用ソフトは、Photoshop、4D-BOX（素材設計）、 Power Pointの計 3つです。それぞれのソフトの基本操

作や特徴を学び、実際に作品を制作しながら技法を習得し、表現力の拡大を図ります。 

■到達目標（学修成果） 

 それぞれのソフトを活用し、連動させながら、デザイン考案やプレゼンテーションが出来る技術を身につけることを目標とし

ます。 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

 この教科は、専門選択科目で卒業要件科目の単位となります。専門コースに拘らず選択することができ、ファッション業界で

活躍できる専門力向上に資する科目です。 

■授業計画 

回数 授業内容 
準備学修 

具体的内容（予習・復習等） 必要時間 

1 回 オリエンテーション 

4D-BOX（素材設計） 

基本操作 ポルカ 

予習：シラバスを読む。 

復習：ノートの整理。 

30分 

2 回 4D-BOX（素材設計） 

基本操作 ストライプ 

復習：ノートの整理。 20分 

3 回 4D-BOX（素材設計） 

基本操作 織り柄 

復習：ノートの整理。 20分 

4 回 ブランド立案に向けてのデザイン出し① 

 

予習：図書館・インターネットにて資料

収集。 

20分 

5 回 ブランド立案に向けてのデザイン出し② 

ハンガーイラスト 5体 

復習：ノートの整理。 20分 

6 回 Photoshop 

作成した絵型に、4D-BOXで作成した柄をのせる 

復習：ノートの整理。 20分 

7 回 Photoshop 

作成した絵型に、4D-BOXで作成した柄をのせる 

復習：ノートの整理。 20分 

8 回 Photoshop 

テキスタイルのレイアウト、画像作成。 

復習：ノートの整理。 20分 

9 回 Photoshop 

絵型のレイアウト、画像作成。 

復習：ノートの整理。 20分 

10 回 Photoshop 

画像作成 

復習：ノートの整理。 20分 

11 回 Power Point 

プレゼン資料作成。 

予習：図書館・インターネットにて資料

収集。 

20分 

12 回 Power Point 

プレゼン資料作成。 

予習：図書館・インターネットにて資料

収集 

20分 

13 回 Power Point 

プレゼン資料作成。 

予習：プレゼン準備。 60分 

14 回 Power Point 

各自の作品をプレゼンテーション。 

予習：プレゼン準備。 60分 

15 回 講評、まとめ。  60分 

■フィードバック（試験の解説、試験・レポート添削返却、メールや学内システム等の活用）方法 

 ・作品課題の提出は、PC関係はデスクトップ上の配布提出 BOXへデータでの提出。 

指定された日時までに提出のこと。元データは各自で保存しているため、返却はなし。 

 ・試験はなし。 

・プレゼンテーションにて発表の際に講評あり。 

■成績評価の方法・基準 

授業態度・姿勢 30%  
授業内課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む） 70% 

期末試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む） 0% 

外部評価・検定試験結果 0% 

■教科書 

 必要に応じてプリント配布。 

Fashion Ruler（教材） 

■参考文献 なし 

■オフィスアワー・研究室 
火曜日 14：00～15:00 

デザイン CG研究室（研究棟１F） 

■備考 進度により、日程および内容の変更あり。 

画像設計演習 
  白木 ゆみ香 

 1年 前期又は後期  選択   （ 1 単位 演習 ） 
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■授業の方針・概要 

 この科目は、服飾造形の基礎として、平面における構成力を養う授業である。幾何学形態、オーガニックな形態、自然界に存在する様々な形、

文字・記号などを用い構成演習を行う。又、シンメトリー、アシンメトリー、レピテーションなどの服飾デザインにおいて重要な構成テクニッ

クを修得し、専門科目及び将来の造形活動の中に生かすことの出来る構成の基礎を学ぶ。 

■到達目標（学修成果） 

 ファッションデザイン及び、服飾素材（プリント柄、テキスタイル他）のデザインと実制作の中に応用できるような基礎的な構成力を身に付

ける事をめざす。 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

 専門選択科目の卒業要件単位であり、造形の基礎を学ぶ事ができる。発想力・創造力の向上に資する科目です。 

■授業計画 

回数 授業内容 
準備学修 

具体的内容（予習・復習等） 
必要

時間 

1回 

オリエンテーション（授業の内容、目的に関する説明） 

Ⅰ 充塡構成（課題作成後は、皆で他者の課題作品を鑑賞する。

その後、自身の作品をブラッシュアップする） 

課題・宿題：他者の作品を見た上で自身の作品の振り返り

を記録しておく。／アイデアノートを用意し、思いついた

事を描き留める。 

45分 

2回 
Ⅱ 配置による構成・線（課題作成後は、皆で他者の課題作品

を鑑賞する。その後、自身の作品をブラッシュアップする） 
課題・宿題：アイデアノートに思いついた事を描き留める。 45分 

3回 

デザインのまとめ方①（ｼﾝﾒﾄﾘｰ・ﾊﾞﾗﾝｽ・ｺﾝﾄﾗｽﾄ） 

デザインのまとめ方②（プロポーション（比率・比例・黄金

比）） 

Ⅲ プロポーションを意識した構成（テーマに基づいた構成を

考える－構成のコンセプト、アイデアスケッチ、配色計画を

考え、面談を行いながら検討してゆく。） 

課題・宿題：テーマに基づいた構成のアイデアを考える。

構成だけでなく、配色計画も考える。／アイデアノートに

思いついた事を描き留める。 

45分 

4回 
Ⅲ プロポーションを意識した構成（決定した構成を実制作し

てゆく） 

課題・宿題：課題を進める。アイデアノートに思いついた

事を描き留める。 
45分 

5回 
Ⅲ プロポーションを意識した構成（決定した構成を実制作し

てゆく） 

課題・宿題：課題を完成させる。アイデアノートに思いつ

いた事を描き留める。 
45分 

6回 
Ⅲ プロポーションを意識した構成（プレゼンテーションと振

返り） 

課題・宿題：プレゼンテーションで他者の作品を見た上で

自身の作品の振返りを行い、manabaにコメントする。／ア

イデアノートに思いついた事を描き留める。 

45分 

7回 

デザインのまとめ方③（ﾘｽﾞﾑ・ﾊｰﾓﾆｰ・変化の統一・ｱｸｾﾝﾄ） 

Ⅳ 幾何学形態による構成（テーマに基づいた構成を考える－

構成のコンセプト、アイデアスケッチ、配色計画を考え、面

談を行いながら検討してゆく。） 

課題・宿題：テーマに基づいた構成のアイデアを考える。

構成だけでなく、配色計画も考える。／アイデアノートに

思いついた事を描き留める。 

45分 

8回 Ⅳ 幾何学形態による構成（決定した構成を実制作してゆく） 
課題・宿題：課題を進める。アイデアノートに思いついた

事を描き留める。 
45分 

9回 Ⅳ 幾何学形態による構成（決定した構成を実制作してゆく） 
課題・宿題：課題を進める。アイデアノートに思いついた

事を描き留める。 
45分 

10回 Ⅳ 幾何学形態による構成（プレゼンテーションと振返り） 

課題・宿題：プレゼンテーションで他者の作品を見た上で

自身の作品の振返りを行い、manabaにコメントする。／ア

イデアノートに思いついた事を描き留める。 

45分 

11回 学外見学（主に展覧会の見学） 

予習：展覧会の内容について事前にリサーチを行い内容に

ついて把握しておく。その上で、どのような観点からその

展覧会を見学するかを考えておく。 

復習：展覧会見学後、自身の観点からその展覧会を見学し

た上でのレポート（感想文ではない） 

45分 

12回 

Ⅴ ユニットによる構成（テーマに基づいた構成を考える－

構成のコンセプト、アイデアスケッチ、配色計画を考え、面

談を行いながら検討してゆく。） 

課題・宿題：テーマに基づいた構成のアイデアを考える。

構成だけでなく、配色計画も考える。／アイデアノートに

思いついた事を描き留める。 

45分 

13回 Ⅴ ユニットによる構成（決定した構成を実制作してゆく） 
課題・宿題：課題を進める。アイデアノートに思いついた

事を描き留める。 
45分 

14回 Ⅴ ユニットによる構成（決定した構成を実制作してゆく） 
課題・宿題：課題を進める。アイデアノートに思いついた

事を描き留める。 
45分 

15回 課題提出・まとめと講評・振り返り 全体的な振り返り 45分 

■フィードバック（試験の解説、試験・レポート添削返却、メールや学内システム等の活用）方法 

 学内システム（manaba）を使用したフィードバックと、対面でフィードバックを行なう。制作ごとに面談を行いながら進めてゆく。 

■成績評価の方法・基準 出席状況・課題作品により評価する 

授業態度・姿勢 30% 

授業内試験･課題(ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含) 70% 

期末試験･課題(ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含) 0% 

外部評価・検定結果 0% 

■教科書 なし 

■参考文献 必要があれば適宜アナウンスする。 

■オフィスアワー・研究室 オフィスアワーについては、第一回目の授業で指示する。研究室 研究棟 1階 6012B 

■備考 小さいサイズ（かばんに入る程度）のクロッキー帳などを用意し、いつでも思いついた事を描き止める習慣をつけよう。 

授業内容は進行具合により、前後する可能性がある。その場合は事前にアナウンスする。

 

基礎造形（平面構成） 
  水越 綾 

 1年 前期  選択   （ 1 単位 実習 ） 

38



【21】 

 

 
 
 
 
■授業の方針・概要 

金属を主な素材としてアクセサリーを制作する授業である。ただし、好きなものをつくるのではなく、デザインや造形を学ぶ

授業である。実際に金属を加工して制作するが、技術の習得に重点は置いていない。 

デザインは学習することで習得が可能である。ただし、短期間では習得できない。 

デザインとは、「かっこいいカタチを考える」ことではない。「カタチ」を考える前にやらなければならいいことはたくさん

ある。「かっこいいカタチ」は素人でも考えつく。本来のデザインや造形はもっと高いレベルで存在している。デザインはス

タイリング(見た目)ではなく、もっと大所高所から考えなければならない。 

デザインは目的に応じて様々な進め方がある。一般的には、ターゲットの設定・調査・分析・整理をした後、ターゲットを設

定し目標を掲げ、コンセプトの立案をする。この段階は非常に重要である。それなりの経験値を積めば別だが、いきなり絵を

描く (カタチを考える)などありえない。カタチはターゲットとコンセプトが導いてくれる。そこでこの授業では、美術家兼デ

ザイナーの担当教員とジュエリー作家の 2人で「デザイン(造形)の構築法」を指導する。実際にデザインや造形を生業として

いる者とディスカッションしながら構築法を学ぶ。デザインや造形を独学で習得するのは極めて困難だからである。 

この授業は言葉と視覚のコミュニケーション能力を育てる。講義以降は教員側から接触はしない。学生が自らの意思で教員と

コミュニケーションしない限り、この授業で得るものはない。この「積極的なコミュニケーション」が社会人としてのコミュ

ニケーション能力やプレゼンテーションに必要な言葉と視覚伝達の能力を高める。 

時間と場所と教員を有効に活用し、自ら積極的に学習することで経験値が身に付くという経験をして欲しい。 

■到達目標（学修成果） 

デザインや造形の基本的な構想法を知る。ものづくりの姿勢を身につける。 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

卒業要件の専門選択科目 デザインや造形が学問として学ぶ必要があると理解することで、今後の学習の動機となる。 

■授業計画 

回数 授業内容 
準備学修 

具体的内容（予習・復習等） 必要時間 

1 回 デザインとアートの違い・デザインプロセスの講義(美術家

兼デザイナーの担当教員)  

講義内容に関して考察する。質問等を

用意する。 

60分 

2 回 アクセサリーの分析・アクセサリーの講義(ジュエリー作家

の担当教員) 

アクセサリーを見に行く。コンセプト

を分析する。 

30分 

3 回 情報収集・分析 アクセサリーのコンセプトやターゲットを

読み解く。 

アクセサリーを見に行く。コンセプト

を分析する。 

30分 

4 回 情報収集 幅広い情報を集めイメージの幅を広げる。既成概

念を取り払う。 

ベースとなる思想の確認。誤差の修

正。 

30分 

5 回 ターゲットの趣向の考察① 担当教員、助手、学生 3人によ

る個別ディスカッション 

ターゲットの行動範囲の現地調査。 30分 

6 回 ターゲットの趣向の考察② 担当教員、助手、学生 3人によ

る個別ディスカッション 

ターゲットの行動範囲の現地調査。 60分 

7 回 スキース① 量のエスキース バリエーションを出す。 

担当教員、助手、学生 3人による個別ディスカッション 

エスキースをブラッシュアップする 60分 

8 回 エスキース② 質のエスキース ブラッシュアップ 

担当教員、助手、学生 3人による個別ディスカッション 

エスキースをブラッシュアップする 30分 

9 回 図面作成もしくはレンダリング制作 視覚的コミュニケーシ

ョン力を養う。 

空き時間に工芸室で制作 30分 

10 回 制作 各自の制作工程に合わせて個別指導 空き時間に工芸室で制作 30分 

11 回 制作 各自の制作工程に合わせて個別指導 空き時間に工芸室で制作 30分 

12 回 制作 各自の制作工程に合わせて個別指導 空き時間に工芸室で制作 30分 

13 回 制作 各自の制作工程に合わせて個別指導 空き時間に工芸室で制作 30分 

14 回 制作 各自の制作工程に合わせて個別指導 空き時間に工芸室で制作 30分 

15 回 制作 表面処理 完成 学習した内容を整理し、今後のデザイ

ン活動用の資料をまとめる。 

60分 

■フィードバック（試験の解説、試験・レポート添削返却、メールや学内システム等の活用）方法 

デザインの過程で、その都度ディスカッションを行う。授業で足りなかった部分は manabaを用いる。また、今後いかなるデ

ザインや造形についての相談・質問にも常時対応する。 

■成績評価の方法・基準 

授業態度・姿勢 30% 

授業内試験･課題(ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含) 70% 

期末試験･課題(ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含) 0% 

外部評価・検定結果 0% 

■教科書 適宜プリントを配布 

■参考文献 プロダクトデザイン 商品開発に関わるすべての人へ／JIDA「プロダクトデザイン」編集委員会 (著) 

■オフィスアワー・研究室 オフィスアワーの時間は初回の授業で指示する。研究室：4006工芸室 

■備考 初回はパソコン教室で授業を行う。初回に 300円の材料費と消耗品費を集める。 

基礎造形（立体構成） 
  桐山 征士 

 1年 後期  選択   （ 1 単位 演習 ） 
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■授業の方針・概要 

 衣服管理は、衣類の購入、着用、洗濯、保管から廃棄までの全過程を行うことであり多くの知識が必要である。日常の手入

れ、洗濯、しみぬき、漂白やドライクリーニングなどの方法とそのしくみを学び、これらが素材の化学的性質と関わりが深

いことを理解する。また衣服管理が環境に及ぼす影響や最近の衣服管理についても学ぶ。  

■到達目標（学修成果） 

 衣服購入時に、その後の管理について考慮できるようになること、実際に正しく管理できるようになること、衣服づくりに

管理の容易さや環境への影響なども考慮できるようになることを目標とする。 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

専門選択科目の卒業要件科目。服飾を専門とする学生として衣服管理の意義、手段等を習得することができる。 

 

■授業計画 

回数 授業内容 
準備学修 

具体的内容（予習・復習等） 必要時間 

1 回 授業内容について概説 予習:シラバスを読み授業概要を把握 15分 

2 回 衣服の使用と性能変化 予習:衣服使用による性能変化を把握 

復習:衣服の性能がどう変化するか確認 

30分 

3 回 洗濯準備 予習:衣服の表示を調べる 

復習:表示の意味、洗濯機の種類を確認 

30分 

4 回 効果的な家庭洗濯 予習:家庭洗濯の方法を把握 

復習:より効果的な家庭洗濯を確認 

30分 

5 回 洗濯用水と洗剤 

 

予習:洗剤の表示を調べる 

復習:適切な洗濯用水と洗剤を確認 

30分 

6 回 2～5回授業の確認テスト 

洗浄のしくみ① 

予習:洗浄過程を把握 

復習:汚れがどのように落ちるのか確認 

60分 

7 回 確認テスト添削返却、解説 

洗浄のしくみ② 

予習:洗浄過程を把握 

復習:汚れがどのように落ちるのか確認 

30分 

8 回 漂白と蛍光増白 予習:漂白剤、増白剤を調べる 

復習:漂白と増白のしくみを確認 

30分 

9 回 洗濯後の仕上げ 

 

予習:柔軟剤の表示を調べる 

復習:仕上げの方法と仕組みを確認 

30分 

10 回 6～9回授業の確認テスト 

しみ抜き/洗濯による損傷 

予習:洗濯による衣服の損傷を把握 

復習:しみ抜き法、洗濯物の損傷を防ぐ

方法を確認 

60分 

11 回 確認テスト添削返却、解説 

衣服の保管 

予習:衣服の保管法を把握 

復習:正しい衣服の保管方法を確認 

30分 

12 回 商業洗濯 予習:商業洗濯とは何かを把握 

復習:商業洗濯の正しい利用法を確認 

30分 

13 回 衣服管理と環境問題  

  

予習:衣服管理の環境への影響を把握 

復習:環境に配慮した衣服管理を確認 

30分 

14 回 10～13回授業の確認テスト 

持続可能な衣生活 

予習:持続可能な衣生活とは何かを把握 

復習:持続可能な衣生活の実行法を確認 

30分 

15 回 確認テスト添削返却、解説 

まとめ 

復習:授業内容整理 60分 

■フィードバック（試験の解説、試験・レポート添削返却、メールや学内システム等の活用）方法 

manabaを使ったリアクションぺーパーにより授業の予習・復習とフィードバックを行う 

7,11,15回に前回に行った確認テストの添削返却および解説を行う 

■成績評価の方法・基準 

授業態度・姿勢 20% 

授業内試験･課題(ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含) 80% 

期末試験･課題(ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含) 0% 

外部評価・検定結果 0% 

■教科書 使用しない 資料配布（各回の資料を前週に配布する。授業前に予習すること） 

■参考文献 授業内で提示 

■オフィスアワー・研究室 

水曜日（12：10～13：00）第 3校舎地下 科学室（3003） 

■備考 

①第 1回目の授業で授業内容や受講に際しての注意などを説明します。必ず出席し内容を十分理解してから受講して下さい。 

②受講者数、授業の進捗状況等により授業内容が多少変更になる場合があります。 

 

衣服管理 
  軽部 幸恵 

 1年 前期  選択   （ 2 単位 講義 ） 
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【23】 

 

 
 
 
 
■授業の方針・概要 
 デザインの時代と呼ばれる現代。技術の進歩と経済的な発展によって、誰でもが簡単にある程度のモノを作ることができるようになった現

代。 

デザインが私たちにもたらすものは何か？そしてデザイナーの役割とは何か？ 

本授業では、デザインの源流とも言えるアーツアンドクラフツ運動から世界と日本のデザイン変遷を振り返り、現代デザインの様々な潮流 

を基礎知識として学ぶ。また、様々な分野の現役で活躍しているデザイナー、プロデューサーをゲストとして招き、授業担当者のデザイン 

関連の PR企画実務経験と併せ、学生との質疑応答を交えながら現代デザインの課題と未来の展望を考察する。 

■到達目標（学修成果） 
デザインを志す者にとって知っておきたい基礎知識を得ることで広い視野を持てるようにする。 

現代デザインの潮流や課題を理解することでこれからのデザイナーの在り方を考え、意識を高められるようにする。 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 
 この科目は、専門選択科目で卒業要件単位となります。造形の授業と関連し、デザインとは何かを自ら問い、考えることで、自分自身の将

来への指針に活かす契機となるでしょう。 

■授業計画 

回数 授業内容 
準備学修 

具体的内容（予習・復習等） 必要時間 

1回 【イントロダクション 1】本講義の概要と目的を説明。 

デザインとは何か？ 

復習：授業目的、今後の課題スケジュール

など確認してください。 
10分 

2回 【イントロダクション 2】ゲスト「デザインジャーナリスト」 フ

ァッションデザイン以外のデザイン分野を知ることの重要性につい

て語る。 

復習：ゲスト講師講義の感想文を当日提出 

 
60分 

3回 【世界のデザイン史 1】1800年代～1930年代  

  アーツアンドクラフツからモダニズムの時代へ 

復習：翌週授業時に振り返りを行うためレ

ジュメの確認をすること。 
30分 

4回 【世界のデザイン史 2】1930年代～1960年代  

 モダニズムの時代から戦後のデザインまで 

復習：翌週授業時に振り返りを行うためレ

ジュメの確認をすること。 
30分 

5回 【世界のデザイン史 3】1970年代～1990年代  

 戦後のデザインから 2000年まで 

復習：７回目の授業時に振り返りを行うた

めレジュメの確認をすること。。  
30分 

6回 【デザインの今 2 インテリアデザイン】 

ゲスト「インテリアデザイナー」インテリアデザインのトレンドと

課題、将来への展望を実務経験と併せて語る。 

復習：ゲスト講師講義の感想文を当日提出 60分 

7回 【日本のデザイン史 1】明治～1945年まで 

殖産興業から戦時下のデザインまで 

復習：翌週授業時に振り返りを行うためレ

ジュメの確認をすること。  
30分 

8回 【日本のデザイン史 2】戦後～1960年代まで 

戦後のデザインから高度成長期へ 

復習：翌週授業時に振り返りを行うためレ

ジュメの確認をすること。 
30分 

9回 【日本のデザイン史 3】1970年～2000年まで 

大阪万博から 2000年まで 

復習：翌週授業時に振り返りを行うためレ

ジュメの確認をすること。 
30分 

10回 【現代デザインの潮流１】2000年以降のデザイン～デザインとビジ

ネス。IT進化により世の中が激変する中、デザイナーの価値とは？

課題は何か 

復習：翌週授業時に振り返りを行うためレ

ジュメの確認をすること。 
30分 

11回 【現代のデザイン潮流 2】デザイントレンドと世界のデザインミュ

ージアムの活動と役割 

復習：翌週授業時に振り返りを行うためレ

ジュメの確認をすること。 
30分 

12回 【現代デザインの潮流 3】世界で活躍する日本人デザイナーの作品

から、彼らのデザインの考え方を紐解く。 

復習：14回目の授業時に振り返りを行うた

めレジュメの確認をすること。 
30分 

13回 デザインの今 3 広告デザイン】 

ゲスト「広告ディレクター」広告デザインのトレンドと課題、将来

への展望を実務経験と併せて語る。 

復習：ゲスト講師講義の感想文を当日提出 

 
60分 

14回 【デザインの未来 1 】これからのデザインとは？デザインの可能

性とデザイナーの在り方を考える。 

復習：最終課題のための準備をする。 30分 

15回 【デザインの未来 2  現代デザイン論総括】 

授業内容全体を振り返りとまとめ。 

復習：最終課題のための準備をする。 30分 

■フィードバック（試験の解説、試験・レポート添削返却、メールや学内システム等の活用）方法   

 課題：中課題:レポート：デザイン施設,デザイン展覧会感想文（予定）・２本。 

小課題：ゲスト招聘授業時の感想文（予定）・３本。   

    最終課題は授業総括期末レポート。提出日は授業後の指定日  課題は、いずれも「manaba」に期限内に提出後、個

別フィードバックを行う。 

■成績評価の方法・基準 

授業態度・姿勢 20% 

授業内試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む） 40% 

期末試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む） 40% 

外部評価・検定試験結果 0% 

■教科書 なし 

■参考文献 必要に応じて授業で紹介する。 

■オフィスアワー・研究室 教務課を通じて連絡してください。出講日：木曜日 

■備考 ゲスト招聘の回は、日程変更、内容変更が生じる場合があるため、都度、授業時に周知する。

現代デザイン論 
  塚本 文雄 

 1年 後期 選択  （ 2単位 講義 ） 
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■授業の方針・概要 

 インターンシップ（就労体験）とは、教育・学習の一環として在学中に、専門分野に関連する実務を企業で体験・実習する

ことであり、学生自身が自覚と誇りを持ち、受入れ企業に礼を持って取り組む姿勢が大事です。今まで学んだ知識や技術の他

に事前授業で社会人としての心得などを学び、実施期間中は学生の身分ではなく、社会人として業務に携わります。体験後の

報告会では、自分だけでなく他の人の体験を知ることで社会人としての自己目標を定めることができます。 

■到達目標（学修成果） 

 企業等で研修し、企業で必要とされることを在学中に経験し、実務能力を高めること。また社会が求める人材としての適性

や即戦力として不充分な部分を実感し、研修後の学習にも自身の目標達成にも役立てることを目標とします。 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

この科目は卒業要件単位の専門選択科目です。企業で実務を経験し、社会のルール・マナーなどを学ぶことができます。 

■授業計画 

回数 授業内容 
準備学修 

具体的内容（予習・復習等） 必要時間 

1 回 オリエンテーション 

・インターンシップの概要説明（目的や内容、日程の説明） 

・研修を希望する職種についてアンケート記入 

事前学習：職種・企業について調べる 30分 

2 回 受け入れ企業等の検討・依頼 事前学習：受け入れ企業について調べ

る 

30分 

3 回 事前授業 

・研修心得、マナー等の全体事前学習 

・ビジネスマナー＆エチケットについて（講義、実技） 

・企業が望むインターンシップについて（企業人事の方の講義） 

事後学習：事前学習で学んだことの復

習 基本的なマナー、言葉使い、TPO

に合わせた服装他のトレーニングを心

がける 

40分 

4 回 企業研修 

企業の現場で与えられた課題に取り組む 

就職課が指示する日程に従って行動する 
企業では基本的マナーを心がけて行動する 

事後学習：研修で学んだことをまとめ

る 

研修日誌の記入 

 

30分 

5 回 企業研修 事後学習：研修日誌の記入 30分 
6 回 企業研修 事後学習：研修日誌の記入 30分 
7 回 企業研修 事後学習：研修日誌の記入 30分 
8 回 企業研修 事後学習：研修日誌の記入 30分 
9 回 企業研修 事後学習：研修日誌の記入 30分 

10 回 企業研修 事後学習：研修日誌の記入 30分 
11 回 企業研修 事後学習：研修日誌の記入 30分 
12 回 企業研修 事後学習：研修日誌の記入 30分 
13 回 企業研修 事後学習：研修日誌の記入 30分 
14 回 事後指導 

報告書、研修日誌の提出 

事後学習：研修日誌を読み返し、大事

なことをまとめる 

40分 

15 回 報告会 事前学習：報告会の準備 30分 

■フィードバック（試験の解説、試験・レポート添削返却、メールや学内システム等の活用）方法 

 企業研修時は研修日誌に企業から指導のコメントを頂く。報告書、研修日誌を読み､報告を聞き報告会で指導。 

■成績評価の方法・基準 

授業態度･姿勢 20%  
 

授業内試験･課題（プレゼンテーションを含む） 30% 企業研修 

期末試験･課題（プレゼンテーションを含む） 20% 研修日誌、報告会 

外部評価･検定試験結果 30% 企業の方の指導のコメント・最終評価（研修日誌） 

■教科書 
 なし 

■参考文献 
 なし 

■オフィスアワー・研究室 

「連絡研究室」短大服飾造形研究室（第 4校舎 2階 4026） 

■備考 

 実施学年：1年生春休み 評価は２年生前期で行う  

期間  ：２週間以上 

研修内容：企業の業態や規模、研修する職種に応じ、研修の内容は異なる。 

場所  : 主に首都圏及び企業施設のある各県 

 

インターンシップ 
  森田 裕子 

 1年 集中  選択   （ 2 単位 実習 ） 
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■授業の方針・概要 

 高校生から大学生になり、生活環境や学習の方法も大きく変化し戸惑うことも多いと思います。 

この授業では、新入生の皆さんができるだけ早く大学生活に慣れ、2年間を有意義に送るための基礎を体験しながら学んでい

きます。また、修学・生活スタイルの記録や改善に活用できる、ポートフォリオの基礎についても学んでいきます。 

■到達目標（学修成果） 

 ①杉野の学生として求められている、学習や生活に取り組む方法・態度などがわかる 

②大学で学習するために必要な基礎的知識や技術がわかる   ③自己実現に向かって、チャレンジする姿勢が身に付く 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

  この科目は卒業要件科目です。専門力と社会人基礎力を身に付けるための教養の「初年次」必修科目です。 

■授業計画 

回数 授業内容 
準備学修 

具体的内容（予習・復習等） 必要時間 

1 回 学科長講話―建学の精神、学生に求めるもの― 事後学習：学んだことを整理し、ファ

イルする 

30分 

2 回 スタディスキルズ① 

―聴く・書く―授業の受け方、ノートの取り方、レポート･

口頭発表の仕方 

事後学習：学んだことを整理し、ファ

イルする 

30分 

3 回 スタディスキルズ②―デザインに対する著作権について― 

 

事後学習：学んだことを整理し、ファ

イルする 

30分 

4 回 キャンパスライフ―杉野の学生として― 

 

事後学習：学んだことを整理し、ファ

イルする 

30分 

5 回 スタディスキルズ③―学習計画の立て方― 事後学習：学んだことを整理し、ファ

イルする 

30分 

6 回 キャリアデザイン―自己の将来の目標― 事後学習：学んだことを整理し、ファ

イルする 

30分 

7 回 親しくなるワークショップ①―上級生との交流― 事後学習：学んだことを整理し、ファ

イルする 

30分 

8 回 親しくなるワークショップ② 

―仲間とのコミュニケーション― 

事後学習：学んだことを整理し、ファ

イルする 

30分 

9 回 コスチューム制作 事後学習：学んだことを整理し、ファ

イルする 

30分 

10 回 オリエンテーリング―学内ツアー― 事後学習：学んだことを整理し、ファ

イルする 

30分 

11 回 オリエンテーリング－TO林試の森－ 事後学習：学んだことを整理し、ファ

イルする 

30分 

12 回 スタディスキルズ④―調べる― 図書館ツアー 事後学習：学んだことを整理し、ファ

イルする 

30分 

13 回 スタディスキルズ④―調べる― 衣裳博物館ツアー 事後学習：学んだことを整理し、ファ

イルする 

30分 

14 回 ポートフォリオの作成方法 事後学習：学んだことを整理し、ファ

イルする 

30分 

15 回 まとめ―グループ討議、個人面談― 事後学習：学んだことを整理し、ファ

イルする 

30分 

■フィードバック（試験の解説、試験・レポート添削返却、メールや学内システム等の活用）方法 

 各回のメモをファイルにまとめて提出、点検返却。まとめ、グループ討議の指導。 

■成績評価の方法・基準 

授業態度･姿勢 30%  
 

授業内試験･課題 

（プレゼンテーションを含む） 

70% ファイル 

期末試験･課題 

（プレゼンテーションを含む） 

0%  

外部評価･検定試験結果 0%  

■教科書 

随時プリントなどで配布する 

■参考文献 

なし 

■オフィスアワー・研究室 

 この期間は担当者が適宜対応する (代表：短大服飾造形研究室４０２６) 

■備考 

 欠席者は後日動画を見てレポートを提出する

 

学習基礎 
  森田 吉川 水上 田原 井口 笹部 教務部 学生部 就職部 図書館 博物館 

 1年 集中  必修   （ 1 単位 演習 ） 
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■授業の方針・概要 

授業担当者の企業での人材育成における実務経験を活かし、多様化の進む社会の中で、自身の強みを生かし活躍するために必

要な力を身に着けるため、講義のみならず、ワークショップ、ディスカッションを多く取り入れた参加型の授業を行う。 

社会で必要な、他者を受け入れる力、自分の考えを伝える力、協力してイノベーションを起こす力を、言語的、数学的、論理

的等、様々なアプローチにより講義し、さらに体現することで理解を深める。  

■到達目標（学修成果） 

職場や社会で多様な人々と関わっていくために必要な基礎的能力（コミュニケーション力、言語的能力、数学的思考力、論理

的思考力）を理解し、修得する。   

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

教養必修科目の卒業要件科目です。 

ディプロマポリシー（学位授与の方針）については、「社会人基礎Ⅰ」は社会人基礎力の向上に資する科目です。 
■授業計画 

回数 授業内容 
準備学修 

具体的内容（予習・復習等） 必要時間 

1 回 オリエンテーション・授業計画・社会の変化と必要とされる

能力について 

予習：シラバスを読み、全容を把握 

 

20分 

2 回 コミュニケ―ション力Ⅰ（コミュニケ―ションタイプ） 

ワークショップ 

復習：タイプ別特徴の確認 20分 

3 回 自己分析Ⅰ（価値観、興味、能力）     

ワークショップ・ディスカッション 

復習：自己理解を深めるためのポイン

トを確認 

20分 

4 回 自己分析Ⅱ（性格・人物特性） 

ワークショップ・ディスカッション 

復習：自己理解を深めるためのポイン

トを確認 

20分 

5 回 伝わる文章構成法（PREP法） 

プレゼンテーションⅠ 

復習：授業で作成した文章を校正 20分 

6 回 自己 PR 

プレゼンテーションⅡ 

復習：授業で作成した文章の校正 20分 

7 回 印象管理（３Vの法則） 

 

復習：スピーチにおける課題の確認 20分 

8 回 コミュニケーション力Ⅱ（聴く力） 

 

復習：コミュニケーションの課題を抽

出し、生活の中で実践 

20分 

9 回 コミュニケーション力Ⅲ（伝える力） 復習：コミュニケーションの課題を抽

出し、生活の中で実践 

20分 

10 回 ディスカッション 

チームビルディング 

復習：チームの中での役割と自己表現

のポイントを確認 

20分 

11 回 ビジネス文書基礎（メールの書き方等） 復習：配付資料を振り返りメールを作

成 

20分 

12 回 手紙の書き方（暑中見舞い等） 復習：暑中見舞いを作成 20分 

13 回 目標達成の考え方（PDCAサイクル・ロジカルシンキング） 

ワークショップ 

復習：配付資料を振り返り目標設定 20分 

14 回 自己管理と時間管理（数学的思考） 

ワークショップ 

復習：全配布資料をすべて読み返し要

点を確認  

90分 

15 回 まとめ 

課題のフィードバックを行う 

復習：配布資料を振り返る  20分 

■フィードバック（試験の解説、試験・レポート添削返却、メールや学内システム等の活用）方法 

 15回目に課題の解説を行う。 

■成績評価の方法・基準 

授業態度・姿勢 30% 
 

授業内試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む） 70% 

期末試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む） 0% 

外部評価・検定試験結果 0% 

■教科書 

 授業の進行に合わせてプリントを配布する。 

■参考文献 

 なし 

■オフィスアワー・研究室 

 連絡研究室：教務課(本校舎 1階) 出講日：水曜日 

■備考 進度により、日程及び内容を変更する場合もあります。 

社会人基礎Ⅰ 
  赤木 久美子 

 1年 前期  必修   （ 2 単位 講義 ） 
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■授業の方針・概要 

SPI３を通じて問われる社会人としての基礎的な言語能力、非言語能力の問題に取り組み、自身の課題を明確にする。 

さらに性格適性を考え、自己の強みを生かす表現方法を、知識としてだけではなく体得できるよう、スピーチ、ディスカッシ

ョン、ワークショップを多く取り入れる。 

 

■到達目標（学修成果） 

社会人として必要な基礎的能力(言語能力、非言語能力)と共に、スピーチ力、ディスカッション力、ディベート力等、自己表

現力を修得する。  

  

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

教養必修科目の卒業要件科目です。 

ディプロマポリシー（学位授与の方針）については、「社会人基礎Ⅱ」は社会人基礎力の向上に資する科目です。 
 

■授業計画 

回数 授業内容 
準備学修 

具体的内容（予習・復習等） 必要時間 

1 回 オリエンテーション・授業計画・SPI3概要・ 

企業の採用の現状について 

予習：シラバスを読み、全容を把握 20分 

2 回 スピーチの方法と実践 復習：スピーチ原稿の校正 20分 

3 回 SPI３演習①と 1分間スピーチ 復習：配付資料の練習問題を解く 20分 

4 回 SPI３演習②と 1分間スピーチ 復習：配付資料の練習問題を解く 20分 

5 回 SPI３演習③と 1分間スピーチ 復習：配付資料の練習問題を解く 20分 

6 回 SPI３演習④と 1分間スピーチ 復習：配付資料の練習問題を解く 20分 

7 回 SPI３適性検査練習問題と１分間スピーチ 復習：配付資料を参考に性格を表現す

る 

20分 

8 回 SPI３演習⑤と 1分間スピーチ 復習：配付資料の練習問題を解く 20分 

9 回 SPI３演習⑥と 1分間スピーチ 復習：配付資料の練習問題を解く 20分 

10 回 SPI３演習⑦と 1分間スピーチ 復習：配付資料の練習問題を解く 20分 

11 回 SPI３演習⑧と 1分間スピーチ 復習：配付資料の練習問題を解く 20分 

12 回 SPI３適性検査練習問題と１分間スピーチ 復習：配付資料を参考に性格を表現す

る 

20分 

13 回 1分間スピーチとフィードバック 復習：スピーチの振り返りを行う 20分 

14 回 社会人基礎力診断とディベート 復習：全配布資料の練習問題を確認 90分 

15 回 まとめ 

課題のフィードバックを行う 

復習：配布資料を振り返る  20分 

 

■フィードバック（試験の解説、試験・レポート添削返却、メールや学内システム等の活用）方法 

3回～12回はスピーチの個別フィードバックを行う。15回目に課題の解説を行う。 

 

■成績評価の方法・基準 

授業態度・姿勢 30% 
 

授業内試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む） 70% 

期末試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む） 0% 

外部評価・検定試験結果 0% 

■教科書 

 授業の進行に合わせてプリントを配布する。 

■参考文献 

 なし 

■オフィスアワー・研究室 

 連絡研究室：教務課(本校舎 1階) 出講日：水曜日 

■備考 

 進度により、日程及び内容を変更する場合もあります。 

社会人基礎Ⅱ 
  赤木 久美子 

 1年 後期  必修   （ 2 単位 講義 ） 
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■授業の方針・概要 

 自分の判断や意見、発想などを相手に伝えるためには、わかりやすい文章を書かなければなりません。ワークシートや文章作

成などで、そのための練習をします。また、さまざまな文章を読み、そこから正しい情報を読み取る練習もします。 

 

■到達目標（学修成果） 

 文章表現の基礎を身につけ、自分の考えを相手にうまく伝えられるようにする。情報を読み解き、判断する能力を養う。 

 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

 この科目は教養科目「初年次」で卒業要件必修科目です。社会人としての資質・能力を養います。 

 

■授業計画 

回数 授業内容 
準備学修 

具体的内容（予習・復習等） 必要時間 

1 回 ガイダンス〜作文の基礎 文と文章 シラバスに目を通しておく（予習） 30分 

2 回 作文の基礎 文章の基本的なルール① 

説明文を書く。 

課題として取り上げた事柄について情

報を収集し、知識を深める。 

60分 

3 回 作文の基礎 文章の基本的なルール② 

 

添削された原稿を見直す（復習） 30分 

4 回 作文の基礎 文章の構成① 

意見文を書く。 

課題として取り上げた事柄について情

報を収集し、知識を深める。 

60分 

5 回 作文の基礎 文章の構成② 添削された原稿を見直す（復習） 30分 

6 回 自分の考えを表現する 根拠を明確にする① 

新聞の記事を参考に、自分の意見を書く。 

課題として取り上げた事柄について書

籍や webなどを利用し情報を収集する。 

60分 

7 回 自分の考えを表現する 根拠を明確にする② 添削された原稿を見直す（復習） 

 

30分 

8 回 自分の考えを表現する 考える道筋を意識する① 

比較する文章を書く。感性と理性との関係を意識する。 

課題として取り上げた事柄について書

籍や webなどを利用して知識を深める。 

60分 

9 回 自分の考えを表現する 考える道筋を意識する② 添削された原稿を見直す（復習） 30分 

10 回 情報を読み解く 文章やデータを正確に読み取る① 

複数の資料を参考に、情報を正確に把握する。 

課題として取り上げた事柄について、情

報を整理してまとめてみる。 

60分 

11 回 情報を読み解く 文章やデータを正確に読み取る② 足りなかった部分を調べる。（復習） 30分 

12 回 情報を読み解く 複数の視点から情報を読み解く① 

ディスカッションを通して複眼的な読み取りができるように

する。 

課題として取り上げた事柄について、情

報を整理してまとめてみる。 

60分 

13 回 情報を読み解く 複数の視点から情報を読み解く② 足りなかった部分を調べる。（復習） 30分 

14 回 情報を読み解く レポートを作成する① 

グループワークを通して多様な意見をまとめる。 

情報を整理してまとめ、課題を発見す

る。 

60分 

15 回 情報を読み解く レポートを作成する② 足りなかった部分を調べる。（復習） 60分 

■フィードバック（試験の解説、試験・レポート添削返却、メールや学内システム等の活用）方法 

 提出された課題は次時添削して返却。清書して提出、次時添削・評価して返却。 

■成績評価の方法・基準 

授業態度・姿勢 30% 

授業内試験･課題(ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含) 70% 

期末試験･課題(ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含) 0% 

外部評価・検定結果 0% 

■教科書 

 毎時、新聞記事等を資料として配布する 

■参考文献 

 授業中に適宜紹介する 

■オフィスアワー・研究室 

 最初の授業時に指示する 

 文章表現研究室（研究棟１階 6103） 

■備考 

 原稿用紙・ノート・ファイルを用意しておくこと。 

文章表現 
  伊藤 高広 

 1年 後期  必修   （ 2 単位 講義 ） 
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■授業の方針・概要 

 心理学は、人の行動や心を科学的に研究する学問である。本講義では、基礎心理学の分野を中心に、心理学の全体がつかめる

よう幅広い領域の理論について、概説する。「心」とは何か、「心理学」とはどのような学問か、グループ学習やディスカッショ

ンなど体験的な学習を通して、自ら学び、深めていくことを目指していく。また、服飾業界やビジネス場面において心理学知見

がどのように活用されているかにも触れていく。 
■到達目標（学修成果） 

 心理学の領域における概念を理解し知識を身につけるととともに、心理学的な見方ができるようになることが到達目標である。 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

 本科目は、教養科目の卒業要件科目である。心理学的知見を身につけ、社会人としての教養・基礎力を培う。 

■授業計画 

回数 授業内容 
準備学修 

具体的内容（予習・復習等） 必要時間 

1 回 心とは何か① －心理学の定義と研究分野、意識と無意識の

世界－ 

予習:心理学という学問についてのイメ

ージ、何を学びたいかを考えてくる。 

15分 

2 回 心とは何か② －心理学の活躍する場、心理学の歴史－ 復習:プリントを振り返り、日常の心理

現象について考える 

30分 

3 回 性格の心理  －個人の性格について、遺伝と環境、性格テ

スト－  

復習:パーソナリティテストの結果を見

て、自身の現在の状況について振り返る 

30分 

4 回 発達の心理① －乳幼児期～児童期までの発達段階と課題－ 

 

予習:誕生してから現在までどのような

発達経過を辿ってきたのか考えてくる 

15分 

5 回 発達の心理② －青年期以降の発達段階と課題、アイデンテ

ィティについて－ 

復習:エリクソンの発達段階説をもとに

現在の自分の課題について考える 

30分 

6 回 動機づけ（やる気・モチベーション）のメカニズム －スト

レス社会とどう向き合うか、内発的・外発的動機づけ－ 

復習:自身の身の回りのストレッサーに

ついて考えコーピング方法を検討する 

30分 

7 回 コミュニケーション① －人間関係づくり、円滑なコミュニ

ケーションを行うには－ 

復習:自身の普段取っているコミュニケ

ーションのパターンを振り返る 

30分 

8 回 コミュニケーション② －非言語的コミュニケーションから

自己表現について考える－ 

復習:非言語的コミュニケーションを意

識し他者と会話をしてみる 

30分 

9 回 感情のメカニズム －人間の感情や欲求と行動との関係、こ

ころのブレーキを探る－ 

予習:ここ最近に感じる感情について、

出来事との関連を考えてくる 

30分 

10 回 思考の心理 －「考える」とは何か、問題解決能力、創造性

と創造的人格－ 

復習:本日の資料と教科書を振り返り、

学習の心理を復習し理解する。 

30 分 

11 回 色彩の心理学と服飾 –色が人のこころに影響する要因、色と

服飾の関係− 

復習:インテリアや服など周りの色を観

察し、心理的な影響について考察する 

30 分 

12 回 自分の強みを発見する –日常生活の無意識や認知から自分

の強みを発見し表現する− 

復習:授業プリントを振り返り、再度自

分の強みについて振り返る 

30 分 

13 回 集団の心理 －集団の中での行動、社会的促進、リーダーシ

ップについて－ 

復習:集団の心理的現象について振り返

り日常の中での影響について考える 

30 分 

14 回 本授業でのまとめ課題と小テスト 予習:配布資料、教科書を読み、復習す

る。  

90 分 

15 回 まとめ 課題や小テストのフィードバックを行う 復習:返却された課題、テストを振り返

り、復習する。  

60 分 

■フィードバック（試験の解説、試験・レポート添削返却、メールや学内システム等の活用）方法 

 15回目に課題についての解説とテストの返却をし、心理学のまとめをする。 

■成績評価の方法・基準 

授業態度・姿勢 30% 

授業内試験･課題(ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含) 70% 

期末試験･課題(ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含) 0% 

外部評価・検定結果 0% 

■教科書 

 二宮克美ほか 『ベーシック心理学』 医歯薬出版株式会社  

 その他、進行に合わせてプリントを配布する。 

■参考文献 

 蓮見将敏ほか（編） 『人間関係の心理学』 福村出版 

 必要に応じて授業時に文献を紹介する。 

■オフィスアワー・研究室 

前期：水曜日（12：00-15：00）研究室 後期：水曜日（12：00-15：00）研究室 

 【連絡研究室】心理学研究室 （研究棟１階 ６０１５） 

■備考  

毎時間、プリントと教科書を準備してください 

心理学-心の成長と発達- 
  手島 陽介 

 1年 前期又は後期  選択   （ 2 単位 講義 ） 
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【30】 

 

 
 
 
 
■授業の方針・概要 

 日本文学の中の「神話・伝説」を中心に読んでいきます。日本文化の多様性にふれ、日本人が自分たちと自分たちを取り巻く

世界をどのように認識してきたのかを考えていきます。 

■到達目標（学修成果） 

 文学を通して、広く日本の精神や文化にふれ、多様な視点を持つことができる。それらは、日本的なものへアクセスしようと

する場合の手掛かりにもなり、また、芸術的な発想のみなもとともなるでしょう。 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

 この科目は教養科目（一般）の選択で卒業要件科目となります。幅広く深い教養と豊かな人間性を涵養するための科目です。 

 

■授業計画 

回数 授業内容 
準備学修 

具体的内容（予習・復習等） 必要時間 

1 回 古代の神話 イザナギとイザナミ  

『古事記』『日本書紀』から 

シラバスを読んでおくこと（予習） 

 

30分 

2 回 古代の神話 アマテラスとスサノオ  

『古事記』『日本書紀』から 

資料を参考にノートを整理する。（復習） 30分 

3 回 古代の神話 オオクニヌシ① 

『古事記』『日本書紀』から 

資料を参考にノートを整理する。（復習） 30分 

4 回 古代の神話 オオクニヌシ② 

『古事記』『日本書紀』から 

資料を参考にノートを整理する。（復習） 30分 

5 回 古代の神話 天孫降臨 

『古事記』『日本書紀』から 

資料を参考にノートを整理する。（復習） 30分 

6 回 古代の神話 神武東征 

『古事記』『日本書紀』から 

資料を参考にノートを整理する。（復習） 30分 

7 回 古代の神話 ヤマトタケル 

『古事記』『日本書紀』から 

資料を参考にノートを整理する。参考文

献を読んで知識を深める。（復習） 
30分 

8 回 鬼と神様① 

説話・絵巻から 

資料を参考にノートを整理する。（復習） 30分 

9 回 鬼と神様② 

説話・絵巻から 

資料を参考にノートを整理する。（復習） 30分 

10 回 鬼と神様③ 

説話・絵巻から 

資料を参考にノートを整理する。できれ

ば原文にふれてみる。（復習） 
30分 

11 回 武士とは何か① 

『今昔物語集』から 

資料を参考にノートを整理する。（復習） 30分 

12 回 武士とは何か② 

『平家物語』から 

資料を参考にノートを整理する。（復習） 30分 

13 回 武士とは何か③ 

近世・近代の作品から 

資料を参考にノートを整理する。参考文

献を読んで考察を深める。（復習） 
30分 

14 回 庶民たち 

『今昔物語集』から 

資料を参考にノートを整理する。（復習） 30分 

15 回 古典と現代をつなぐ 

『遠野物語』から 

資料を参考にノートを整理する。（復習） 

できれば原文を読んでみる。 
30分 

■フィードバック（試験の解説、試験・レポート添削返却、メールや学内システム等の活用）方法 

 毎回ノートを集めます。課題等の評価を付して返却します。 

 

■成績評価の方法・基準 

授業態度・姿勢 30% 

授業内試験･課題(ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含) 70% 

期末試験･課題(ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含) 0% 

外部評価・検定結果 0% 

 

■教科書 

 必要に応じて資料を配布する 

■参考文献 

 授業内で適宜指示する 

■オフィスアワー・研究室 

 最初の授業時に指示する 

 文章表現研究室（研究棟１階 6103） 

■備考 

 ノートとファイルを用意しておくこと 

 

文学 
  伊藤 高広 

 1年 前期又は後期  選択   （ 2 単位 講義 ） 

48



【31】 

 

 
 
 
 
■授業の方針・概要 

 日本美術史の入門的科目です。日本の歴史の流れに沿って、日本美術の代表的作品を概観します。個々の作品の造形的特質や

魅力を探るとともに、作品を生み出した社会的背景などにも考究します。 

■到達目標（学修成果） 

 日本美術の代表的作品を多面的に考察し、日本美術に関する基礎的知識を身につけ、各時代の特色を理解して、日本美術の歴史的

展開に対する概括的な理解に到達します。更に、そこに一貫する日本美術の本質や日本人の美意識の問題を考究する手がかりを得るこ

とができます。 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

 卒業要件科目の教養選択科目です。日本の美術表現とその時代背景等に関する深い造詣は、日本人としての基本的教養として

これからのグローバル化する社会において極めて有意義です。 

■授業計画 

回数 授業内容 
準備学修 

具体的内容（予習・復習等） 必要時間 

1 回 ガイダンス・学習方法・参考文献紹介など。 

レポート作成のための準備、書式などについての説明 

予習：シラバスを読んでおく 

復習：レポート作成の計画をたてる 

60分 

2 回 縄文文化と弥生文化：縄文土偶と埴輪 復習：縄文土偶と埴輪の特徴をまとめ

る。 

30分 

3 回 奈良時代１：仏教美術の到来－聖徳太子と法隆寺 復習：法隆寺釈迦三尊の特徴についてま

とめる。 

30分 

4 回 奈良時代２：天平文化－東大寺と興福寺 復習：東大寺法華堂諸尊の構成について

まとめる 

30分 

5 回 平安時代１：密教美術と浄土教美術－東寺と平等院 復習：東寺と平等院の彫刻についてまと

める。 

30分 

6 回 平安時代２：絵巻物の世界－４大絵巻を中心に 復習：代表的絵巻の概要と特色について

まとめる。 

30分 

7 回 鎌倉時代１：肖像画と似絵－伝源頼朝像を中心に 復習：伝頼朝像の造形的特色についてま

とめる。 

30分 

8 回 鎌倉時代２：東大寺復興－運慶と快慶 復習：運慶快慶の代表作についてまとめ

る。 

30分 

9 回 室町時代：水墨画の受容－雪舟を中心に 復習：雪舟の中国体験についてまとめ

る。 

30分 

10 回 桃山時代：大航海時代の金碧障壁画－永徳と等伯 復習：永徳と等伯の作品の特色について

まとめる。 

30分 

11 回 江戸時代：御用絵師狩野派と琳派 復習：狩野探幽や宗達、光琳作品の特色

についてまとめる。 

30分 

12 回 江戸時代：文人画と写生派 復習：大雅、応挙、若冲の作品の特色に

ういてまとめる。 

30分 

13 回 江戸時代：浮世絵とヨーロッパ絵画 復習：歌麿、写楽、北斎の作品の特色に

ついてまとめる。 

30分 

14 回 まとめと到達度確認のための小テスト 予習：教科書、プリント、ノートを参照

し、総復習を行う 

60分 

15 回 レポート返却と小テストの解説 復習：試験を振り返る 30分 

■フィードバック（試験の解説、試験・レポート添削返却、メールや学内システム等の活用）方法 

 小レポートの概評、小テストの解説を第 15週に行います。 

■成績評価の方法・基準 

授業態度・姿勢 30%  

授業内試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む） 70% 

期末試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む） 0% 

外部評価・検定試験結果 0% 

■教科書 

 『日本美術史ハンドブック』新書館 

■参考文献 

『すぐわかる絵巻の見かた』東京美術 

『すぐわかる日本の仏教美術』東京美術 

■オフィスアワー・研究室 

 連絡や質問等は教務課へお願いします。出講日：水曜日 連絡先：本校舎 1階教務課 

■備考 

  授業の計画に関しては進行速度や順番において変更の可能性もあります。基礎的知識を身に着けることが大事なので、復習

に力を入れて下さい。また、キャンパスメンバーカードなどを活用し、実作品を見る機会を積極的に設けていただきたい。 

 

日本美術史 
  佐伯 英里子 

 1年 前期  選択   （ 2 単位 講義 ） 
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【32】 

 

 
 
 
 
■授業の方針・概要 

 西洋美術史の代表的な諸作例を時代に沿って概観し、言葉によらない―主に視覚的な―表現としての美術がもつ意義の歴史的

な変遷を辿ります。毎回スライド（Power Point, 時にビデオや DVD）の画像を使用して、時代や様式の特徴、美術表現の見方

について学んでゆきます。個々の作例の特質を、主題や時代・地域的背景、デザイン、材料・技法その他の側面から立体的に捉

えて解説し、また毎回の内容に関して各自考察して互いに見解を述べ合いながら、美術表現がもっている様々な力を探求します。

授業に関連する作品を実際に鑑賞する貴重な機会として美術館見学も行います。 

■到達目標（学修成果） 

 ①西洋の美術史や美術表現に関する基礎的な知識の習得。②美術表現の見方を自分なりに理解し、③その知識と理解に基づい

て、関心を抱いた美術表現を独自に鑑賞・考察し、さらなる発展へと繋げることができる。 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

 教養選択科目で卒業要件科目です。古今の美術表現や装飾の変遷とその時代背景等に関する造詣は、服飾に関しても本質的か

つ重要な一要素として活かされるものです。 

■授業計画 

回数 授業内容 
準備学修 

具体的内容（予習・復習等） 必要時間 

1 回 【ガイダンス】講義の概要と文献、また美術表現の見方につ

いて、古今の美術表現を取り上げつつ説明する。 

シラバスをよく読む。自分なりの効果的

な受講法を考える。 

30分 

2 回 【先史時代～中世】西洋美術の基盤となる古代エジプト、ギ

リシア、ローマの美術。中世における宗教的美術作品。 

テキスト、プリントの該当箇所を読む。

関心を持った作例についてさらに追求。 

30分 

3 回 【ルネサンス、マニエリスム】15-16世紀、文化史の大きな

転換点となるイタリア・ルネサンス、および他の地域の美術。 

テキスト、プリントの該当箇所を読む。

関心を持った作例についてさらに追求。 

30分 

4 回 【バロック, ロココ】17-18世紀の西欧各地における美術。 テキスト、プリントの該当箇所を読む。

関心を持った作例についてさらに追求。 

30分 

5 回 【新古典主義, ロマン主義】18世紀末-19世紀前半における

美術。 

テキスト、プリントの該当箇所を読む。

関心を持った作例についてさらに追求。 

30分 

6 回 【レアリスム】19世紀中頃の、美醜を問わず現実の諸相を表

現した写実的美術について。 

テキスト、プリントの該当箇所を読む。

関心を持った作例についてさらに追求。 

30分 

7 回 【見学会】美術館を訪れて作品を鑑賞し、知識、関心を深め

る（日程、方法は変更の可能性もある）。 

美術館のサイトその他で下調べを行う。

考察をまとめ見学レポートを作成。 

60分 

8 回 【印象主義】19世紀後半の革命的絵画運動であった印象主義

の美術。アカデミズムとの対立や人々の反応など。 

テキスト、プリントの該当箇所を読む。

関心を持った作例についてさらに追求。 

30分 

9 回 【後期印象主義, 新印象主義】19世紀末における、印象主義

後の展開と影響。新しい個性の登場。 

テキスト、プリントの該当箇所を読む。

関心を持った作例についてさらに追求。 

30分 

10 回 【象徴主義, アール・ヌーヴォー】19世紀末-20世紀初頭に

かけての、精神性、装飾性を特徴とする美術。 

テキスト、プリントの該当箇所を読む。

関心を持った作例についてさらに追求。 

30分 

11 回 【フォービスム, エコール・ド・パリ】20世紀初頭の、自由

な色彩に特徴をもつ美術を中心に。 

テキスト、プリントの該当箇所を読む。

関心を持った作例についてさらに追求。 

30分 

12 回 【キュビスム】20世紀初頭における、形や構図に特徴をもつ

美術を中心に。また、「抽象」について。 

テキスト、プリントの該当箇所を読む。

関心を持った作例についてさらに追求。 

30分 

13 回 【ドイツ表現主義, ダダ, シュールレアリスム, 戦後の美

術】多様な内面表出、二度の大戦を経て現在までの諸相。 

テキスト、プリントの該当箇所を読む。

関心を持った作例についてさらに追求。 

30分 

14 回 【まとめ】西洋美術の歴史を各回のテーマとともに振り返り、

知識を確認し、各自の考察をまとめる。 

テキスト、配布物の総復習。任意のテー

マについて追求し考察をまとめる。 

120分 

以上 

15 回 【フィードバック】知識と考察の総復習を行う。 批評により自らの理解を見直し、今後の

応用について考える。 

60分 

■フィードバック（試験の解説、試験・レポート添削返却、メールや学内システム等の活用）方法 

 15回目に小レポートと小テストを返却予定。 

■成績評価の方法・基準 

授業態度・姿勢 30% 授業への充分な参加を前提とする  

授業内試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む） 70%  

期末試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む） 0%  

外部評価・検定試験結果 0%  

■教科書 

 千足伸行監修, 『新西洋美術史』, 西村書店. また、授業で随時参考プリントを配布します。 

■参考文献 必要に応じて授業で紹介する 

■オフィスアワー・研究室    

 出講日：水曜日（14時 15分～14時 35分）第 3校舎 1階講師控室、または本校舎 1階教務課 

■備考 毎回テキストを持参してください 

 

 

西洋美術史 
  佐倉 香 

 1年 後期  選択   （ 2 単位 講義 ） 

50



【33】 

 

 

 

 

 
■授業の方針・概要 

 この科目では、憲法に関する議論について学ぶことを主としつつも、総体として法学の入門として機能するような工夫を施し

ながら授業を進めていきます。「憲法」や「法学」などというと、堅苦しくてつまらないものというようなイメージがあるかも

知れませんが、そうした不安を払拭すべく、身近なことから様々な事件などを素材に、分かりやすいだけでなく、将来社会人と

して生活していく上で役に立つような法的知識が得られるような授業とします。 

■到達目標（学修成果） 

 近年耳目を集めるトピックであって憲法学と関連し得るもの（たとえば、ヘイトスピーチ、PTAに関する賛否、「ブラック企

業」における就労など）はもとより、授業の計画に掲げるような様々な単元について、参考文献や具体的な判例・裁判例などを

通じて理解を深め、関連する条文の内容及び解釈についての知識を身に付けつつ、法的な思考を養います。 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

 卒業要件については、教養選択科目の単位となります。本授業科目は、とりわけ社会人としての資質・能力の向上に貢献しま

す。 

■授業計画 

回数 授業内容 
準備学修 

具体的内容（予習・復習等） 必要時間 

1 回 ガイダンス、法解釈とは何か、憲法論の概説 予習：シラバスの熟読、憲法条文の印刷

（電子政府 e-Govサイトで無償入手可） 

45分 

2 回 立憲主義、国民主権、平和主義 復習：講義ノートの再読と整理、参考文

献等における指示箇所の読解 

45分 

3 回 人権論概説、基本的人権、人権享有主体 復習：講義ノートの再読と整理、参考文

献等における指示箇所の読解 

45分 

4 回 基本的人権の限界 復習：講義ノートの再読と整理、紹介し

た判例・裁判例の重要判示部分の再読 

45分 

5 回 生命・自由・幸福追求権、法の下の平等 復習：講義ノートの再読と整理、紹介し

た判例・裁判例の重要判示部分の再読 

45分 

6 回 精神的自由権① —内心の自由— 復習：講義ノートの再読と整理、紹介し

た判例・裁判例の重要判示部分の再読 

45分 

7 回 精神的自由権② —表現の自由— 復習：講義ノートの再読と整理、紹介し

た判例・裁判例の重要判示部分の再読 

45分 

8 回 経済的自由権 復習：講義ノートの再読と整理、紹介し

た判例・裁判例の重要判示部分の再読 

45分 

9 回 人身の自由、国務請求権、参政権 復習：講義ノートの再読と整理、紹介し

た判例・裁判例の重要判示部分の再読 

45分 

10 回 社会権① —生存権、教育権— 復習：講義ノートの再読と整理、紹介し

た判例・裁判例の重要判示部分の再読 

45分 

11 回 社会権② —勤労権、労働基本権— 復習：講義ノートの再読と整理、紹介し

た判例・裁判例の重要判示部分の再読 

45分 

12 回 統治機構概説、権力分立 復習：講義ノートの再読と整理、参考文

献等における指示箇所の読解 

45分 

13 回 裁判所、財政・地方自治 復習：講義ノートの再読と整理、紹介し

た判例・裁判例の重要判示部分の再読 

45分 

14 回 総括・小試験 復習：講義ノートの再読と整理、紹介し

た判例・裁判例の重要判示部分の再読 

90分 

15 回 補論・小試験の解説 復習：試験問題の振り返り 45分 

■フィードバック（試験の解説、試験・レポート添削返却、メールや学内システム等の活用）方法 

 14回目にまとめと試験、15回目にその解説をする予定。 

■成績評価の方法・基準 

授業態度・姿勢 30% 成績評価においては、14回目（予定）に行う試験結果を基本とするが、授

業態度・姿勢、日常課題等を加味する場合がある。なお、出題する可能性

のある箇所は、それぞれの授業回において、その旨をその都度言及するの

で、復習に力を入れていただきたい。試験には、自筆の講義ノートであれ 

授業内試験･課題(ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含) 70% 

期末試験･課題(ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含) 0% 

外部評価・検定結果 0% 

ば、持ち込み可とする予定であるが、持ち込み不可など条件を厳しくする場合もある。また遅刻者は、入

室時に入室時間・学籍番号・氏名を指定用紙に記載すること。 

■教科書 

 特に指定しない。板書をするのみならずレジュメ等の資料を配布する。 

■参考文献 

 ・芦部信喜『憲法（第７版）』（岩波書店、2019年） 

 ・初宿正典、大沢秀介他『目で見る憲法（第５版）』（有斐閣、2018年） 

■オフィスアワー・研究室 連絡先：教務課（本校舎） 出講日：金曜日 

■備考 なし 

憲法 -暮らしの中の基本法- 
  遠藤 輝好 

 1年 前期  選択   （ 2単位 講義 ） 
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■授業の方針・概要 

 社会福祉とは何か。社会福祉の定義や歴史、わが国の社会福祉制度の概要および動向、その問題状況について概説する 

■到達目標（学修成果） 

 社会福祉に関する基本的知識の修得および自らの社会福祉観の形成 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

 この科目は、教養選択科目の卒業要件科目である。卒業後、社会人としてさまざまな分野で活躍するために、常識の範囲内で

身につけておかなければならない社会福祉に関する基本的理解を目指す 

■授業計画 

回数 授業内容 
準備学修 

具体的内容（予習・復習等） 必要時間 

1 回 オリエンテーション 

講義の概要、評価方法等についての説明 

自らの社会福祉的体験を確認する 

（予習） 

30分 

2 回 Ⅰ. 人間生活と福祉   

１．社会福祉とは （１）意義 

なぜ社会福祉制度が必要なのかを考え

る（予習） 
30分 

3 回                    （２）定義 社会福祉が必要な理由を整理する 

（復習） 
30分 

4 回           ２. 社会福祉の対象 社会福祉の定義を整理する（復習） 30分 

5 回 Ⅱ. 社会福祉の歴史    

１. イギリスの社会福祉の歴史  

社会福祉の対象を整理する（復習） 30分 

6 回     

         ２. アメリカの社会福祉の歴史 

エリザベス救貧法、工場法、福祉国家に

ついて理解する（復習） 
30分 

7 回          

     ３. 日本の社会福祉の歴史 

セツルメント活動、ソーシャルワークに

ついて理解する（復習） 
30分 

8 回 Ⅲ. 社会福祉の組織  

     １. 法制 

公的救貧制度の流れを理解する（復習） 30分 

9 回           

２. 機関 

日本国憲法第２５条、社会福祉法等につ

い整理する（復習） 
30分 

10 回           

３. 施設 

福祉事務所、児童相談所の業務内容等を

理解する（復習） 
30分 

11 回         

４. 従事者 

児童福祉施設、高齢者福祉施設等につい

て整理する（復習） 
30分 

12 回         

５. 経費 

保育士、社会福祉士、介護福祉士等の専

門職について理解する（復習） 
30分 

13 回 Ⅳ. 社会保障制度    

１. 社会保障の概要 

社会保障関係費、民生費について理解す

る（復習） 
30分 

14 回         

２. 公的扶助 

社会保障の必要理由を考える（復習） 30分 

15 回          

３. 社会保険 

年金保険、医療保険制度について調べる

（予習） 
30分 

■フィードバック（試験の解説、試験・レポート添削返却、メールや学内システム等の活用）方法 

第 8回授業において、授業内課題を行う。第 10回授業において、課題内容の解説とレポート添削の返却を行う 

 

■成績評価の方法・基準 

授業態度・姿勢 20%  
授業内試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む） 20% 

期末試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む） 60% 

外部評価・検定試験結果 0% 

 

■教科書 

 『新 社会福祉とは何か（第 3版）』 大久保秀子 著  中央法規 

■参考文献 

 授業内にて指示をする 

■オフィスアワー・研究室 

 連絡先 教務課（本校舎 1階） 

 出講日 金曜日 

■備考 

授業中の私語、飲食、メール等の受講マナーに反する行為は慎むこと 

社会福祉学-福祉を知る- 
  阿部 仁 

 1年 前期  選択   （ 2 単位 講義 ） 
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■授業の方針・概要 

 化学を身近な皮膚や化粧品を主体に学びます。化学は常に生活と共にあり、それを正しく知り、興味を持って利用することは、

豊かな生活の助けとなります。加えて、身近な化学を学びながら、物事を科学的な視点で知り、俯瞰し、考える能力を養います。

授業担当者の消費財メーカーでの研究開発・事業運営の実体験を活かし、グローバルな観点を含みながら講義します。加えて、

外部専門家による最新の情報を基にした特別実習や講義も予定しています。 

■到達目標（学修成果） 

 皮膚や毛髪の成り立ちや構造、機能を習得し、化粧品や生活習慣、その他内外的因子の影響と皮膚や毛髪のトラブル発生との

関連性を考え、学修し、皮膚や毛髪を健やかに、そして、美しく保つ方法を習得します。化粧品市場や法規制などについても理

解が深まります。また、授業後の皆さんの質問やコメントを共有し解説することで、身近な知識が広がります。 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

 社会人としての資質、能力を養い、幅広く深い教養と総合的な判断力を培い、豊かな人間性を滋養する教養科目であり、卒業

要件の選択科目です。 

■授業計画 

回数 授業内容 
準備学修 

具体的内容（予習・復習等） 必要時間 

1 回 オリエンテーション；授業計画、成績評価基準、科学の歴史

と生活の変化、皮膚科学・化粧品科学の概況 

予習：シラバスを読む。新聞やその他で

最近の科学的話題を読む。 

30分 

2 回 ＜皮膚総論①＞皮膚と付属器官の役割と基本構造 予習：自身の皮膚について考えておく。 30分 

3 回 ＜皮膚総論②＞皮膚トラブル 予習：自身の肌トラブルと原因、その対

処法を整理しておく。 

30分 

4 回 「スキンケアとメイクアップ実習」外部化粧品教育チームに

よる特別実習を予定 

予習：自身のスキンケアやメイク商品と

使い方を整理しておく  

30分 

5 回 第 1回～第 4回のまとめ（課題レポート提出と進捗確認） 予習：第 1回～第 4回配布資料の学習ポ

イントや自身の考えを整理。 

90分 

6 回 第５回授業のレポートおよび進捗確認のフィードバック。 復習：フィードバック内容を再確認。 30分 

7 回 ＜毛髪概論①＞毛髪の役割と基本構造、基本物性 予習：自身の毛髪やトラブル、原因、対

処法を整理しておく。 

30分 

8 回 ＜毛髪概論②＞毛髪の損傷と構造変化 予習：前回授業のポイント、および、自

身の髪トラブルを整理しておく。 

30分 

9 回 「ヘアケア実用編」企業で毛髪研究に従事している専門家に

よる特別講義を予定 

予習：第５回と第６回授業の内容を整理

しておく。 

30分 

10 回 第５回～第９回のまとめ（課題レポート提出と進捗確認） 予習：第６回～第９回配布資料の学習ポ

イントや自身の考えを整理。 

90分 

11 回 第 10回授業のレポートおよび進捗確認のフィードバック。 復習：フィードバック内容を再確認。 30分 

12 回 ＜毛髪概論③＞ヘアカラーとパーマネントウェーブ、ヘアス

タイリング 

予習：自身もしくは周りの人のカラーや

パーマ、スタイリングを観察しておく。 

30分 

13 回 （続き） 予習：前授業の内容を確認。 30分 

14 回 「香りの世界」香料開発に長年従事されてきた専門家による

特別講義を予定 

予習：自身の香りや生活の中の香りにつ

いて考えておく。 

30分 

15 回 第１回～第１４回の総まとめ（課題レポート提出）提出物は

コメントを入れ後日返却とし、フィードバックとします。 

予習：全配布資料を振り返り、学習ポイ

ントや自身の考えを整理しておく。 

90分 

注）外部専門家による特別授業は予定が変更になる可能性もあります。その場合、別の授業日、若しくは、代案を実施します。 

■フィードバック（試験の解説、試験・レポート添削返却、メールや学内システム等の活用）方法 

フィードバックは授業の中で授業計画に沿って実施する。尚、第 3回目レポートと期末試験のフィードバックは添削及び採点 

終了後、教務課にて返却を持ってフィードバックとします。 

■成績評価の方法・基準 

授業態度・姿勢 30% 毎回の授業時に出欠席、遅刻を点検する。定期試験として進捗確認の為

の小テスト２回と期末試験を実施する。また、進捗確認の実施に併せて

課題レポートを 3回提出するものとする。 
授業内試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む） 30% 

期末試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む） 40% 

外部評価・検定試験結果 0% 

■教科書 決まった教科書を定めず、毎回の授業時にプリントを配布します。 

■参考文献 

 「化学ってそういうこと！」日本化学会編（化学同人）、「美容のヒフ科学」改訂９版安田利顕著、漆畑修改訂 南山堂、 

「スキンケアの科学」服部道廣著 裳華房、「毛髪の科学」第４版 C.R.ロビンス著、山口真主訳 フレグランスジャーナル社、

「トコトンやさしい化粧品の本」福井寛著、日刊工業新聞、 

「ヘアケアってなに？～美しい髪・健康な髪へのアプローチ」花王(株)ヘアケア研究所著、繊維社 

■オフィスアワー・研究室 

 金曜日（9時 00分～12時 30分）本校舎１階教務課 

■備考 授業はプロジェクターを使用し、パワーポイントで行いますが、必要に応じてインターネットやＤＶＤも使用します。 

化学-皮膚と毛髪と化粧品科学- 
  野村 直 

 1年 後期  選択   （ 2 単位 講義 ） 
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■授業の方針・概要 

私達は自由にからだを動かすことができます。しかし、他者との同一の動きを行うことは不可能です。 

本学の体育は、身体活動の実践を通して、他者の身体活動を観察することによって自分の動きとの違いを理解し、自分自身の身

体の動きを正確に知ることや、こころの有り様を知ることです。そして、他者との違いを、いかに自分の中に取り入れ融合させ

るかを学習する“からだの教育”です。自ら進んで以下の内容に取り組んで下さい。 

■到達目標（学修成果） 

この“からだの教育”から生涯において健康で豊かな生活を維持できるよう身体活動を生活化し、環境状況に適応していける

能力が培われます。 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

 本科目は、社会人としての基礎力を育てる、教養科目「体育」の卒業要件選択科目です。 

■授業計画 

回数 授業内容 
準備学修 

具体的内容（予習・復習等） 必要時間 

1 回 授業のイメージづくり 

個人票の作成、到達目標、自己目標の明確化 

予習 シラバスを読んでくる。 10分 

2 回 健康観づくり 

姿勢と自分の動き 

復習 自分の姿勢に注意して生活をし、感じ

たことをレポートにまとめる。 
30分 

3 回 仲間づくり 

P.A.（コミュニケーションプログラム） 

復習 P.A.を体験して感じたことをレポー

トにまとめる。基本運動を 3日以上実践する。 
30分 

4 回 バレーボールとソフトバレーボール① 

ボールを利用した動きづくり 

復習 自分のからだの動きについてレポー

トにまとめる。基本運動を 3日以上実践する。 
30分 

5 回 バレーボールとソフトバレーボール② 

ボールの扱いと移動パス（横・縦）ゲーム 

復習 移動パスをして感じたことをレポー

トにまとめる。基本運動を 3日以上実践する。 
30分 

6 回 バレーボールとソフトバレーボール③ 

正式なゲーム 

予習 バレーボールのルールを調べる。基本

運動を 3日以上実践する。 
30分 

7 回 ニュースポーツ① 

ビーチボール、インディアカ、キンボール 

予習 ニュースポーツの歴史やルールを調

べる。基本運動を 3日以上実践する。 
30分 

8 回 バスケットボール① 

基本的なボールの扱い 

復習 バスケットボールの基本的を体験し

て感じたことをレポートにまとめる。基本運

動を 3日以上実践する。 

30分 

9 回 バスケットボール② 

基本的な動きと変形ルールでのゲーム 

復習 チーム内のポジションと動きを確認

する。基本運動を 3日以上実践する。 
30分 

10 回 バスケットボール③ 

正式なゲーム 

予習 バスケットボールのルールを調べる。

基本運動を 3日以上実践する。 
30分 

11 回 ニュースポーツ② 

アルティメット（フリスビー） 

予習 アルティメットについて調べる。基本

運動を 3日以上実践する。 
30分 

12 回 フットサル① 

基本的なボールの扱い 

復習 フットサルのゲームの動画などを観

てイメージをつかむ。基本運動を 3日以上実

践する。 

30分 

13 回 フットサル② 

正式なゲーム 

予習 フットサルのルールを調べる。基本運

動を 3日以上実践する。 
30分 

14 回 チームスポーツのまとめ 復習 体験したスポーツについて振り返り

レポートにまとめる。基本運動を 3日以上実

践する。 

30分 

15 回 クラス内または合同のスポーツ大会 復習 前期に学んだことを到達目標と比較

して振り返りレポートにまとめる。 
30分 

■フィードバック（試験の解説、試験・レポート添削返却、メールや学内システム等の活用）方法 

 レポートの提出や添削、準備学修の指導などに manabaを活用する。 

■成績評価の方法・基準 

授業態度・姿勢 30%  

授業内試験・課題（プレゼンテーションを含む）  70% 

期末試験・課題（プレゼンテーションを含む） 0% 

外部評価・検定試験結果  0%  

■教科書  必要に応じて資料を配布する。 

■参考文献 随時紹介   経験する種目のルール集など 

■オフィスアワー・研究室 

初回授業で伝える 【連絡研究室】 体育研究室  （第 4校舎 1階 体育館横） 

■備考 

 基本運動：毎回縄跳び（3分間～5分間）腹筋・背筋―体力維持、ストレッチなど、身体活動の生活化 

 コーディネーショントレーニングの導入  課題 1～7 を身につける。状況に応じて内容が変化することあり。  

体育Ａ-身体と健康- 
  水上 雅子 

 1年 前期  選択   （ 1 単位 演習 ） 
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■授業の方針・概要 

 スポーツも日常の生活も、全て身体活動です。しかし、現在の私たちは“からだ”に対して興味が無く、自分の“からだ”な

のに借り物のようです。“からだ”を意識し、どう付き合うのかを学習することは大切です。なぜなら、自分の“からだ”こそ

個性であり、身体活動こそ自己を表現する基本だと思うからです。一流のスポーツ選手のパフォーマンスに感動を覚えたことは

ありませんか。他人の何気ない振る舞いに美しさを感じたことはありませんか。自分の身体活動にも、自然な美しさや自分らし

さが表現できたら楽しいと思いませんか。 

■到達目標（学修成果） 

授業では、スポーツを通して自己の表現を探し、自分らしさを発見できます。 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

 本科目は、社会人としての基礎力を育てる、教養科目「体育」の卒業要件選択科目です。 

■授業計画 

回数 授業内容 
準備学修 

具体的内容（予習・復習等） 必要時間 

1 回 授業のイメージづくり 
個人票の作成、到達目標、自己目標の明確化 

予習 シラバスを読んでくる。 10分 

2 回 からだを動かす 
一人、またはペア、グループでからだを動かす 

復習 自分の体の動きをレポートにまとめ

る。基本運動を 3日以上実践する。 
30分 

3 回 バドミントン① 
基本技術の習得 

復習 シャトルとボールの違いをレポート

にまとめる。基本運動を 3日以上実践する。 
30分 

4 回 バドミントン② 
応用技術の習得・ダブルス練習 

予習 ダブルスのルールを調べる。基本運動

を 3日以上実践する。 
30分 

5 回 バドミントン③ 
正式なルールでのゲーム（ダブルス） 

復習 シングルスとダブルスのルールの確

認。基本運動を 3日以上実践する。 
30分 

6 回 ニュースポーツ③ 
スピードミントン 

予習 スピードミントンについて調べる。基

本運動を 3日以上実践する。 
30分 

7 回 卓球① 
基本技術の取得・シングル練習 

予習 シングルのルールを調べる。基本運動

を 3日以上実践する。 

30分 

8 回 卓球② 
応用技術の習得・ダブルス練習 

予習 ダブルスのルールを調べる。基本運動

を 3日以上実践する。 

30分 

9 回 卓球③ 
正式なルールでのゲーム（チーム戦） 

復習 ルールと動きの確認をし、レポートに

まとめる。基本運動を 3日以上実践する。 
30分 

10 回 『動きの表現－写真』 
グループで動きの感じられる作品づくり 

予習 作品の構想を考えてくる。基本運動を

3日以上実践する。 
30分 

11 回 ニュースポーツ④ 
タグラグビー 

予習 タグラグビーについて調べる。基本運

動を 3日以上実践する。 
30分 

12 回 ユニバーサルスポーツ① 
障害者も健常者も共に楽しめるスポーツを実践してみる。 

予習 ユニバーサルスポーツにどんな種目

があるか調べる。基本運動を 3日以上実践す

る。  

30分 

13 回 ユニバーサルスポーツ② 
障害者も健常者も共に楽しめるスポーツを実践してみる。 

復習 授業を振り返り、実践した感想をレポ

ートにまとめる。基本運動を 3日以上実践す

る。 

30分 

14 回 正式ルールでゲームを行う。 
各クラスで種目を選択し、実践する。 

復習 体験したスポーツについてレポート

にまとめる。基本運動を 3日以上実践する。 
30分 

15 回 クラス内または合同のスポーツ大会 復習 後期に学んだことを到達目標と比較

して振り返りレポートにまとめる。 
30分 

■フィードバック（試験の解説、試験・レポート添削返却、メールや学内システム等の活用）方法 

 レポートの提出や添削、準備学修の指導などに manabaを活用する。 

■成績評価の方法・基準 

授業態度・姿勢 30%  

授業内試験・課題（プレゼンテーションを含む）  70% 

期末試験・課題（プレゼンテーションを含む） 0% 

外部評価・検定試験結果  0%  

■教科書 必要に応じて資料を配布する。 

■参考文献 随時紹介 経験する種目のルール集など 

■オフィスアワー・研究室 初回授業で伝える 【連絡研究室】 体育研究室  （第 4校舎 1階 体育館横） 

■備考 

 基本運動：毎回腹筋・背筋―体力維持、ストレッチなど、身体活動の生活化。縄跳び（ダブルタッチなど）も体験する。 

状況に応じて内容が変化することあり。  

体育Ｂ-身体と表現- 
  水上 雅子 

 1年 後期  選択   （ 1 単位 演習 ） 
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■授業の方針・概要 

 ボンジュール！とフランス語の挨拶から始まり、ファッション大国フランスに行って会話を楽しめる程度になりませんか？

簡単な会話を学びながら、まず、フランス語の特徴を把握し、映像や多様な資料を通して、基本的なファッション用語を身

につけて、フランス文化に触れ、「聞く」「話す」「読む」「書く」を身につけましょう。また、フランス人学生との交流も試

みます。 

■到達目標（学修成果） 

フランス旅行をする時に役立つ表現を覚え、挨拶、自己紹介ができ、フランス語を使えるようになり、辞書を使って、短い

文章の理解や、フランス語圏の通販サイトや最近 WEB情報を検索できることを目標とする。 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

卒業要件ではありませんが教養の選択科目となります。現在フランスや日本で使用されている服飾用語を分析、つなぎ合わ

せていくと、服飾文化の源流の一つに辿り着き、大局的に服飾文化を見直す糸口が見つかります。 

■授業計画 

回数 授業内容 
準備学修 

具体的内容（予習・復習等） 必要時間 

1 回 
フランスを知る（ビデオ） 

アルファベ発音と法則/フランス語の特徴について 
発音確認、身の回りのフランス語探し 10分 

2 回 
筆記体の読み/書き練習 

身の回りのフランス語 
発音練習 15分 

3 回 
挨拶、WEB辞書の使い方 

色、数字、曜日 （ビデオ） 

綴り字を見て正しい発音ができるよう

練習 
30分 

4 回 パリジェンヌのモード(ビデオ)/基本的なファッション用語 単語の読み書き練習 30分 

5 回 綴り字と発音①  講義メモ整理、発音練習 30分 

6 回 
会話① 

自己紹介 動詞①  
動詞の活用を暗唱/発音練習 30分 

7 回 綴り字と発音② 講義メモ整理、単語の読み書き練習 30分 

8 回 
会話② 

家族/人を紹介する 動詞②  
単語を組み合わせ紹介文を作る 30分 

9 回 
フランスのお金 

フランスの紹介 
単語の読み書き練習 30分 

10 回 国籍/職業をたずねる 疑問文 単語を組み合わせ紹介文を作る 30分 

11 回 
会話③ 

数字、時間、時の表現 動詞③ 
数字、時計の読み方の練習 30分 

12 回 好き/嫌いを言う 疑問文 発音練習 30分 

13 回 同世代のフランス人との会話想定練習 事前にいくつかの文を用意 30分 

14 回 フランス人学生とグループディスカッション 発音練習 30分 

15 回 まとめとフィードバック 夏休みの学習方法について 講義メモ整理 30分 

■フィードバック（試験の解説、試験・レポート添削返却、メールや学内システム等の活用）方法 

  毎授業にて講義メモを出すので、3回に 1度の割合でチェックする。 

■成績評価の方法・基準 

授業態度・姿勢 30% ノート・ファイルの整理力、発音練習の積極性を重視 

授業内試験・課題(ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む) 70% 発音チェック、課題提出、講義メモチェック 

期末試験・課題(ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む) 0%  

外部評価・検定試験結果 0%  

 

■教科書 

  随時コピー配布  仏和辞書購入希望の場合は、授業開始後、相談にのります。 

■参考文献 

  大学図書館のフランス語書籍、フランスの服飾関連書籍、DVDなど積極的に手に取ってください。 

  フランス語のサイトも積極的に見るようにしてください。 

■オフィスアワー・研究室 

金曜日(12：20～12：50)第 3校舎講師控室（第 3校舎 1階） 

■備考 

  フランス人ゲストの都合などにより、授業内容は変更することがあります。 

 6月、11月に学内で実施される実用フランス語検定試験の受検希望者対象に随時補習を行っています。 

フランス語Ⅰ（総合・会話） 
  福本 しのぶ 

 1年 前期  選択   （ 2 単位 講義 ） 
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■授業の方針・概要 

ボンジュール！フランス語での挨拶はできるようになったので、文の構造を理解するとともに、声を出して読んでいくよう

にしましょう。自然にフランス語が耳に入ってきて、フランスの若者文化に影響を及ぼしている日本のサブカルチャーや現

代の服飾用語についても話せるようにしましょう。 

■到達目標（学修成果） 

フランス旅行をする時に役立つ表現を覚え、挨拶、自己紹介ができ、フランス語を使えるようになり、辞書を使って、短い

文章の理解や、フランス語圏の通販サイトや最近 WEB情報を検索できることを目標とする。 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

教養科目「国際関係」で卒業要件選択科目です。現在フランスや日本で使用されている服飾用語を分析、つなぎ合わせてい

くと、服飾文化の源流の一つに辿り着き、大局的に服飾文化を見直す糸口が見つかります。 

■授業計画 

回数 授業内容 
準備学修 

具体的内容（予習・復習等） 必要時間 

1 回 前期の会話/単語の復讐 発音の練習 30分 

2 回 
会話④ 

パリのメトロ/トラム 動詞④ 
動詞の活用を暗唱/発音練習 30分 

3 回 
カフェやレストランで注文する 

フランスのテーブルマナー 
講義メモ整理、単語の読み書き練習 30分 

4 回 聞き取りのコツ 
聞き取り練習ができるサイトを活用し

てみよう 
30分 

5 回 フランス語サイト紹介 いろいろなサイトを探してみよう 30分 

6 回 
会話⑤ 

可能性について話す 動詞⑤ 
動詞の活用を暗唱/発音練習 30分 

7 回 服飾用語①   
好きなブランド、ファッションについ

て考える 
30分 

8 回 発音練習 講義メモ整理、単語の読み書き練習 30分 

9 回 
会話⑥ 

買い物をしてみよう！ 動詞⑥ 
動詞の活用を暗唱/発音練習  30分 

10 回 発音練習 講義メモ整理、単語の読み書き練習 30分 

11 回 単語を増やしてみよう！ WEB/図書館 それぞれの単語の発音と意味を探そう 30分 

12 回 服飾用語② 発講義メモ整理、単語の読み書き練習 30分 

13 回 発音練習 講義メモ整理、単語の読み書き練習 30分 

14 回 
会話⑦ 

過去について話す 動詞⑦ 
講義メモ整理、単語の読み書き練習 30分 

15 回 1人 5分程度のフランス語でのプレゼンテーション 講義メモ整理 30分 

■フィードバック（試験の解説、試験・レポート添削返却、メールや学内システム等の活用）方法 

  毎授業にて講義メモを出すので、3回に 1度の割合でチェックする。 

■成績評価の方法・基準 

授業態度・姿勢 30% ノート・ファイルの整理力、発音練習の積極性を重視 

授業内試験・課題(ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む) 70% 発音チェック、課題提出、学修ファイルチェック 

期末試験・課題(ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む) 0%  

外部評価・検定試験結果 0%  

 

■教科書 

  随時コピー配布  仏和辞書購入希望の場合は、授業開始後、相談にのります。 

■参考文献 

  大学図書館のフランス語書籍、フランスの服飾関連書籍、DVDなど積極的に手に取ってください。 

  フランス語のサイトも積極的に見るようにしてください。 

■オフィスアワー・研究室 

金曜日(12：20～12：50)第 3校舎講師控室（第 3校舎 1階） 

■備考 

  11月に学内で実施される実用フランス語検定試験 5級受験希望者対象に随時補習を行っています。 

フランス語Ⅱ（総合・会話） 
  福本 しのぶ 

 1年 後期  選択   （ 2 単位 講義 ） 
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■授業の方針・概要 

中国語の授業ではまず中国語と日本語の音声や構文上の大きな相違点を理解し学習する。前期は中国語の発声から学習し初

め、話す言葉に必要な語彙やフレーズ、と書く言葉に不可欠な文型文法の基礎を学ぶ。 

■到達目標（学修成果） 

中国語の規範的な発声をマスターし、中国語の基本文の組み立てを明晰にすることをめざす。 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

【中国語Ⅰ総合・会話】は教養科目「国際関係」の卒業要件選択科目である。将来の社会に向かって語学を操り、様々な適応

力を可能にすることを培う。 

■授業計画 

回数 授業内容 
準備学修 

具体的内容（予習・復習等） 必要時間 

1 回 中国語の発音とその仕組み 復習：母音・子音・鼻母音の正確な発音 30分 

2 回 第一課  わたしは～です 予習： 第一課  新出言葉 20分 

3 回 「空港で挨拶」 復習： ペーパー練習 30分 

4 回 第二課  これは～です 予習： 第二課  新出言葉 20分 

5 回 「バスで荷物をピックアップ」 復習： ペーパー練習 30分 

6 回 第三課  ～をします 予習： 第三課  新出言葉 20分 

7 回 「留学手続き後に書店を探す」 復習： ペーパー練習 30分 

8 回 第四課  ～はどこですか 予習： 第四課  新出言葉 20分 

9 回 「キャンパスで建物の位置を確認」 復習： ペーパー練習 30分 

10 回 第五課  ～がいます 予習： 第五課  新出言葉 20分 

11 回 「カフェで家族の話」 復習： ペーパー練習 30分 

12 回 第六課  ～がほしい 予習： 第六課  新出言葉 20分 

13 回 「服を買う」 復習： ペーパー練習 30分 

14 回 総合まとめⅠ 復習： 所定のプリント 60分 

15 回 総合まとめⅡ 復習： セルフチェック 60分 

■フィードバック（試験の解説、試験・レポート添削返却、メールや学内システム等の活用）方法 

毎回授業内授業外で完成した平常小テストの答案用紙を期末授業に返して総合まとめする。 

 

■成績評価の方法・基準 

授業態度・姿勢 20% 
 

授業内小テスト・授業外の課題 30% 

期末まとめ 50% 

外部評価・検定試験結果  0% 

 

■教科書 

『スタートダッシュ中国語』 氷野善寛 等 （朝日出版社） 

■参考文献 

学内図書館にある『日中辞典』、週刊新聞『中文導報』、中国語書籍等を利用する。 

■オフィスアワー・研究室 

木曜日（13:30～16:40）研究棟 中国語研究室 6036 

 

■備考 

なし 

 

中国語Ⅰ（総合・会話） 
盧 繁華 

1 年 前期  選択  （ 2単位 講義 ） 
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■授業の方針・概要 

授業の前半は会話練習と読解練習を繰り返しながら文法文型の内容を深める。後半は中国語作文をしっかり身に付けて活用

できる勉強を進める。 

■到達目標（学修成果） 

中国語の発話能力と文章力と共に高めて中国語を話せる書けることをめざす。 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

【中国語Ⅱ総合・会話】は教養科目「国際関係」の卒業要件選択科目である。将来の社会に向かって語学を操り様々な適応力

を可能にすることを培い、更に社会人が持つべき豊かな表現を出来るようにめざす。 

■授業計画 

回数 授業内容 
準備学修 

具体的内容（予習・復習等） 必要時間 

1 回 ウォーミングアップ 復習： 前期内容を再度チェック 30分 

2 回 第九課  ～が好き 予習： 第九課  新出言葉 20分 

3 回 「レストランで料理の話」 復習： ペーパー練習 30分 

4 回 第十課  ～は…より 予習： 第十課  新出言葉 20分 

5 回 「北京の気候の話」 復習： ペーパー練習 30分 

6 回 第十一課  ～するのが好き 予習： 第十一課  新出言葉 20分 

7 回 「趣味を話す」 復習： ペーパー練習 30分 

8 回 第十二課  ～にはどう行けば良いですか 予習： 第十二課  新出言葉 20分 

9 回 「北京駅への行き方」 復習： ペーパー練習 30分 

10 回 第十三課  ～したことありますか 予習： 第十三課  新出言葉 20分 

11 回 「自分の経験」 復習： ペーパー練習 30分 

12 回 第十四課  本当に楽しい 予習： 第十四課  新出言葉 20分 

13 回 「誕生日を過ごす」 復習： ペーパー練習 30分 

14 回    総合まとめⅠ 復習： 所定のプリント 60分 

15 回    総合まとめⅡ 復習： セルフチェック 60分 

■フィードバック（試験の解説、試験・レポート添削返却、メールや学内システム等の活用）方法 

毎回授業内授業外で完成した平常小テストの答案用紙を期末授業に返して総合まとめする。 

 

■成績評価の方法・基準 

授業態度・姿勢 20% 
 

授業内小テスト・授業外の課題 30% 

期末まとめ 50% 

外部評価・検定試験結果  0% 

 

■教科書 

『スタートダッシュ中国語』 氷野善寛 等 （朝日出版社） 

■参考文献 

学内図書館にある『日中辞典』、週刊新聞『中文導報』、中国語書籍等を利用する。 

■オフィスアワー・研究室 

木曜日（13:30～16:40）研究棟 中国語研究室 6036 

■備考 

なし 

 

中国語Ⅱ（総合・会話） 
盧 繁華 

1 年 後期  選択  （ 2単位 講義 ） 
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■授業の方針・概要 

 日本の生活・習慣を紹介していきます。 

 新聞や雑誌などから、現在の日本の情報を読み解きます。 

 

■到達目標（学修成果） 

 日本的な感性・考え方を理解することができるようになる。生活の中で日本の文化に親しむ。 

 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

 外国人留学生の卒業要件科目です。教養科目のうち、外国語の選択必修科目です。 

 

■授業計画 

回数 授業内容 
準備学修 

具体的内容（予習・復習等） 必要時間 

1 回 授業の方針・概要 シラバスを読んでおく（予習） 

 

30分 

2 回 日本の生活 災害から身を守る 資料を確認する（復習）web等を通じて

資料を取得する。 
30分 

3 回 日本の生活 衣食住① 服飾の語彙 語彙を増やすための勉強をする。（復習） 90分 

4 回 日本の生活 衣食住② 服飾の語彙 覚えた言葉を使ってクラスの日本人と

コミュニケーションをとる。（復習） 
90分 

5 回 日本の生活 衣食住③ 住居の語彙 語彙を増やすための勉強をする。（復習） 90分 
6 回 日本の生活 衣食住④ 住居の語彙 覚えた言葉を使って地域の日本人とコ

ミュミケーションをとる。（復習） 
90分 

7 回 日本の生活 衣食住⑤ 食物の語彙 語彙を増やすための勉強をする。（復習） 90分 

8 回 日本の生活 衣食住⑥ 食物の語彙 覚えた言葉を生活の場面で使う。（復習） 90分 

9 回 日本の文化 伝統文化① 和服 機会を設けて実物に触れてみる。（復習） 90分 

10 回 日本の文化 伝統文化② 芸能 機会を設けて実演を鑑賞する。または映

像を鑑賞する。（復習） 
90分 

11 回 日本の文化 伝統文化③ 文物 博物館等に行ってみる。（復習） 90分 

12 回 日本の文化 現代文化①  Webなどで情報を収集し整理する（復習） 90分 

13 回 日本の文化 現代文化② イベントなどに積極的に参加する。（復

習） 
90分 

14 回 日本の文化 現代文化③ 文化活動を通じて日本人と交流を深め

る。（復習） 
120分 

15 回 まとめ ひきつづき語彙力を高めるように勉強

する。（復習） 
60分 

■フィードバック（試験の解説、試験・レポート添削返却、メールや学内システム等の活用）方法 

 各回ごとに課題を添削します。 

 

■成績評価の方法・基準 

授業態度・姿勢 30% 

授業内試験･課題(ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含) 70% 

期末試験･課題(ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含) 0% 

外部評価・検定結果 0% 

■教科書 

 必要に応じて資料を配布する 

 

■参考文献 

 必要に応じて指示する 

 

■オフィスアワー・研究室 

 最初の授業時に指示する 

 文章表現研究室（研究棟１階 6103） 

 

■備考 

 なし 

日本文化・日本事情 
  伊藤 高広 

 1年 前期  選択 留学生対象  （ 2単位 講義 ） 
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■授業の方針・概要 

 基本的な英語の語彙や文法を確認し、リーディングとリスニングの練習をします。オフィスを舞台にしたストーリー展開になっているテキス

トを使用するので、ビジネス英語の基礎も学ぶことができます。あわせて、読解演習として、ココ・シャネルの伝記を読み、英文に親しみなが

らファッション・デザイナー、ココ・シャネルについても学びます。 

■到達目標（学修成果） 

本授業を履修することにより、次のことができます。・音読や筆写といった着実な英語学習の方法が定着する。・基本的な文法が確認できる。・

ビジネスに関する基本的な単語や表現が修得できる。・ビジネスでの会話に使える平易な英語表現が修得できる。・読解は、英文の構造を理解し

た上で、その文の意味をとることができる。・パラグラフごとの要約ができるようになる。以上を目標とします。 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

 教養科目（外国語）選択必修であり、卒業要件に必要な科目です。教養科目としての英語Ⅰ（総合）は、国際社会人としての資質、能力、判

断力を培い、教養ある豊かな人間性を涵養することをめざしています。 

■授業計画 

回数 授業内容 
準備学修 

具体的内容（予習・復習等） 必要時間 

1 回 イントロダクション、授業の説明 【予習】シラバスを読む。【復習】授業に必要なものを準備する。辞

書など。 

30 分 

2 回 【会話】ショップでの接客 

【リーディング】The Story of Chanel: Chapter 1 

【予習】The Story of Chanel: Chapter 1 に目を通し、単語を調べ

る。【復習】ショップでの接客の表現の暗記。 

30 分 

3 回 【会話】ショップでの接客 
【リーディング】The Story of Chanel: Chapter 1 

【予習】The Story of Chanel: Chapter 1 に目を通し、単語を調べ

る。【復習】ワークシートの整理。ショップでの接客の表現を覚

える。 

30 分 

4 回 【会話】ショップでの接客 
【リーディング】The Story of Chanel: Chapter 2 

【予習】小テストの準備。The Story of Chanel: Chapter 2 に目を通

し、単語を調べる。【復習】ワークシートの整理。ショップでの接

客の表現を覚える。 

30 分 

5 回 【会話】復習 

【リーディング】The Story of Chanel: Chapter 2 

【予習】The Story of Chanel: Chapter 2 に目を通し、単語を調べ

る。【復習】ワークシートの整理。 

30 分 

6 回 【会話】レストランでの接客。 
【リーディング】復習 

【予習】小テストの準備。【復習】ワークシートの整理。 30 分 

7 回 【会話】レストランでの接客。 
【リーディング】The Story of Chanel: Chapter 3 

【予習】小テストの準備。The Story of Chanel: Chapter 3 に目を通

し、単語を調べる。【復習】ワークシートの整理。 

30 分 

8 回 【会話】レストランでの接客。 
【リーディング】The Story of Chanel: Chapter 3 

【予習】The Story of Chanel: Chapter 3 に目を通し、単語を調べ

る。【復習】ワークシートの整理。依頼の表現暗記。 

30 分 

9 回 【会話】復習 

【リーディング】The Story of Chanel: Chapter 4 

【予習】小テストの準備。The Story of Chanel: Chapter 4 に目を通

し、単語を調べる。【復習】ワークシートの整理。助動詞復習。 

30 分 

10 回 【会話】接客中のトラブル。 
【リーディング】The Story of Chanel: Chapter 4 

【予習】The Story of Chanel: Chapter 4 に目を通し、単語を調べ

る。【復習】ワークシートの整理。接客中のトラブルについての

表現を覚える。 

30 分 

11 回 【会話】接客中のトラブル。 
【リーディング】The Story of Chanel: Chapter 5 

【予習】小テストの準備。The Story of Chanel: Chapter 5 に目を通

し、単語を調べる。【復習】ワークシートの整理。接客中のトラブ

ルについての表現を覚える。 

30 分 

12 回 【会話】接客中のトラブル。 
【リーディング】The Story of Chanel: Chapter 5 

【予習】The Story of Chanel: Chapter 5 に目を通し、単語を調べ

る。【復習】接客中のトラブルについての表現を覚える。 

30 分 

13 回 【会話】接客英会話復習 
【リーディング】復習 

【予習】小テスト準備。【復習】ワークシートの整理。接客英会話

表現の暗記。 

30 分 

14 回 【総合】復習 

【リーディング】復習 

【予習】まとめ課題の準備。 

【復習】接客英会話表現の暗記。 

30 分 

15 回 まとめ、課題のフィードバック 【復習】課題まとめ 30 分 

■フィードバック（試験の解説、試験・レポート添削返却、メールや学内システム等の活用）方法 

 小テストや課題は次回の授業で返却・解説します。 

■成績評価の方法・基準 

授業態度・姿勢 30%  

授業内試験・課題(ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む) 70% 小テスト・ワークシート含む 

期末試験・課題(ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む) 0%  

外部評価・検定試験結果 0%  

■教科書 

  Vicky Shipton 著 The Story of Chanel (R. I. C. Publications) 

菅谷とも子著 接客の英会話 （Gakken） 

■参考文献 

 必要に応じて提示します。 

■オフィスアワー・研究室   

【研究室】英語研究室（研究棟 3階 6034） 【オフィスアワー】第 1回の授業で提示します。 

■備考  

特になし 

英語Ⅰ（総合） 
  小塚 暁絵 

 1年 前期  選択   （ 2 単位 講義 ） 
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■授業の方針・概要 
英語Ⅰ（総合）（前期）に引き続き、基本的な英語の語彙や文法を確認し、リーディングとリスニングの練習をします。オフィスを舞台にし 

たストーリー展開になっているテキストを使用するので、ビジネス英語の基礎も学ぶことができます。あわせて、読解演習として、ココ・シャ 

ネルの伝記を読み、英文に親しみながらデザイナー、ココシャネルについても学びます。 

■到達目標（学修成果） 
本授業を履修することにより、次のことができます。・音読や筆写といった着実な英語学習の方法が定着する。・基本的な文法が確認できる。・ 

ビジネスに関する基本的な単語や表現が修得できる。・ビジネスでの会話に使える平易な英語表現が修得できる。・読解は、英文の構造を理解し た上

で、その文の意味をとることができる。・パラグラフごとの要約ができるようになる。以上を目標とします。 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 
教養科目（外国語）選択必修であり、卒業要件に必要な科目です。教養科目としての英語Ⅱ（総合）は、国際社会人としての資質、能力、判断

力 
を培い、教養ある豊かな人間性を涵養することをめざしています。 

■授業計画 

回数 授業内容 準備学修  
  具体的内容（予習・復習等） 必要時間 

1 回 イントロダクション、授業の説明 【予習】シラバスを読む。【復習】授業に必要なものを準備す 

る。辞書など。 
30 分 

2 回 【会話】ショップでの接客 

【リーディング】The Story of Chanel: Chapter 6 
【予習】The Story of Chanel: Chapter 6 に目を通し、単語 

を調べる。【復習】ショップでの接客の表現を覚える。 
30 分 

3 回 【会話】ショップでの接客 

【リーディング】The Story of Chanel: Chapter 6 
【予習】The Story of Chanel: Chapter 6 に目を通し、単語 

を調べる。【復習】ショップでの接客の表現を覚える。 
30 分 

4 回 【会話】ショップでの接客 

【リーディング】The Story of Chanel: Chapter 7 
【予習】小テストの準備。The Story of Chanel: Chapter 7 
に目を通し、単語を調べる。【復習】ワークシートの整理、表現

暗記。ショップでの接客の表現を覚える。 

30 分 

5 回 【会話】復習 

【リーディング】The Story of Chanel: Chapter 7 
【予習】The Story of Chanel: Chapter 7 に目を通し、単語 

を調べる。【復習】ワークシートの整理。 
30 分 

6 回 【会話】レストランでの接客。 

【リーディング】復習 
【予習】小テストの準備。【復習】レストランでの接客表現を覚
える。 

30 分 

7 回 【会話】レストランでの接客。 
【リーディング】The Story of Chanel: Chapter 8 

【予習】The Story of Chanel: Chapter 8 に目を通し、単語 
を調べる。【復習】ワークシートの整理。レストランでの接客表

現を覚える。 

30 分 

8 回 【会話】レストランでの接客。 

【リーディング】The Story of Chanel: Chapter 8 
【予習】The Story of Chanel: Chapter 8 に目を通し、単語 
を調べる。【復習】ワークシートの整理。レストランでの接客表

現を覚える。 

30 分 

9 回 【会話】復習 

【リーディング】The Story of Chanel: Chapter 9 
【予習】小テストの準備。The Story of Chanel: Chapter 9 

に目を通し、単語を調べる。【復習】ワークシートの整理。接

客英会話の暗記。 

30 分 

10 回 【会話】接客中のトラブル。 

【リーディング】The Story of Chanel: Chapter 9 
【予習】The Story of Chanel: Chapter 9 に目を通し、単語 
を調べる。【復習】ワークシートの整理。接客中のトラブルに

ついての表現を覚える。 

30 分 

11 回 【会話】接客中のトラブル。 
【リーディング】The Story of Chanel: Chapter 10 

【予習】小テストの準備。The Story of Chanel: Chapter 10 

に目を通し、単語を調べる。【復習】接客中のトラブルについ

ての表現を覚える。 

30 分 

12 回 【会話】接客中のトラブル。 

【リーディング】The Story of Chanel: Chapter 10 
【予習】The Story of Chanel: Chapter10 に目を通し、単語 

を調べる。【復習】接客中のトラブルについての表現を覚え

る。 

30 分 

13 回 【会話】接客英会話復習 

【リーディング】復習 
【予習】小テストの準備。【復習】接客英会話表現の暗記。 30 分 

14 回 【会話】復習 

【リーディング】復習 
【予習】まとめ課題の準備。 
【復習】接客英会話表現の暗記。 

30 分 

15 回 まとめ、課題のフィードバック 【復習】課題まとめ 30 分 

■フィードバック（試験の解説、試験・レポート添削返却、メールや学内システム等の活用）方法 
小テストや課題は次回の授業で返却・解説します。 

■成績評価の方法・基準 
授業態度・姿勢 30％  
授業内試験・課題(ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む) 70％ 小テスト・ワークシート含む 
期末試験・課題(ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む) 0％  
外部評価・検定試験結果 0％  

■教科書 Vicky Shipton 著 The Story of Chanel (R. I. C. Publications)、菅谷とも子著 接客の英会話 （Gakken） 

■参考文献 必要に応じて提示します。 
■オフィスアワー・研究室      
【研究室】英語研究室（研究棟 3 階6034）  【オフィスアワー】第 1 回の授業で提示します。 

■備考 
特になし 

英語Ⅱ（総合） 
小塚 暁絵 

1 年    後期 選択 （    2 単位    講義    ） 
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■授業の方針・概要 

 日常生活の様々な場面で、基本的な英語を使ってコミュニケーションをする練習をします。特に、ファッションに関係のあ

るシチュエーションでの会話を練習するとともに、ファッションに関する単語や表現を学修します。リスニング・スピーキン

グを中心に練習します。 

■到達目標（学修成果） 

 日常生活の様々な場面で行なわれる英会話の定型表現を暗記し、自分の言葉として話せるようになること。ファッションに

関する単語や表現を修得すること。 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

 教養科目（外国語）選択必修であり、卒業要件に必要な科目です。教養科目としての基礎英会話Ⅰは、国際社会人としての

資質、能力、判断力を培い、教養ある豊かな人間性を涵養することをめざしています。 

 

■授業計画 

回数 授業内容 
準備学修 

具体的内容 

（予習・復習等） 

必要時間

（分） 

1 回 イントロダクション。授業の説明。 【予習】シラバスを読む。【復習】授業に必要

なもの等の確認。 

30分 

2 回 Unit 1 ファッションアイテム 【予習】ファイルを準備する。【復習】ファッ

ションアイテムについてのワークシート完

成。 

30分 

3 回 Unit 2 色と模様 【予習】小テスト準備。【復習】色と模様につ

いてのワークシート完成。 

30分 

4 回 Unit 3 素材 【予習】小テスト準備。  20分 

5 回 Unit 4 コーディネート、アドバイス 【予習】小テスト準備。 20分 

6 回 Unit 5 スタイルとトレンド 【予習】小テスト準備。【復習】スタイルとト

レンドについてまとめる。 

30分 

7 回 トレンド発表 【復習】ライティング確認。 30分 

8 回 Unit 6 人を説明する。 【復習】トレンド発表の感想をまとめる。 30分 

9 回 Unit 7 住まいを説明する。前置詞。 【予習】小テスト準備。 20分 

10 回 Unit 9 縫製、制作 【復習】縫製、制作についてのワークシート

完成。 

30分 

11 回 Unit 10 日常の決まり事。 【予習】小テスト準備。 20分 

12 回 Unit 8 お店やカフェ 【復習】最終プレゼンテーション準備。 10分 

13 回 プレゼンテーション準備。 【予習】 小テスト準備。 20分 

14 回 プレゼンテーション 【予習】プレゼンテーション準備 60分 

15 回 プレゼンテーションのフィードバック 【復習】まとめ 20分 

■フィードバック（試験の解説、試験・レポート添削返却。メールや学内システムなどの活用方法） 

ワークシート、小テスト、レポートは確認・採点の上、随時返却します。プレゼンテーションはコメントします。 

■成績評価の方法・基準 

授業態度・姿勢 30％ 会話への参加含む 

授業内試験・課題(ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む) 70％ ワークシート、小テスト、レポート、プレゼンテーション 

期末試験・課題(ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む) 0％  

外部評価・検定試験結果 0％  

■教科書 

 Yuko Kobayashi & Manal Grant 著: Fashionable English: a language course for design students (Nan’un-do) 

 A4 file for handouts and quizzes 

■参考文献 

 必要に応じて提示します。 

■オフィスアワー・研究室    

【研究室】英語研究室（研究棟 3階 6034） 出講日：金曜日 英語研究室に連絡してください。 

■備考 辞書持参。 

基礎英会話Ⅰ 
  キム・コリンズ 

 1年 前期  選択必修   （ 2単位 講義 ） 
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■授業の方針・概要 

 日常生活の様々な場面、あるいは海外旅行において、コミュニケーションをする英語表現を練習をします。リスニング・ス

ピーキングを中心に練習します。 

■到達目標（学修成果） 

 この科目を履修することにより、日常や旅行における次の場面での英語表現を修得できます。フライト搭乗、入国審査、人

とのつきあい、食事の注文、約束、道案内、ショッピング、電話、仕事のインタビュー。また情報を正確に伝えたり、質問に

答えたりするためのスキルを修得することができます。 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

 教養科目（外国語）選択必修であり、卒業要件に必要な科目です。教養科目としての基礎英会話Ⅱは、国際社会人としての

資質、能力、判断力を培い、教養ある豊かな人間性を涵養することをめざしています。 

 

■授業計画 

回数 授業内容 
準備学修 

具体的内容 

（予習・復習等） 

必要時間

（分） 

1 回 夏休みについて会話をする。授業の説明。 【予習】シラバスを読む。【復習】持ち物などを

確認。 

30分 

2 回 夏休みのレポート。 【予習】夏休みのレポートを確認する。  20分 

3 回 Unit 11 旅行  【予習】旅行についての練習問題。 20分 

4 回 Unit 12 ホームステイ 【予習】ホームステイについてのメールを書

く。 

30分 

5 回 Unit 13 外出 【予習】ホームステイについてのメールを確認

する。 

20分 

6 回 Unit 14 道案内 【予習】道案内について確認する。 30分 

7 回 Unit 15 外食 【復習】プレゼンテーションの準備をする。 30分 

8 回 中間プレゼンテーション(ツアー) 【復習】プレゼンテーションのまとめをする。 30分 

9 回 Unit 16 ショッピング 【予習】ショッピングについてのワークシート

完成。 

20分 

10 回 Unit 17 小売 【復習】小売りについてのワークシート完成。 30分 

11 回 Unit 18 電話 【予習】電話表現復習。  20分 

12 回 Unit 19 雇用  【復習】最終プレゼンテーション準備 

 

10分 

13 回 Unit 20 ファッションショー 【予習】最終プレゼンテーション準備 30分 

14 回 プレゼンテーション（デザイナー、ブランドについ

て） 

【復習】プレゼンテーションの評価をつける。 20分 

15 回 フィードバック まとめ 20分 

 

■フィードバック（試験の解説、試験・レポート添削返却。メールや学内システムなどの活用方法） 

ワークシート、小テスト、レポートは確認・採点の上、随時返却します。プレゼンテーションはコメントします。 

■成績評価の方法・基準 

授業態度・姿勢 30％ 会話への参加含む 

授業内試験・課題(ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む) 70％ ワークシート、小テスト、レポート、プレゼンテーション 

期末試験・課題(ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む) 0％  

外部評価・検定試験結果 0％  

■教科書 

 Yuko Kobayashi & Manal Grant 著: Fashionable English: a language course for design students (Nan’un-do) 

 A4 file for handouts, presentation speeches and reports 

■参考文献 

 必要に応じて提示します。 

■オフィスアワー・研究室      

【研究室】英語研究室（研究棟 3階 6034） 出講日：金曜日 英語研究室に連絡してください。 

■備考 辞書持参。 

 

基礎英会話Ⅱ 
  キム・コリンズ 

 1年 後期  選択必修   （ 2単位 講義 ） 
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■授業の方針・概要 

 社会で遭遇すると思われる状況、場面での様々なタスクを行う。 

 関連したコラムを読んで、日本社会への関心・理解を深める。  

■到達目標（学修成果） 

 日本語コミュニケーション能力の向上。 

 日本語を使って、積極的にコミュニケーションを図る。 

 状況や場面に応じて適切に表現を使い分けられる。 

 情報や意図、感情を的確に理解し、概要をとらえ、スムーズに会話を発展させられる。 

 自分の意見を日本語で表現、伝達ができる。 

  自然で流暢な発話ができる。 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

 教養科目の中の外国語選択必修科目です。外国人留学生が対象です。履修指導において履修が必要と判断された者は必ず履修

してください。ただし、履修の必要が無いと判断された者も履修することができます。 

■授業計画 

回数 授業内容 
準備学修 

具体的内容（予習・復習等） 必要時間 

1 回 新しい環境で印象的に自己紹介することができる。 周りの人と積極的に日本語で話す。 

シャドーイングで練習する。（復習） 

60分 

2 回 新しい環境で印象的に自己紹介することができる。 周りの人と積極的に日本語で話す。 

シャドーイングで練習する。（復習） 
60分 

3 回 周りからいろいろな情報を得たり自分の希望を伝えたりす

る。生活の工夫や時間の使い方などの情報をやり取りする。 

周りの人と積極的に日本語で話す。 

シャドーイングで練習する。（復習） 
60分 

4 回 周りからいろいろな情報を得たり自分の希望を伝えたりす

る。生活の工夫や時間の使い方などの情報をやり取りする。 

周りの人と積極的に日本語で話す。 

シャドーイングで練習する。（復習） 
60分 

5 回 周りからいろいろな情報を得たり自分の希望を伝えたりす

る。生活の工夫や時間の使い方などの情報をやり取りする。 

周りの人と積極的に日本語で話す。 

シャドーイングで練習する。（復習） 
60分 

6 回 暮らしに必要な情報を得て、快適な生活を送る。状況を理解

して適切な行動をとることができる。経験したことを話す。 

周りの人と積極的に日本語で話す。 

シャドーイングで練習する。（復習） 
60分 

7 回 暮らしに必要な情報を得て、快適な生活を送る。状況を理解

して適切な行動をとることができる。経験したことを話す。 

周りの人と積極的に日本語で話す。 

シャドーイングで練習する。（復習） 
60分 

8 回 暮らしに必要な情報を得て、快適な生活を送る。状況を理解

して適切な行動をとることができる。経験したことを話す。 

周りの人と積極的に日本語で話す。 

シャドーイングで練習する。（復習） 
60分 

9 回 日本の地理や気候に合わせた生活を紹介して理解を深める。

異なる背景を持つ人々との交流を通して視野を広げる。 

周りの人と積極的に日本語で話す。 

シャドーイングで練習する。（復習） 
60分 

10 回 日本の地理や気候に合わせた生活を紹介して理解を深める。

異なる背景を持つ人々との交流を通して視野を広げる。 

周りの人と積極的に日本語で話す。 

シャドーイングで練習する。（復習） 
60分 

11 回 日本の地理や気候に合わせた生活を紹介して理解を深める。

異なる背景を持つ人々との交流を通して視野を広げる。 

周りの人と積極的に日本語で話す。 

シャドーイングで練習する。（復習） 
60分 

12 回 自分の気持ちを伝えたり相手の気持ちを受け止めたりするこ

とができる。周りの人と楽しくコミュニケーションできる。 

周りの人と積極的に日本語で話す。 

シャドーイングで練習する。（復習） 
60分 

13 回 自分の気持ちを伝えたり相手の気持ちを受け止めたりするこ

とができる。周りの人と楽しくコミュニケーションできる。 

周りの人と積極的に日本語で話す。 

シャドーイングで練習する。（復習） 
60分 

14 回 自分の気持ちを伝えたり相手の気持ちを受け止めたりするこ

とができる。周りの人と楽しくコミュニケーションできる。 

周りの人と積極的に日本語で話す。 

シャドーイングで練習する。（復習） 
60分 

15 回 楽しく快適な旅行ができる。旅の思い出を共有する。 周りの人と積極的に日本語で話す。 

シャドーイングで練習する。（復習） 
60分 

■フィードバック（試験の解説、試験・レポート添削返却、メールや学内システム等の活用）方法 

 通常の授業時間内で返却・解説します。 

■成績評価の方法・基準 

授業態度・姿勢 30% 

授業内試験･課題(ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含) 70% 

期末試験･課題(ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含) 0% 

外部評価・検定結果 0% 

■教科書 

必要に応じて配布します。 

副教材『シャドーイング 日本語を話そう！初〜中級編』くろしお出版 

■参考文献 

 必要に応じて指示します。 

■オフィスアワー・研究室 

 最初の授業時に指示する 文章表現研究室（研究棟１階 6103） 

■備考 なし 

日本語Ⅰ 
  伊藤 高広 

 1年 前期  選択 留学生対象  （ 4単位 講義 ） 
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■授業の方針・概要 

 社会で遭遇すると思われる状況、場面での様々なタスクを行う。 

 関連したコラムを読んで、日本社会への関心・理解を深める。 

■到達目標（学修成果） 

 日本語コミュニケーション能力の向上。 

 日本語を使って、積極的にコミュニケーションを図る。 

 状況や場面に応じて適切に表現を使い分けられる。 

 情報や意図、感情を的確に理解し、概要をとらえ、スムーズに会話を発展させられる。 

 自分の意見を日本語で表現、伝達ができる。 

  自然で流暢な発話ができる。 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

 教養科目の中の外国語選択必修科目です。外国人留学生が対象です。履修指導において履修が必要と判断された者は必ず履修

してください。ただし、履修の必要が無いと判断された者も履修することができます。 

■授業計画 

回数 授業内容 
準備学修 

具体的内容（予習・復習等） 必要時間 

1 回 様々なライフスタイルを知って、自分と比較して意見をいう

ことができる。 

周りの人と積極的に日本語で話す。 

シャドーイングで練習する。（復習） 

60分 

2 回 様々なライフスタイルを知って、自分と比較して意見をいう

ことができる。 

周りの人と積極的に日本語で話す。 

シャドーイングで練習する。（復習） 
60分 

3 回 心と体の健康を保って生活することができる。流行やトレン

ドの話題を取り入れ、人々とやりとりすることができる。 

周りの人と積極的に日本語で話す。 

シャドーイングで練習する。（復習） 
60分 

4 回 心と体の健康を保って生活することができる。流行やトレン

ドの話題を取り入れ、人々とやりとりすることができる。 

周りの人と積極的に日本語で話す。 

シャドーイングで練習する。（復習） 
60分 

5 回 心と体の健康を保って生活することができる。流行やトレン

ドの話題を取り入れ、人々とやりとりすることができる。 

周りの人と積極的に日本語で話す。 

シャドーイングで練習する。（復習） 
60分 

6 回 生活習慣や発想の違いを理解し、生活を楽しむ。情報社会に

おけるメディアの特性を知り、自分の意見を述べる。 

周りの人と積極的に日本語で話す。 

シャドーイングで練習する。（復習） 
60分 

7 回 生活習慣や発想の違いを理解し、生活を楽しむ。情報社会に

おけるメディアの特性を知り、自分の意見を述べる。 

周りの人と積極的に日本語で話す。 

シャドーイングで練習する。（復習） 
60分 

8 回 生活習慣や発想の違いを理解し、生活を楽しむ。情報社会に

おけるメディアの特性を知り、自分の意見を述べる。 

周りの人と積極的に日本語で話す。 

シャドーイングで練習する。（復習） 
60分 

9 回 学校事情や教育に関して、自分の意見を述べる。仕事に対す

る考えを共有し、就職情報を集める。 

周りの人と積極的に日本語で話す。 

シャドーイングで練習する。（復習） 
60分 

10 回 学校事情や教育に関して、自分の意見を述べる。仕事に対す

る考えを共有し、就職情報を集める。 

周りの人と積極的に日本語で話す。 

シャドーイングで練習する。（復習） 
60分 

11 回 学校事情や教育に関して、自分の意見を述べる。仕事に対す

る考えを共有し、就職情報を集める。 

周りの人と積極的に日本語で話す。 

シャドーイングで練習する。（復習） 
60分 

12 回 環境問題を理解し、自分の意見を述べる。科学技術の役割を

理解し、問題意識を持つことができる。 

周りの人と積極的に日本語で話す。 

シャドーイングで練習する。（復習） 
60分 

13 回 環境問題を理解し、自分の意見を述べる。科学技術の役割を

理解し、問題意識を持つことができる。 

周りの人と積極的に日本語で話す。 

シャドーイングで練習する。（復習） 
60分 

14 回 環境問題を理解し、自分の意見を述べる。科学技術の役割を

理解し、問題意識を持つことができる。 

周りの人と積極的に日本語で話す。 

シャドーイングで練習する。（復習） 
60分 

15 回 多様な価値観や考え方を知り、自分の考えを客観的に振り返

ることができる。 

周りの人と積極的に日本語で話す。 

シャドーイングで練習する。（復習） 
60分 

■フィードバック（試験の解説、試験・レポート添削返却、メールや学内システム等の活用）方法 

 通常の授業時間内で返却・解説します。 

■成績評価の方法・基準 

授業態度・姿勢 30% 

授業内試験･課題(ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含) 70% 

期末試験･課題(ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含) 0% 

外部評価・検定結果 0% 

■教科書 

 必要に応じて配布します。 

副教材『シャドーイング 日本語を話そう！初〜中級編』くろしお出版 

■参考文献 

 必要に応じて指示します。 

■オフィスアワー・研究室 

 最初の授業時に指示する 文章表現研究室（研究棟１階 6103） 

■備考 なし 

日本語Ⅱ 
  伊藤 高広 

 1年 後期  選択 留学生対象  （ 4単位 講義 ） 
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服飾学科1年

Ⅹ．ゼミナール

先生方のご好意により開講されるゼミです。

単位は出ませんが、積極的に参加して学んでください。

【１】 ＣＧクリエイター検定対策ゼミⅠ

【２】 社会貢献プレゼミ

【整理番号】
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【1】 

 

 
 
 
 
■授業の方針・概要 

 服飾を着装すると立体になる。これをコンピュータで扱うには 3DCG（3次元コンピュータ・グラフィックス）の技術が必要に

なってくる。多くの工業製品は 3DCADを使ってデザインされている。今や 3Dの基礎知識はクリエイターにとって欠かせないも

のになりつつある。このゼミでは毎年 11月末に実施される（財）画像情報教育振興協会（CG-ARTS協会）主催の「CGクリエイ

ター検定」合格を目標にして学習を進める。 

■到達目標（学修成果） 

 検定合格を目指すだけではなく、しっかりと CG基礎の知識を身につける。 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

 自主ゼミなので、卒業認定・学位授与との関連は無い。 

 

■授業計画 
回数 授業内容 準備学修 

具体的内容（予習・復習等） 必要時間 

1 回 
ガイダンス（試験概要、試験までの

スケジュールについて）・コンピュー

タグラフィックスの基礎 

予習：教科書 1章を読みノートにまとめる。不明点は調べ、それでも不明な
箇所は質問できるようリストアップしておく。 

復習：予習でまとめたノートに更に学んだ事をまとめる。練習問題 
90分 

2 回 
表現の基礎 1（観察と表現） 予習：テキストの指定範囲を読みノートにまとめる。不明点は調べ、それで

も不明な箇所は質問できるようリストアップしておく。 
復習：予習でまとめたノートに更に学んだ事をまとめる。練習問題 

90分 

3 回 
表現の基礎Ⅱ(色と形) 予習：テキストの指定範囲を読みノートにまとめる。不明点は調べ、それで

も不明な箇所は質問できるようリストアップしておく。 
復習：予習でまとめたノートに更に学んだ事をまとめる。練習問題 

90分 

4 回 
表現の基礎Ⅲ（ディジタル画像編集

ソフトを使ってみる） 

予習：テキストの指定範囲を読みノートにまとめる。不明点は調べ、それで
も不明な箇所は質問できるようリストアップしておく。 

復習：予習でまとめたノートに更に学んだ事をまとめる。練習問題 
90分 

5 回 
文字のデザイン（フォント、文字組

み） 

予習：テキストの指定範囲を読みノートにまとめる。不明点は調べ、それで
も不明な箇所は質問できるようリストアップしておく。 

復習：予習でまとめたノートに更に学んだ事をまとめる。練習問題 
90分 

6 回 
レイアウト（文字と画像の配置）、ピ

クトグラム 

予習：テキストの指定範囲を読みノートにまとめる。不明点は調べ、それで

も不明な箇所は質問できるようリストアップしておく。 
復習：予習でまとめたノートに更に学んだ事をまとめる。練習問題 

90分 

7 回 
3DCG制作についてⅠ（制作フロー） 予習：テキストの指定範囲を読みノートにまとめる。不明点は調べ、それで

も不明な箇所は質問できるようリストアップしておく。 
復習：予習でまとめたノートに更に学んだ事をまとめる。練習問題 

90分 

8 回 
3DCG制作についてⅡ（モデリング） 予習：テキストの指定範囲を読みノートにまとめる。不明点は調べ、それで

も不明な箇所は質問できるようリストアップしておく。 
復習：予習でまとめたノートに更に学んだ事をまとめる。練習問題 

90分 

9 回 
3DCG制作についてⅢ（マテリアル） 予習：テキストの指定範囲を読みノートにまとめる。不明点は調べ、それで

も不明な箇所は質問できるようリストアップしておく。 
復習：予習でまとめたノートに更に学んだ事をまとめる。練習問題 

90分 

10 回 
カメラワークとライティング 予習：テキストの指定範囲を読みノートにまとめる。不明点は調べ、それで

も不明な箇所は質問できるようリストアップしておく。 

復習：予習でまとめたノートに更に学んだ事をまとめる。練習問題 
90分 

11 回 
レンダリング 予習：テキストの指定範囲を読みノートにまとめる。不明点は調べ、それで

も不明な箇所は質問できるようリストアップしておく。 

復習：予習でまとめたノートに更に学んだ事をまとめる。練習問題 
90分 

12 回 
ディジタルとは（２進法と１６進法、

アナログとデジタル） 

予習：テキストの指定範囲を読みノートにまとめる。不明点は調べ、それで

も不明な箇所は質問できるようリストアップしておく。 
復習：予習でまとめたノートに更に学んだ事をまとめる。練習問題 

90分 

13 回 
ソフトウエア、入出力 予習：テキストの指定範囲を読みノートにまとめる。不明点は調べ、それで

も不明な箇所は質問できるようリストアップしておく。 
復習：予習でまとめたノートに更に学んだ事をまとめる。練習問題 

90分 

14 回 
知的財産権、ファイル形式 予習：テキストの指定範囲を読みノートにまとめる。不明点は調べ、それで

も不明な箇所は質問できるようリストアップしておく。 
復習：予習でまとめたノートに更に学んだ事をまとめる。練習問題 

90分 

15 回 
まとめと確認 ふりかえり、総確認 

90分 

■フィードバック（試験の解説、試験・レポート添削返却、メールや学内システム等の活用）方法 

 個別に解説を行なう 

■成績評価の方法・基準 

自主ゼミなので成績評価はない。 

■教科書 

（財）画像情報教育振興協会発行「入門 CGデザイン」 

■参考文献 

授業毎に必要な資料を配布する。 

■オフィスアワー・研究室 オフィスアワーについては、第一回目の授業で指示する。研究室 研究棟 1階 6012B 

■備考 自主ゼミなので単位は出ない事を理解した上で、検定受験を目標とし、最後まで参加できる学生に履修して頂きたい。 

 

CG ｸﾘｴｲﾀｰ検定対策ｾﾞﾐⅠ 
  水越 綾 

 1・2年 通年      自主ゼミ   
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【2】 

 

 
 
 
 
■授業の方針・概要 

 皆さんは、社会人の一人として充実した生活をおくるために必要な力を、2年次に「社会貢献プログラム」の授業で学びます。 

本学では所在地である品川区と社会貢献活動の協定を結んでおり、その団体を含めた地域社会をフィールドに 5つのプログラム

で 7つのグループに分かれて、主体的に学ぶプログラムを展開する授業です。 

そのためには、基礎的な知識やスキルを身に付けておくことが、とても重要です。「成長ノート」を作成し、「社会貢献」の意味

や今自分のできることを探り、実行して行きます。失敗を恐れず、行動することを目的とします。 

■到達目標（学修成果） 

 「社会貢献とは？」「自分の力で出来ることは何か？」を体験を通して、自分の答えを見つけて下さい。 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

 自主ゼミなので、卒業認定・学位との関係はありません。 

■授業計画 

回数 授業内容 
準備学修 

具体的内容（予習・復習等） 必要時間 

1 回 ゼミの内容を理解する。目的、趣旨、「成長ノート」の説明 

課題別にグループを作る。 

事前学習：シラバスを読んでくる。「社

会貢献」について調べて、まとめる。 

30分 

2 回 グループワークの基礎を学ぶ。 

 

事後学習：成長ノートの作成とグループ

ワークについてまとめる。 

30分 

3 回  

 

 30分 

4 回   30分 

5 回         グループ別の活動  30分 
6 回         雑巾アート  30分 

7 回         キッズガーデン  30分 

8 回         リバーサイドフェスティバル 事後学習：成長ノートの作成 
グループの活動を振り返り、 

レポートにまとめる 

30分 

9 回         さんまつり         30分 

10 回         入学前講座  30分 

11 回   30分 

12 回   30分 

13 回   30分 

14 回 まとめ 自分の学んだことを成長ノートを中心にまとめる。 事前学習：成長ノートのまとめ 30分 

15 回 2年生「社会貢献プログラム」報告会 

参加して感想、考えなどをまとめる。 
事後学習：報告会のレポートをまとめる  30分 

■フィードバック（試験の解説、試験・レポート添削返却、メールや学内システム等の活用）方法 

 グループごとに活動後に一度「成長ノート」を提出してもらい担当教員が指導をする。 

2年生の報告会後のレポートについて担当教員が指導をする。 

manabaを活用する。 

■成績評価の方法・基準 

自主ゼミのため、成績評価はありません 

■教科書 

 必要な時にプリントを配布します 

■参考文献 

 特になし 

 

 

■オフィスアワー・研究室 

各教員が、授業の第 1回目に説明します。 

短大服飾造形研究室（第 4校舎 2階 4026）体育研究室（第 4校舎 1階） 

■備考 

 状況に応じて内容に変更があります。 

 全体で取り組む時間は、クラスアワーで行う予定です。 

社会貢献プレゼミ 
  森田 裕子・水上 雅子・田原 美津子・井口 多恵子・笹部 小百合 

 1年 通年     自主ゼミ 
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