
◆専門科目◆

【1】 ファッション販売演習Ⅱ 【22】 ファッション産業論

【2】 社会貢献プログラム 【23】 ファッション史

【3】 特別アワー 【24】 ファッションＣＧ

【4】 ドレスクリエーション 【25】 コスチューム論

【5】 コスチュームクリエーション 【26】 マーチャンダイジング論

【6】 アパレルクリエーション 【27】 アパレルCADⅠ

【7】 卒業制作(フォーマルドレス) 【28】 アパレルCADⅡ

【8】 卒業制作(コスチューム) 【29】 ﾄﾞﾚｰﾋﾟﾝｸﾞ&ﾊﾟﾀｰﾝﾒｰｷﾝｸﾞⅡ

【9】 卒業制作(スーツ) 【30】 ﾄﾞﾚｰﾋﾟﾝｸﾞ&ﾊﾟﾀｰﾝﾒｰｷﾝｸﾞⅢ

【10】 データサイエンス基礎Ⅰ 【31】 衣服素材演習

【11】 データサイエンス基礎Ⅱ 【32】 インターンシップ

【12】 リクチュール 【33】 ショップディスプレイ

【13】 プリントワーク 【34】 映像制作

【14】 アパレルテクニック 【35】 ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙﾌｧｯｼｮﾝﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞｾﾞﾐ

【15】 キッズファッション 【36】 日本服飾文化史

【16】 パンツ(工業用パターンとテクニック) ◆教養科目〔一般・国際関係〕◆

【17】 ビスチェ・パニエ 【37】 健康科学

【18】 ジャケット(工業用パターンとテクニック) 【38】 言語と服飾文化

【19】 アパレル制作(CAD) 【39】 ファッション英語Ａ

【20】 ファッション画Ⅲ 【４０】 ファッション英語Ｂ

【21】 ファッション画Ⅳ

服飾学科2年

Ⅸ．授業計画

【整理番号】
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■授業の方針・概要 

 担当講師の専門であるアパレル企業研修、及び店舗 OJTの経験を生かし、ファッション販売演習Ⅰで学んだ販売の基本に基づ

く販売演習の更なる応用を学んでいただき現場に必要なスキルだけでなく楽しさも体現し習得する。 

 また販売テクニックだけではなく陳列、販促、VMD（専門外部講師）などの売場演出のロールプレイングも実践する。 

 

■到達目標（学修成果） 

 現場感覚を身に付け、ファッション販売力だけではなく装飾やディスプレイ、販促の基本技術も学び 

ファッションアドバイザー（FA）として応用の効く実践的テクニックの習得をし、即戦力となる人材を目指す。 

 

■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必修科目です。 

「ファッション販売演習Ⅱ」は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 販売テクニックの確認（販売の基本の再認識） 復習として教科書の接客基本について

熟読 

30分 

2 回 接客ストーリーの確認（アプローチ～お見送り）演習室 復習として教科書のアプローチについ

て熟読 

30分 

3 回 顧客心理を学ぶ（お客様のタイプ、クレーム対応） 予習として VMDについて調べておく 30分 

4 回 VMDの基本を学ぶ 1 復習として街のディスプレイについて

見学する 

30分 

5 回 VMD応用〜演出方法 Ⅱ 復習として自宅で演出のおさらい 30分 

6 回 VMDコンテストに向けたコンセプトディスカッションⅢ 復習としてコンセプトを基にコンテス

ト準備 

120分 

7 回 VMDコンテストに向け、役割分担と準備、グループワーク 予習、コンテスト準備、構成、プレゼン

テーションリハ 

30分 

8 回 VMDコンテスト（陳列と演出－ボディを使ってのプレゼンテ

ーション）グループワーク 

復習としてコンテストを振り返り、レポ

ート作成 

30分 

9 回 ロープレ設定（ペルソナを考える）グループディスカッショ

ン 

復習として、ペルソナとストーリーだて

のチームディスカッション 

30分 

10 回 ロープレ大会へ向けて、役割分担とストーリー制作ディスカ

ッション 

復習、予習としてロープレ大会準備と練

習 

30分 

11 回 接客販売リサーチ体験 復習として、接客体験リサーチのレポー

ト作成 

120分 

12 回 接客販売体験リサーチレポート発表（ディスカッション、プ

レゼンテーション） 

復習、予習ロープレ大会へむけた各自の

役割確率と練習 

30分 

13 回 ロープレ大会リハーサル（グループワーク） 復習、予習ロープレ大会へむけた各自の

役割確率と練習 

30分 

14 回 チーム別、接客販売ロープレコンテスト 復習として、ロープレ大会体験レポート

作成 

30分 

15 回 アフターフォロー（サンキューレター）とまとめ 

グループワーク 

復習として、作成したサンキューレター

の修正、見直し 

30分 

■フィードバック 

6回と 12回のリサーチ資料を 15回に返却する。 

■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 

 基本は「すごい接客」を教科書として使用し、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 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Ⅱ 
  宮田 佳子 

 2年 前期  必修   （ 1 単位 演習 ） 
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■授業の方針・概要 

 皆さんは、短大生であると同時に、社会の一員であり、地域の一員です。社会人として充実した生活を送るためには、コミュ

ニケーション力や問題解決力は、とても大切な能力です。本学では所在地である品川区と協定を結んでおり、この授業では、そ

の団体を含む地域社会をフィールドとし、チームごとに自ら考え、行動する、学生が主体的に学ぶプログラムを展開します。チ

ームの活動は、全て学生が中心に十分なディスカッションを経て内容、記録等を進め、学習成果を報告会で発表します。また、

各個人でも「成長ノート」を作成し、継続的に自己分析・評価を行います。身近な地域社会との交流を通じてコミュニケーショ

ン力と問題解決力を養い、社会の中で自分にできることを探り、実行する喜びなどを知ることを目的としています。1 年次で履

修した専門科目の知識や技術を充分に活用し、地域社会から多くのことを学ぶためにも、失敗を恐れずチャレンジしてください。 
■到達目標（学修成果） 

 社会人として求められるコミュニケーション力と問題解決力、自己課題解決力を持ち、チームに貢献できる人材の育成を目

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 

 専門必修科目で卒業要件科目の単位となります。地域社会との交流で培うことの出来る社会人基礎力を修得します。 

■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 授業の内容を理解する。 授業目的・趣旨説明  

ルーブリックと評価の説明    課題別にグループを作る    

事前学習：シラバスを読む 

事後学習：成長ノートの作成（活動の

記録、まとめ、次回の課題を考える） 

20分 

2 回 グループワーク、外部機関と連携した課題解決型学習 

（企画、予定表作り、プレゼンテーション、サンプル作

り、本番などが各グループによってそれぞれ展開します。） 

事後学習：成長ノートの作成（活動の

記録、まとめ、グループ別活動による

課題、グループ活動に manabaを活用） 

60分 

3 回 グループワーク 事後学習：成長ノートの作成 60分 

4 回 グループワーク 事後学習：成長ノートの作成 60分 

5 回 グループワーク 事後学習：成長ノートの作成 60分 

6 回 グループワーク 事後学習：成長ノートの作成 60分 

7 回 グループワーク 事後学習：成長ノートの作成 60分 

8 回 グループワーク 事後学習：成長ノートの作成 60分 

9 回 グループワーク 事後学習：成長ノートの作成 60分 

10 回 グループワーク 事後学習：成長ノートの作成 60分 

11 回 グループワーク 事後学習：成長ノートの作成 60分 

12 回 グループワーク 事後学習：成長ノートの作成 60分 

13 回 グループワーク 事後学習：成長ノートの作成 60分 

14 回 グループワーク 事後学習：成長ノートの作成 60分 

15 回 まとめ：報告書・報告会 事前学習：成長ノートをまとめ、報告

会に向けて準備。報告書作成、プレゼ

ンテーションの準備、報告書提出 

180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 

 成長ノート、報告書を添削･指導し返却。プレゼンテーション指導。 

 

■成績評価の方法・基準 

授業態度・姿勢（ディスカッションを含む） 30% ルーブリックにより、個別に評価 
 

授業内試験･課題（プレゼンテーション含む） 30% 活動の内容、成長ノート（ルーブリック） 

期末試験・課題（プレゼンテーション含む） 30% 報告会でのプレゼンテーション･報告書（ルーブリック） 

外部評価・検定試験結果 10% 地域の関係団体へのアンケート 

■教科書 

 随時、プリントなどを配付する。 

■参考文献 

 なし 

■オフィスアワー・研究室 

グループ担当教員のオフィスアワーは、授業の際、各教員が説明する。 

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あり。 

社会貢献プログラム 
  森田 裕子 田原 美津子 井口 多恵子  

 2年 前期  必修   （ 1 単位 演習 ） 
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■授業の方針・概要 

 短大２年間の在学中に様々な科目を履修し多くのことを学びますが、実社会ではさらに多くの知識技術が求められます。そ

こで特別に時間を設け、学外に出て普段の授業だけでは接することのない現場の見学や美術などの鑑賞をし、また学外の専門

家を招き特別講義を受講するなど色々な体験をします。 

 

■到達目標（学修成果） 

 ここで得た知識から①日常の授業科目との接点を自ら発見し新たな目標設定につなげる 

②社会の現状を把握し、今自分に求められているものを理解する。 

 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

 専門必修科目で卒業要件科目の単位となります。ファッションの専門知識や技術、社会のルールやマナーなど基礎力を学び

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 卒業生による講義 事後学習：レポート作成 

（気になった点を調べ感想をまとめ

る） 

 

30分 

2 回 JUKI見学（仮） 事後学習：レポート作成 

（気になった点を調べ感想をまとめ

る） 

 

30分 

3 回 毛皮講習「素材加工セミナー」 

毛皮素材と特性・加工について 

JFAファーデザインコンテスト 2021入賞作品解説など 

 

事後学習：レポート作成 

（唯一の生体素材である毛皮について

学び、感想をまとめる） 

 

30分 

4 回 美術館・博物館見学 

 

事後学習：レポート作成 

 

30分 

5 回 縫製工場見学（仮） 

 

事後学習：レポート作成 

（気になった点を調べ感想をまとめ

る） 

 

30分 

6 回 美術館講義･見学(仮) 事後学習：レポート作成 

 
30分 

7 回 企業見学(仮) 事後学習：レポート作成 

 
30分 

8 回 企業人特別講義 事後学習：レポート作成 

（気になった点を調べ感想をまとめ

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 

 レポート添削･指導。manaba使用。 

■成績評価の方法・基準 

■教科書 

 必要に応じて資料配付 

■参考文献 

 なし 

■オフィスアワー・研究室 

初回の授業でお知らせします。 

短大服飾造形研究室（第 4校舎 2階 4026） 

■備考 

 状況に応じて内容変更あり

 

授業態度・姿勢 30%   
 

授業内試験･課題（プレゼンテーション含む） 70% レポート、講義に対する理解度 

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%  

特別アワー 
  森田 裕子 

 2年 集中  必修   （ 1 単位 講義 ） 
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■授業の方針・概要 

「自分が着るタウンウェア（日常着）」の制作を通して、機能的で着心地の良い服、美しい服とはどういうものか体感し見極める力を高めま

す。1年次で履修した専門科目で獲得したスキルを臨機応変に活用して制作します。作品制作の幅を広げるためにさまざまなディテールのパタ

ーンメーキングを理解した後、テーマに沿ったアイテムを各自のサイズ、イメージに合わせて制作していきます。 

■到達目標（学修成果） 

 ①デザインに即したパターンメーキングができる。 

 ②フィッティング（仮縫い）により、バランスのよい着装を観察し、補正方法が理解できる。 

 ③デザイン、素材に合わせた縫製技術が修得できる。 

■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選択必修科目です。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コア科目です。 

■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 授業の概要説明、参考作品の説明 

実物制作に必要な基本のパターンメーキング（パンツ、1/2大）→

授業内点検、提出 

事後学修：修得した製図を完成させる。実

物制作のデザインを考案する 

60分 

2 回 実物制作に必要な基本のパターンメーキング（トップス、1/2大）

→授業内点検、提出 

事後学修：修得した製図を完成させる 

実物制作のデザイン画を描く 

30分 

3 回 部分縫い（ファスナー&ベルト付け）→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、配付プリントを用いる） 

30分 

4 回 実物制作タウンウェア（パンツ&トップス）製図 

→授業内点検 

 

事後学修：修得した制作方法を復習（テキ

スト、配付プリントを用いる） 

manabaで日常課題①を提出 

60分 

5 回 実物制作タウンウェア（パンツ&トップス）製図、型紙作成、裁断→

授業内点検 

日常課題①を回答する 

事後学修：修得した制作方法を復習（テキ

スト、配付プリントを用いる）manabaで日

常課題②を提出 

60分 

6 回 実物制作タウンウェア（パンツ&トップス）裁断、印付け、組み立て

→授業内点検 

日常課題②を回答する 

事後学修：修得した制作方法を復習（テキ

スト、配付プリントを用いる）manabaで日

常課題③を提出 

60分 

7 回 実物制作タウンウェア（パンツ&トップス）仮縫い、補正 

→授業内点検 

日常課題③を回答する 

事後学修：修得した制作方法、補正方法を

復習（テキスト、配付プリントを用いる） 

manabaで日常課題④を提出 

30分 

8 回 実物制作タウンウェア（パンツ&トップス）仮縫い、補正、 

縫製 

日常課題④を回答する 

事後学修：修得した制作方法補正方法を復

習（テキスト、配付プリント等を用いる） 

manabaで日常課題⑤を提出 

30分 

9 回 実物制作タウンウェア（パンツ&トップス）縫製 

日常課題⑤を回答する 

 

事後学修：修得した制作方法を復習（テキ

スト、iPad、配付プリント等を用いる）

manabaで日常課題⑥を提出 

60分 

10 回 実物制作タウンウェア（パンツ&トップス）縫製 

日常課題⑥を回答する 

事後学修：修得した制作方法を復習（テキ

スト、iPad、配付プリント等を用いる）

manabaで日常課題⑦を提出 

60分 

11 回 実物制作タウンウェア（パンツ&トップス）縫製 

日常課題⑦を回答する 

事後学修：修得した制作方法を復習（テキ

スト、iPad、配付プリント等を用いる）

manabaで日常課題⑧を提出 

60分 

12 回 実物制作タウンウェア（パンツ&トップス）縫製 

日常課題⑧を回答する 

事後学修：修得した制作方法を復習（テキ

スト、iPad、配付プリント等を用いる） 

60分 

13 回 実物制作タウンウェア（パンツ&トップス）縫製 

小試験（日常課題①～⑧の中から出題） 

事後学修：修得した制作方法を復習（テキ

スト、iPad、配付プリント等を用いる） 

60分 

14 回 実物制作タウンウェア（パンツ&トップス）縫製 

小試験の解答解説 

事後学修：修得した制作方法を復習（テキ

スト、iPad、配付プリント等を用いる） 

60分 

15 回 実物制作タウンウェア（パンツ&トップス）作品着装してプレゼンテ

ーション、着装風景を記録する。提出後に縫製点検し返却。 

ポートフォリオ（提出カード）をまとめ、manabaに提出する 

事前学修：manabaでの提出カードを作成準

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 

 日常課題は学内システム manabaに出題、提出、授業時に一斉解説。小試験は次回授業時に解説。manabaの提出カードに作品へのコメント。 

■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% 試験：日常課題①～⑧と小試験 作品：部分縫い、実物制作タウンウェア 

期末試験・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」「ドレメ式原型」「PATTERN MAKING Ⅰ、Ⅱ」「SEWING Ⅰ、Ⅱ」杉野学園  内容に応じて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  金曜日（10時～12時）短大服飾造形研究室（4026室）          

■備考  状況に応じて内容の変更あり

 

ドレスクリエーション 
  井口 多恵子 

 2年 前期  選択必修   （ 2単位 実習 ） 
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■授業の方針・概要 

 ここでのコスチュームとは、舞台衣装・ステージ衣装・非日常的な服をさします。1年次に履修した専門科目で得た知識と

技術のスキルを生かし、日常の生活などの現実から大きく離れた服のデザインと創作を行います。 

■到達目標（学修成果） 

 ①固定観念に捉われない自由な発想の服を考案・創作できる②その服づくりを通して臨機応変に物事を組み立てる応用力を

身に付ける③自分の世界を表現し、プレゼンテーションできるなどを目標とします 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

 専門選択必修で卒業要件科目の単位となります。ファッションの専門知識と技術、創造力を修得するコア科目です。 

■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 ピンワーク（デザインと素材の研究） 

コスチュームパターン 
特殊なシルエット・スリーブ・カラーのデザイン・研究→授業内点検 

事前学習：シルエット・スリーブ・カラー

についてインターネットや雑誌、市場を調

査 

60分 

2 回 特殊なシルエット・スリーブ・カラーの製図・研究（1/2サイズ） 

→授業内点検 
事前学習：1年次に学習したシルエット・

スリーブ・カラーの製図を復習 

40分 

3 回 特殊なシルエット・スリーブ・カラーの製図・研究（1/2サイズ） 

→授業内点検 
事後学習：作品を振り返りポートフォリオ

を作成提出。 
40分 

4 回 ポイントデザイン 
（服のポイントとなるテクニックの研究）→授業内点検 

事前学習:図書館でテクニックを調べる。 30分 

5 回 （服のポイントとなるテクニックの研究）製図･作成を 1/2サイズで

行う→授業内点検 
事後学習：次回までに課題をまとめる。 30分 

6 回 （服のポイントとなるテクニックの研究）製図･作成を 1/2サイズで

行う→授業内点検 
事後学習：作品を振り返りポートフォリオ

を作成提出。 
40分 

7 回 テーマ制作 
（今までの授業を踏まえてテーマによる衣装考案と制作） 

デザインを決める→授業内点検 

事前学習：図書館でテーマについて調べ

る。デザインのラフ画を描く 
40分 

8 回 （今までの授業を踏まえてテーマによる衣装考案と制作） 

パターン研究→授業内点検 
事後学習：パターン研究を完成させる 40分 

9 回 （今までの授業を踏まえてテーマによる衣装考案と制作） 

試作・研究→授業内点検 
事前学習：素材を探す 

事後学習：試作・研究 
60分 

10 回 （今までの授業を踏まえてテーマによる衣装考案と制作） 

試作・研究→授業内点検 
事後学習：制作時間を考慮し、作品制作の

作業計画を立てる 
20分 

11 回 （今までの授業を踏まえてテーマによる衣装考案と制作） 

実物制作→授業内点検 
事後学習：制作時間を考慮し、作業計画に

合わせて作品を制作する 
60分 

12 回 （今までの授業を踏まえてテーマによる衣装考案と制作） 

実物制作→授業内点検 
事後学習：制作時間を考慮し、作業計画に

合わせて作品を制作する 
60分 

13 回 （今までの授業を踏まえてテーマによる衣装考案と制作） 

実物制作→授業内点検 
事後学習：制作時間を考慮し、作業計画に

合わせて作品を制作する 
60分 

14 回 （今までの授業を踏まえてテーマによる衣装考案と制作） 

作品を完成させる→授業内点検 
事後学習：プレゼンテーションの準備 60分 

15 回 まとめ プレゼンテーション ディスカッション 事前学習：作品を振り返り、ポートフォリ

オを作成提出 
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 

 授業内で個別にディスカッションし点検、指導する。作品・プレゼンテーションの指導、ポートフォリオの点検・指導返却 

■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） 70% デザインのオリジナリティ、作品の完成度 

プレゼンテーションの表現力、構成力 

期末試験･課題（プレゼンテーションを含む） 10% ポートフォリオ 

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付、1年次の教科書を継続使用、 ドレメ原型 杉野学園、  PATTERN MAKINGⅠ 杉野学園、  

SEWINGⅠ～Ⅳ 杉野学園 

■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 

 水曜日 14：40～16：00  

短大服飾造形研究室（第 4校舎 2階 4026） 

■備考 

状況に応じて内容に変更あり。 
 

 

コスチュームクリエーション 
  森田 裕子 

 2年 前期  選択必修   （ 2単位 実習 ） 
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■授業の方針・概要 

 洋服制作には、デザインはもちろん着心地のすぐれたパターン力が欠かせません。授業ではパターンメーキングを通じて、服作りの中でのパ

ターンの重要性を理解していきます。またアパレルメーカーにおける工業的生産の過程をふまえた学修を行ないます。 

■到達目標（学修成果） 

①服種ごとにデザインバリエーションに対応するパターンメーキングができる       ②工業用パターン作成ができる  

③アパレル仕様の縫製技術が修得できる 

■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選択必修科目です。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コア科目です。 

■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 アパレル制作の概要 
課題１．ウイングカラーのパターンメーキング（ファーストパターン） 

事後学修：次回までに予定の作業を終わらせ

る。manabaに配信した電子教材で復習、学ん

だ内容を記録する 

60分 

2回 ウイングカラーのパターンメーキング（工業用パターン）→授業内点

検 
縫製トレーニング①ウイングカラーの縫製 

事後学修：次回までに予定の作業を終わらせ

る。manabaに配信した電子教材で復習、学ん

だ内容を記録する 

60分 

3回 縫製トレーニング①ウイングカラーの縫製→提出物を点検後返却 
ポートフォリオ作成→ポートフォリオにコメント 

事後学修：課題１を完成させる。学んだ内容

を振り返りポートフォリオを作成する 

60分 

4回 課題２．トレンチ風ジャケットのパターンメーキング 

（ナポレオンカラー、ラグランスリーブ）→点検後返却 

事後学修：次回までに予定の作業を終わらせ

る。manabaに配信した電子教材で復習、学ん

だ内容を記録する 

60分 

5回 トレンチ風ジャケットのトワル作成→完成トワル点検 

ポートフォリオ作成→ポートフォリオにコメント 

事後学修：課題２を完成させる。学んだ内容

を振り返りポートフォリオを作成する 

60分 

6回 課題３．ドルマンスリーブのパターンメーキング→点検 

（ファーストパターン、工業用パターン作成） 

事前学修：ドルマンスリーブのデザイン、布

を考える。次回までに予定の作業を終わらせ

る。学んだ内容を記録する 

60分 

7回 縫製トレーニング②カットソーの縫製（ドルマンスリーブ）→完成作

品着装点検、縫製点検 

ポートフォリオ作成→ポートフォリオにコメント 

事後学修：課題３を完成させる。学んだ内容

を振り返りポートフォリオを作成する 

60分 

8回 課題４．ドロップスリーブのパターンメーキング→点検返却 事後学習：manabaに配信した電子教材で復

習、学んだ内容を記録する 

60分 

9回 課題５．作品制作（サマージャケット） 

テーマを決めデザイン考案する 

事前学修：作品のテーマを決めてテーマに沿

ったデザイン、素材を考える 

60分 

10回 作品制作（サマージャケット） 

ファーストパターン作成→授業内点検 

事後学修：制作期間を意識し、作業工程を計

画、時間配分して作品制作を進める 

60分 

11回 作品制作（サマージャケット） 

トワルチェック→授業内点検 

事後学修：制作期間を意識し、作業工程を計

画、時間配分して作品制作を進める 

60分 

12回 作品制作（サマージャケット） 

工業用パターン作成→授業内点検 

事後学修：制作期間を意識し、作業工程を計

画、時間配分して作品制作を進める 

60分 

13回 作品制作（サマージャケット） 

裁断、縫製→授業内点検 

事後学修：制作期間を意識し、作業工程を計

画、時間配分して作品制作を進める 

60分 

14回 作品制作（サマージャケット） 

縫製→授業内点検 

事後学修：制作期間を意識し、作業工程を計

画、時間配分して作品制作を進める 

60分 

15回 課題５の着装とプレゼンテーション→完成作品の着装点検、縫製点

検、イメージボードを制作し、プレゼンテーションを行う。 

フォリオ作成→ポートフォリオにコメント 

事前学修：プレゼンテーション用のイメージ

ボードを作成する。 

事後学修：課題５作品制作を振り返り、ポー

トフォリオを作成する 

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 

 課題の点検、指導を行う。作品制作は随時点検、指導を行う。完成時のプレゼンテーション時に指導を行う。 

ポートフォリオに対しては manabaでコメント、指導をする。 

■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） 40% 課題１～４ パターンメーキングの理解度、縫製技術、ポートフォリオ 

期末試験・課題（プレゼンテーション含む） 40% 課題５ 作品 デザイン性、パターンメーキングの理解度、縫製技術、

ポートフォリオ 

外部評価・検定試験結果 0%  

■教科書 「SEWING Ⅲ」 学校法人杉野学園         

  1年次の教科書を継続使用 

     内容に応じて適宜プリント配布。 

■参考文献 「パターンメーキング技術検定試験 3級ガイドブック」（財）日本ファッション教育振興協会 

■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（4026） 

■備考 パターンメーキング技術検定試験３級受験を目指す。 

    状況に応じて内容の変更あり。  

 

アパレルクリエーション 
  田原 美津子 

 2年 前期  選択必修   （ 2単位 実習 ） 
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■授業の方針・概要 

 2年間の集大成としての卒業制作です。今までに学んだすべてを作品に注ぎ込み、完成度を高める努力が要求されます。過去に履修した専門

科目で獲得したデザイン、製図、縫製等のスキルを、臨機応変に活用して創作活動をする形態のアクティブラーニングです。制作アイテムは

自分自身が着装するイブニングドレスやウェディングドレスなどのフォーマルドレスです。卒業制作発表会に向けては科目の特色を打ち出し

た演出をクラス全員で協議し、準備していきます。 

■到達目標（学修成果） 

 ①基礎的なドレスのパターンメーキングが出来る。 

②トレンドを捉えたデザイン、使用する素材に即したパターンメーキングができる 

 ③フィッティング（仮縫い）で体型とシルエットとのバランスを確認し、パターンの修正方法が理解できる。 

 ③デザイン、素材に適した縫製技術を修得し、刺繍、コサージュなどの装飾を施してトータルに制作できる。 

■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選択必修科目です。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コア科目です。 

 

■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 授業の概要説明、参考作品を映像で流し、説明する 

基本のドレスのパターンメーキング 

復習：ドレスのパターンメーキングを見直

す。 

事後学修：制作するドレスのデザイン、使

用する素材を考える。 

60分 

2回 基本のドレスのパターンメーキング 

ドレスのデザインと素材の検討を行う。デザイン画を描く 

復習：ドレスのパターンメーキングを見直

す 

事後学修：制作するドレスに必要なパター

ンメーキングを考える 

60分 

3回 パターンメーキング：自身の原型を用いて製図を引く。 

→授業内点検 

事後学修：制作期間を意識し、作業工程を

計画、時間配分して作品制作を進める 

60分 

4回 トワル制作：トワル布裁断、印つけ、組み立て 

→授業内点検 

事後学修：制作期間を意識し、作業工程を

計画、時間配分して作品制作を進める 

60分 

5回 トワル制作：仮縫い、補正、修正→授業内点検 事後学修：制作期間を意識し、作業工程を

計画、時間配分して作品制作を進める 

60分 

6回 実物制作：型紙作成、裁断、接着芯貼り→授業内点検 事後学修：制作期間を意識し、作業工程を

計画、時間配分して作品制作を進める 

60分 

7回 実物制作：印付け、組み立て→授業内点検 事後学修：制作期間を意識し、作業工程を

計画、時間配分して作品制作を進める 

60分 

8回 実物制作：仮縫い、補正、修正 →授業内点検 事後学修：制作期間を意識し、作業工程を

計画、時間配分して作品制作を進める 

60分 

9回 実物制作：縫製→授業内点検 事後学修：制作期間を意識し、作業工程を

計画、時間配分して作品制作を進める 

60分 

10回 実物制作：縫製→授業内点検 事後学修：制作期間を意識し、作業工程を

計画、時間配分して作品制作を進める 

60分 

11回 実物制作：縫製→授業内点検 事後学修：制作期間を意識し、作業工程を

計画、時間配分して作品制作を進める 

60分 

12回 実物制作：縫製→授業内点検 事後学修：制作期間を意識し、作業工程を

計画、時間配分して作品制作を進める 

60分 

13回 実物制作：縫製→授業内点検 

グループワークによる発表会の準備 

事後学修：履修者で協力し発表にふさわし

い演出を考える 

事後学修：制作期間を意識し、作業工程を

計画、時間配分して作品制作を進める 

60分 

14回 実物制作：縫製→授業内点検  

着装、小物、ウォーキングを確認し、資料にまとめて提出 

グループワークによる発表会の準備 

事後学修：履修者で協力し発表にふさわし

い演出を考える 

事後学修：制作期間を意識し、作業工程を

計画、時間配分して作品制作を進める 

60分 

15回 まとめ：卒業制作発表会における作品発表 

ポートフォリオ作成→コメント 

事後学修：履修者で協力し発表にふさわし

い演出を考える 

事後学修：作品制作を振り返りポートフォ

リオを作成する 

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 

 制作途中で随時点検、指導を行う。manabaにてポートフォリオを提出、コメントする。 

■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：卒業制作作品 

期末試験・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」「ドレメ式原型」「PATTERN MAKING Ⅰ」「SEWING Ⅰ」杉野学園  内容に応じて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  金曜日（10時～12時）短大服飾造形研究室（4026） 

■備考 状況に応じて内容の変更あり。 

卒業制作(フォーマルドレス) 
  井口 多恵子 

 2年 後期  選択必修   （ 2単位 実習 ） 
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■授業の方針・概要 

 この科目は今までに履修した専門科目の知識と技術のスキルを生かし、日常の生活などの現実から大きく離れた服のデザイ

ンと創作を行う形態のアクティブラーニングです。2年間の集大成として、卒業制作発表会で自分の世界観を表現した作品を

演出・発表します。 

■到達目標（学修成果） 

①固定観念に捉われない自由な発想の服を考案・創作できる②その服づくりを通して臨機応変に物事を組み立てる応用力を身

に付ける③自分の世界を表現し、プレゼンテーションできるなどを目標とします。 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

 専門選択必修で卒業要件科目の単位となります。ファッションの専門知識と技術、創造力を修得するコア科目です。 

■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 卒業制作の衣装考案と制作 

テーマを決め、デザイン考案→授業内点検 

事前学習:テーマの素材を探す。 40分 

2 回 卒業制作の衣装考案と制作 

テーマを決め、デザイン考案→授業内点検 

事後学習：デザインのファッション画を完

成させる 
40分 

3 回 卒業制作の衣装考案と制作 

パターン研究→授業内点検 

事後学習：試作のパターンを完成させる。 60分 

4 回 卒業制作の衣装考案と制作 

試作、パターン研究→授業内点検 

事後学習：次回までに修正点を直す 40分 

5 回 卒業制作の衣装考案と制作 

試作、パターン研究→授業内点検 

事後学習：パターンの完成 

 

60分 

6 回 卒業制作の衣装考案と制作 

実物制作（裁断･組み立て）→授業内点検 

事前学習：制作に必要な素材を探す 30分 

7 回 卒業制作の衣装考案と制作 

実物制作（仮縫い・補正）→授業内点検 

事後学習：次の段階に進むためにやり残し

たことを完成させる 
60分 

8 回 卒業制作の衣装考案と制作 

実物制作（仮縫い・補正）→授業内点検 

事後学習：次の段階に進むためにやり残し

たことを完成させる 
60分 

9 回 卒業制作の衣装考案と制作 

実物制作（本縫い）→授業内点検 

事前学習：制作時間を考慮し、作品制作の

計画を立てる 

事後学習：次の段階に進むためにやり残し

たことを完成させる 

60分 

10 回 卒業制作の衣装考案と制作 

実物制作（本縫い）→授業内点検 

事後学習：制作時間を考慮し、作業計画に

合わせて作品を制作する 
60分 

11 回 卒業制作の衣装考案と制作 

実物制作（本縫い）→授業内点検 

事前学習；靴などアクセサリーを探す 

事後学習：制作時間を考慮し、作業計画に

合わせて作品を制作する 

60分 

12 回 卒業制作の衣装考案と制作 

実物制作（本縫い）→授業内点検 
事後学習：制作時間を考慮し、作業計画に

合わせて作品を制作する 
60分 

13 回 卒業制作の衣装考案と制作 最終調整 

グループワークによる卒業制作発表準備 

事後学習：履修者全員で協力し、発表会の

準備を進める。 
60分 

14 回 プレゼンテーション 事後学習：履修者全員で協力し、発表会の

準備を進める。 
60分 

15 回 まとめ （卒業制作発表会における作品発表） 事前学習：作品を振り返り、ポートフォリ

オを作成 
40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 

 授業内で個別にディスカッションし指導する。作品・プレゼンテーションの指導、ポートフォリオの点検・指導返却。 

■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） 70% デザインのオリジナリティ、作品の完成度、演出 

プレゼンテーション 

期末試験･課題（プレゼンテーションを含む） 10% ポートフォリオ 

外部評価・検定試験結果 0%  

■教科書 

 1年次の教科書を継続使用 ドレメ原型 杉野学園、PATTERN MAKINGⅠ 杉野学園、SEWINGⅠ～Ⅳ 杉野学園 内容に応じてプリント配付 

■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 

金曜日 11：00～12：00 短大服飾造形研究室（第 4校舎 2階 4026） 

■備考 状況に応じて内容に変更あり。

             

卒業制作(コスチューム) 
  森田 裕子 

 2年 後期  選択必修   （ 2単位 実習 ） 
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■授業の方針・概要 

 2年間の集大成としての卒業制作です。今までに学んだすべてを作品に注ぎ込み、完成度を高める努力が要求されます。過

去に履修した専門科目で獲得したデザイン、製図、縫製等のスキルを、臨機応変に活用して制作活動をする形態のアクティブ

ラーニングです。制作アイテムはスーツやジャケットまたはコートとのコーディネートスタイルが中心となります。卒業制作

発表会に向けては科目の特色を打ち出した演出をクラス全員で協議し、準備していきます。 

■到達目標（学修成果） 

 ①トレンドをとらえたテーマ性のあるデザインができる ②素材とマッチしたデザインおよびパターンメーキングができる 

 ③工業用パターンが作成できる                       ④アパレル仕様の縫製技術が修得できる 

■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選択必修科目です。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コア科目です。 

■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 卒業制作のテーマ、デザイン、素材を決める 

パターンメーキング（参考デザイン） 

事前学修：作品のテーマを決め、テーマに沿ったデザイ

ン、素材を考える 

60分 

2 回 パターンメーキング（1/2サイズ）→授業内

点検 

事後学修：制作期間を意識し、作業工程を計画、時間配分

して作品制作を進める 

60分 

3 回 パターンメーキング（1/2サイズ）→授業内

点検 

事後学修：制作期間を意識し、作業工程を計画、時間配分

して作品制作を進める 

60分 

4 回 トワルチェック（1/2サイズ）→授業内点検 

パターンメーキング（実物大）→授業内点検 

事後学修：制作期間を意識し、作業工程を計画、時間配分

して作品制作を進める 

60分 

5 回 パターンメーキング（実物大）→授業内点検 事後学修：制作期間を意識し、作業工程を計画、時間配分

して作品制作を進める 

60分 

6 回 トワルチェック（実物大）→授業内点検 事後学修：制作期間を意識し、作業工程を計画、時間配分

して作品制作を進める 

60分 

7 回 ファーストパターン作成→授業内点検 事後学修：制作期間を意識し、作業工程を計画、時間配分

して作品制作を進める 

60分 

8 回 工業用パターン作成→授業内点検 事後学修：制作期間を意識し、作業工程を計画、時間配分

して作品制作を進める 

60分 

9 回 工業用パターン作成→授業内点検 事後学修：制作期間を意識し、作業工程を計画、時間配分

して作品制作を進める 

60分 

10 回 裁断→授業内点検 事後学修：制作期間を意識し、作業工程を計画、時間配分

して作品制作を進める 

60分 

11 回 裁断→授業内点検 事後学修：制作期間を意識し、作業工程を計画、時間配分

して作品制作を進める 

60分 

12 回 アパレル縫製→授業内点検 事後学修：制作期間を意識し、作業工程を計画、時間配分

して作品制作を進める 

60分 

13 回 アパレル縫製→授業内点検 

グループワークによる発表会の準備 

事前学修：履修者で協力し発表にふさわしい演出を考える 

事後学修：制作期間を意識し、作業工程を計画、時間配分

して作品制作を進める 

60分 

14 回 アパレル縫製→授業内点検 

グループワークによる発表会の準備 

事前学修：履修者内で協力し発表にふさわしい演出を考え

る 

事後学修：制作期間を意識し、作業工程を計画、時間配分

して作品制作を進める 

60分 

15 回 まとめ（卒業制作発表会における作品発表） 

ポートフォリオ作成→コメント 

事前学修：履修者内で協力し発表にふさわしい演出を考え

る 

事後学修：作品制作を振り返りポートフォリオを作成する 

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 

 制作途中で随時点検、指導を行う。ポートフォリオに対しては manabaを通じて指導する。 

■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） 

60% 作品 テーマ性、デザイン、パターンメーキングの理解度、縫製技

術 

期末試験・課題（プレゼンテーション含む） 20% ポートフォリオ 

外部評価・検定試験結果 0% 
 

■教科書  

内容に応じて適宜プリント配布  1年次の教科書を継続使用   「SEWING Ⅲ」、「SEWING Ⅳ」学校法人杉野学園 

■参考文献 なし 

■オフィスアワー・研究室 木曜日 10:30～12:00    服飾造形研究室（4026） 

■備考 状況に応じて内容の変更あり。 

卒業制作(スーツ) 
  田原 美津子 

 2年 後期  選択必修   （ 2単位 実習 ） 
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■授業の方針・概要 

 情報技術の進展により、私たちの暮らしの中には多くの情報（データ）が溢れています。これからの社会のキーワードとな

るビッグデータや IoT（Internet of Things）、AI（Artificial Intelligence）などはデータが主役であり、その中から必要

な情報を的確に読み取る能力が必要不可欠です。データサイエンスはこれらの情報を数学や統計学の手法を用いて、分析およ

び考察を行い、価値のある情報を見出します。この授業では、データの利活用の現状を理解し、データの特徴の捉え方、それ

を表現する技術を学びます。 

■到達目標（学修成果） 

 本科目を履修することにより、①社会におけるビックデータの利活用を知り、データサイエンスの重要性を理解する、②デ

ータの基本的な特性や関連性を表すことができる、③データの種類や目的に応じてグラフで表現できる、④調査、分析を通し

て、データを収集する際の留意点を理解し、Wordや PowerPointを使って、分析結果を表現することができる。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 

 本科目は、専門選択科目（要履修）の卒業要件単位となります。ディプロマポリシー（学位授与の方針）については、事象

を数理的に考察し表現する能力を身につけ、社会人基礎力の「考え抜く力」を培います。 

■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 データサイエンスと AI・IoTの活用について 【予習】社会で活用されている AIや IoTにつ

いて調べる。【復習】被服・ファッション業界

のデータを調べて、活用事例を確認する。 

60分 

2 回 数理的処理の基礎：関数、確率統計、度数分布 【予習】中学校および高等学校で学んだ、基

礎数学を確認する。【予習】授業で解いた問題

を復習する。 

90分 

3 回 分析のための基本操作：オートフィル、参照、関数、

効果的なグラフ 

 

【予習】Excelの基本操作を確認する。【復

習】Excel関数の復習をする。 

90分 

4 回 データの特徴をとらえる１：データの種類と尺度、デ

ータの整理方法 

【予習】データの種類や尺度について調べ

る。【復習】計算式、表やグラフの作成につい

て復習する。 

90分 

5 回 データの特徴をとらえる２：基礎統計量（平均、分

散、標準偏差） 

【予習】平均、分散、標準偏差について、基

礎数学で学んだ解き方を確認する。【復習】基

本統計量の算出方法や意味などを復習する。 

60分 

6 回 データの関連性を調べる：相関係数 【予習】相関係数について調べておくこと。

【復習】相関係数の算出方法や関係性の表現

を復習する。 

90分 

7 回 データから未来を予測する：回帰直線、区間推定 【予習】回帰式、区間推定について調べる。

【復習】回帰式、区間推定の算出方法や分布

について復習する。 

90分 

8 回 データサイエンス実践の基礎：業界のデータ分析結果

から課題をまとめる 

【予習】データの整理・分析方法を復習す

る。【復習】分析結果の整理や表現などを復習

し、レポートにまとめる。 

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 

 基本的に各回の授業冒頭に前回課題の総合講評を行います。 

■成績評価の方法・基準 

授業態度・姿勢 30%  試験は実施せず、授業時の課題や小スト、 

レポートなどで評価をします。 

 

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 

 毎回、講義プリントを配布します。 

■参考文献 

 『統計学がわかる』向後千春，冨永敦子著、技術評論社 

 『統計学がわかる【回帰分析・因子分析編】』向後千春，冨永敦子著、技術評論社 

■オフィスアワー・研究室 

 連絡先 教務課（本校舎） 

■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があります。コンピュータを用いて実際に分析をおこなってい

くため、「キーボードやマウスの操作」、「ソフトウェアの起動やデータの保存といったコンピュータの基本的な操作」に慣れて

いるほうが望ましく、また、演習が多いため、積極的な授業参加が望まれます。 

データサイエンス基礎Ⅰ 
  水野 有希 

 2年 集中  選択（要履修）   （ 1単位 講義 ） 
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■授業の方針・概要 

 情報技術の進展により、私たちの暮らしの中には多くの情報（データ）が溢れています。これからの社会のキーワードとな

るビッグデータや IoT（Internet of Things）、AI（Artificial Intelligence）などはデータが主役であり、その中から必要

な情報を的確に読み取る能力が必要不可欠です。データサイエンスはこれらの情報を数学や統計学の手法を用いて、分析およ

び考察を行い、価値のある情報を見出します。この授業では、収集したデータを目的に応じた分析を行い、課題を発見し、解

決に導く技術を学びます。 

■到達目標（学修成果） 

 本科目を履修することにより、①Web調査の方法を学び、データ収集ができる、②変数、目的に応じて分析方法を選択する

ことができる、③ビジネスに活かせる調査、分析方法を修得する、④分析結果から課題を発見し、課題解決に向けた提案をす

ることができる。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 

 本科目は、専門選択科目で卒業要件単位となります。ディプロマポリシー（学位授与の方針）については、事象を数理的に

考察し表現する能力を身につけ、社会人基礎力の「考え抜く力」を培います。 

 

■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 AIの活用：データの収集方法 【予習】Webアンケートのしくみについて調

べる。【復習】アンケートの作成方法や回収手

段を復習する。 

90分 

2 回 データの平均の差を調べる１：ｔ検定 【予習】仮説検定、ｚ検定やｔ検定について

調べる。【復習】帰無仮説の立て方、ｔ検定の

算出方法の復習をする。 

90分 

3 回 データの平均の差を調べる２：分散分析 【予習】分散分析について調べる。【復習】一

元配置や二元配置の分散分析の算出方法を復

習する。 

90分 

4 回 データの傾向を調べる：カイ二乗検定 【予習】クロス集計、カイ二乗検定について

調べる。【復習】ピボットテーブルの作成、カ

イ二乗検定の算出方法を復習する。 

90分 

5 回 課題解決に向けたデータ分析１：印象を調べ、製品設

計や開発に役立てる（SD法：感性・官能評価） 

【予習】SD法（感性・官能評価）について調

べる。【復習】被服・ファッション関するデー

タを用いて分析し、SD法を復習する。 

90分 

6 回 課題解決に向けたデータ分析２：顧客満足度から改善

点を見つける（CS分析） 

【予習】CS分析（満足度、改善要求度）につ

いて調べる。【復習】被服・ファッション関す

るデータを用いて分析し、CS分析を復習する。 

90分 

7 回 課題解決に向けたデータ分析３：自由記述、SNSや口

コミサイトを分析する（テキストマイニングを用いた

分析） 

【予習】テキストマイニングについて調べ

る。【復習】口コミデータを用いて分析し、テ

キストマイニングを復習する。 

90分 

8 回 データサイエンス実践の応用：課題の整理およびプレ

ゼン資料作成 

【予習】PowerPointの基本操作を確認する。

【復習】資料の整理や表現方法などを復習

し、プレゼン資料を作成する。 

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 

  基本的に各回の授業冒頭に前回課題の総合講評を行います。 

■成績評価の方法・基準 

授業態度・姿勢 30%  試験は実施せず、授業時の課題や小スト、 

レポートなどで評価をします。 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 

 毎回、講義プリントを配布します 

■参考文献 

 『統計学がわかる』向後千春，冨永敦子著、技術評論社 

 『統計学がわかる【回帰分析・因子分析編】』向後千春，冨永敦子著、技術評論社 

■オフィスアワー・研究室 

 連絡先 教務課（本校舎） 

 後 期 金曜日(12：20～12：50) 第３校舎講師控室（第３校舎１階） 

■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があります。コンピュータを用いて実際に解析をおこなってい

くため、「キーボードやマウスの操作」、「ソフトウェアの起動やデータの保存といったコンピュータの基本的な操作」に慣れて

いるほうが望ましく、また、演習が多いため、積極的な授業参加が望まれます。 

データサイエンス基礎Ⅱ 
  水野 有希 

 2年 後期  選択   （ 1 単位 講義 ） 
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■授業の方針・概要 

 エコ・環境保護は、私たちの未来に係わる重要な問題であり、アパレル業界にとっても最優先の課題です。この認識を持ち

私達に今できることとして、不要になったものを有効なものにただ作りかえるのではなく、新しいデザインがプラスされたモ

ノを創り上げます。 
 

■到達目標（学修成果） 

 ①私たちを取り巻くアパレル業界の環境問題などを知り、服におけるエコを実践する。 

②リクチュール作品の制作を通して応用力、発想力を身につける。 

 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

 この科目は卒業要件単位の専門選択科目です。ファッションの専門知識と技術、作品制作における応用力を修得するととも

に環境問題などの社会の仕組みも学びます。 

 

■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 授業の概要説明 

リクチュールなどエコについての基礎知識、リクチュール

作品についての説明。 

 

事前学修：身近な環境問題を調べ、自分

たちができることを考える。 

事後学修：自分が取り組めるエコを実践

し始める 

40分 

2 回 課題作品１：グループワークにおいて制作するモノまたは

服についてディスカッションし、制作する。特別講師によ

る講義 

事前学修：課題作品に有効なデザイン案

や素材を収集する（manabaに記録する） 

事後学修：作品の完成に向けて進める 

40分 

3 回 課題作品１：制作過程を記録しながら進める 

課題作品２：各自の作品について 

事後学修：作品完成に向けて進める。 30分 

4 回 課題作品１：制作過程を記録しながら進める 事後学修：作品完成に向けて進める。ポ

ートフォリオ作成準備を進める 
30分 

5 回 課題作品２：指定したデザイン案の中から選択し、どのよ

うな素材等でモノまたは服を作るか考え、制作する→ディ

スカッションする 

事前学修：課題作品に有効なデザイン案

や素材を収集する 

事後学修：作品完成に向けて進める。 

30分 

6 回 課題作品２：制作過程を記録しながら進める 事後学修：作品完成に向けて進める。 30分 

7 回 課題作品２：制作過程を記録しながら進める 事後学修：作品完成に向けて進める。 

ポートフォリオ作成準備を進める 
30分 

8 回 まとめ：プレゼンテーション、ポートフォリオ 
 

作品をポートフォリオにする 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 

 授業内で個別にディスカッションし指導。発表･ポートフォリオの指導。 

 

■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含む） 70% 課題作品１、課題作品２ 

期末試験・課題（プレゼンテーション含む） 10% ポートフォリオ、プレゼンテーション 

外部評価・検定試験結果 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･Ⅱ 杉野学園 

SEWING Ⅰ･Ⅱ 杉野学園 

内容に応じてプリントを配付する 

■参考文献 

 適宜紹介する 

 

■オフィスアワー・研究室 

 金曜日 10時～12時 

短大服飾造形研究室（第 4校舎 2階 4026） 

■備考 

 状況に応じて内容が変更することあり 

 

リクチュール 
  井口 多恵子 

 2年 前期  選択   （ 1 単位 実習 ） 
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■授業の方針・概要 

毎年プリント柄の服が市場をにぎわせるが、自分で服を製作しようとすると希望に合うプリント生地を見つけるのは難し

い。ここではガーメントプリンターを使用することでデザインの幅を広げて既製のプリント生地では表現できない作品を考案

していきます。様々な形状の「ものを包む」という行為×プリント、立体×プリントでコラボレーションさせ、新しいデザイ

ンを考案し作品を制作します。 

 

■到達目標（学修成果） 

①柔軟な発想と自由なアイデアでプリントのデザインが出来るようになる。②ものの形とプリントの関係を理解することが

できる。③プレゼンテーションを行うことで、自身の発想を実物と言葉で表現出来るようになるなどを目標とします。 

 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

専門選択科目で卒業要件科目の単位となります。ファッション業界で活躍できる専門力の向上に資するサブ科目です。。 

 

■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                                            

授業内容、課題、ガーメントプリンターについて 

課題 1「プリントトートバック」デザイン考案→授業内点検 

事前学習：シラバスを読む              

事後学習：デザインを完成させデータ

を作る 

３０分 

2 回 課題 1「Ｔシャツプリント」 

    プリントデータ作成、試作→授業内点検                                    

事後学習：デザイン考案の為の資料探

し                  

６０分 

3 回 課題 1「プリントトートバック」                                    

プリント、アレンジ・仕上げ→授業内点検 

事前学習：「包む」ものの素材探し        

事後学習：作業を進める 

６０分 

4 回 課題 1「プリントトートバック」ポートフォリオ作成                          

課題 2「ものを包む」プリントデザイン考案→授業内点検                 

事前学習：ポートフォリオの考案          

事後学習：ポートフォリオを整理する 

６０分 

5 回 課題 2「ものを包む」 

 プリントデータ作成、試作→授業内点検                                                 

事前学習：デザイン考案の資料探し 

事後学習：作業を進める 

６０分 

6 回 課題 2「ものを包む」                                               

プリント、裁断、縫製→授業内点検 

事前授業：プリントデータ用の素材探

し        事後授業：作業を

進める 

６０分 

7 回 課題 2「ものを包む」                                           

縫製、仕上げ、ポートフォリオ作成→授業内点検 

プレゼンテーションの準備 

事前授業：ポートフォリオの考案          

事後授業：ポートフォリオを整理する 

６０分 

8 回 課題 1・2プレゼンテーション、作品・ポートフォリオ提出                                        

まとめ 

事前授業：プレゼンテーションの準備       

事後授業：作品を振り返り、ポートフ

ォリオの提出 

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 

 課題は制作過程で点検及び指導を行い、８回目のプレゼンテーションで講評を行う。 

 

■成績評価の方法・基準 

授業態度・姿勢 20％  
 

授業内試験・課題 

（プレゼンテーション含む） 

70％ デザインのオリジナリティ、作品の完成度 

期末試験･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･検定試験結果 0％  

 著作権及び肖像権を侵害する画像データの使用が認められた場合は、不合格とする。 

 

■教科書 

内容に応じて適宜プリント配布する。 

 

■参考文献 

必要に応じて適宜提示する。 

 

■オフィスアワー・研究室 

初回の授業でお知らせします。 

短大服飾造形研究室（第 4校舎 2階 4026） 

 

■備考 

Photoshopを用いてプリントデータの作成を行う為、パソコン室での作業がある。 

進度及び日程により、内容を変更する場合がある。 

プリントワーク 
  森田 裕子 

 2年 前期又は後期  選択   （ 1 単位 実習 ） 
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■授業の方針・概要 

 既製品はサイズ、縫製方法等すべて仕様書に従い作られています。高品質の商品として流通できるには各工程において 

どのようなテクニックが求められているか認識し、パターンと縫製との関わりも含めて学習します。授業では 1着のコートを

作る過程を踏まえながら各部位の縫製方法を実習していきます。半身頃での実習となります。学習成果は他の科目で制作する

作品に活用できます。 

■到達目標（学修成果） 

①工業用パターンと縫製のかかわりが理解できる  

②アパレル仕様の縫製技術が習得できる 

■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選択科目です。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サブ科目です。 

■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 アパレルテクニックの概要、仕様書について 

裁断（表地、芯地、裏地）→授業内点検 

事後学修：次回までに予定の工程を終

わらせる。学んだ内容を整理し、記録

する 

60分 

2 回 芯貼り、テープ貼り 

ポケットの縫製→授業内点検 

事後学修：manabaに配信した電子教材

で復習、次回までに予定の工程を終わ

らせる。学んだ内容を整理し、記録す

る 

60分 

3 回 比翼仕立ての縫製→授業内点検 

ベンツの縫製→授業内点検 

事後学修：manabaに配信した電子教材

で復習、次回までに予定の工程を終わ

らせる。学んだ内容を整理し、記録す

る 

60分 

4 回 ラグラン袖の縫製→授業内点検 

半裏仕立ての縫製→授業内点検 

事後学修：manabaに配信した電子教材

で復習、次回までに予定の工程を終わ

らせる。学んだ内容を整理し、記録す

る 

60分 

5 回 月腰衿の縫製→授業内点検 

裾の縫製→授業内点検 

事後学修：manabaに配信した電子教材

で復習、次回までに予定の工程を終わ

らせる。学んだ内容を整理し、記録す

る 

60分 

6 回 パターンについて、パターン展開について解説 

袖口とじ、中とじ、仕上げ→提出物を点検 

事後学修：manabaに配信した電子教材

で復習、次回までに予定の工程を終わ

らせる。学んだ内容を整理し、記録す

る 

60分 

7 回 両玉縁ポケットの縫製→提出物を点検 事後学修：manabaに配信した電子教材

で復習、次回までに予定の工程を終わ

らせる。学んだ内容を整理し、記録す

る 

60分 

8 回 まとめとポートフォリオ作成→ポートフォリオにコメント 事後学修：記録を元に振り返りを行い

ポートフォリオの作成する 

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 

 工程の区切りごとに点検、指導を行う。ポートフォリオに対しては manabaでコメントする。 

■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） 60% Aラインコート、両玉縁ポケット 

期末試験・課題（プレゼンテーション含む） 20% ポートフォリオ 

外部評価・検定試験結果 0%  

■教科書 

1年次の教科書を継続使用 

「SEWING Ⅳ」杉野学園 

内容に応じて適宜プリントを配布 

■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（4026） 

■備考 

状況に応じての内容の変更あり 

 

 

アパレルテクニック 
  田原 美津子 

 2年 前期  選択   （ 1 単位 実習 ） 
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■授業の方針・概要 

 1年次で学んだ製図方法・縫製技術をもとに、性別、季節、用途さらに子どもの成長による体型の特徴、動きなどを考慮し

てデザイン考案をした子ども服を制作します。アパレル企業や製造小売業の企画、技術パターン、生産現場での経験を授業に

取り入れ、時代に沿って進化するファッションを、子ども服を通して学んでいきます。 

 

■到達目標（学修成果） 

①安全基準を理解した上で各々のデザイン・素材に適した縫製での子ども服が制作できる。 

 ②パッチワークの技法、手縫い主体の制作方法を知ることができる。 

 

■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の専門選択科目です。ファッション業界で活躍できる専門力を修得するとともに、人として豊かな人間

性を涵養する科目です。 

 

■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 子ども服の特性、歴史、採寸方法、身頃原型の説明、製図 

参考作品の製図・縫製説明 

課題作品 「小物入れ」の制作説明、型紙作成、キルト芯裁断 

事前学習：シラバスを読む 

事後学習：課題作品「小物入れ」のパッチワー

クデザイン考案と材料準備 

10分 

30分 

2 回 子ども服の安全性、安全基準について 

課題作品 ｢小物入れ｣布裁断、印入れ、制作 

事後学習：課題作品の考案、デザイン画を描く 

作業工程を考え、作品制作を進める 

30分 

 

3 回 課題作品 ｢小物入れ｣縫製 制作 

実物作品デザイン画提出 

事後学習：作業工程を考え、作品制作を進める 30分 

 

4 回 課題作品 ｢小物入れ｣縫製 

実物作品デザイン画をもとに相談、デザイン決定 

事前学習：実物作品の製図を考える 

事後学習：作業工程を考え、作品制作を進める 

30分 

 

5 回 課題作品 ｢小物入れ｣縫製、仕上げ、完成後に作品撮影 

 

事後学習：課題作品のポートフォリオの作成 30分 

6 回 課題作品 ポートフォリオ提出→ポートフォリオにコメント 

プレゼンテーション 

実物作品 製図、型紙作成 

事前学習：プレゼンテーションの準備 

実物作品の材料準備 

 

30分 

 

7 回 実物作品 裁断、印付け 

 

事後学習：作品制作を進める 30分 

8 回 実物作品 組み立て、仮縫い、補正箇所の修正、縫製 

縫製仕様の具体例説明 

事後学習：実物作品の縫製手順、計画を考える 30分 

9 回 実物作品 縫製手順書の提出 縫製→授業内点検 事後学習：縫製手順書を参照し、作品制作を進

める 

 

30分 

10 回 実物作品 縫製→授業内点検 事後学習：縫製手順書を参照し、作品制作を進

める 

30分 

11 回 実物作品 縫製→授業内点検 事後学習：縫製手順書を参照し、作品制作を進

める 

30分 

12 回 実物作品 縫製→授業内点検 事後学習：縫製手順書を参照し、作品制作を進

める 

30分 

13 回 実物作品 縫製→授業内点検  事後学習：縫製手順書を参照し、作品制作を進

める 

30分 

14 回 実物作品 縫製 仕上げ、完成後に作品撮影 事後学習：縫製手順書を参照し、作品制作を進

める 

30分 

15 回 実物作品 ポートフォリオ作成提出→ポートフォリオにコメント 

プレゼンテーション 

事前学習：プレゼンテーションの準備 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 

 制作途中で随時点検、指導を行う。課題作品は学内システム manabaに提出されたカードにコメントし、授業内に返却する。 

実物作品は作品完成後ボディに着装、縫製点検し返却。学内システム manabaに提出されたカードにコメントする。 

 

■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% デザイン性、製図の理解度、縫製技術 

期末試験・課題（プレゼンテーション含む） 10% ポートフォリオ、プレゼンテーション 

外部評価・検定試験結果 0%  

 

■教科書 基礎テキスト 杉野学園 

内容に応じてプリント配布する。 

■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 状況に応じて内容変更あり 

キッズファッション 
  笹部 小百合 

2 年 後期  選択   （ 1単位 実習 ） 
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■授業の方針・概要 

 パンツの基本パターンを基にデザインに応じた展開を行い、自分サイズのパンツを制作します。その過程において工業用パタ

ーン作成、アパレル縫製技術を確実に習得します。学修成果は後期コア科目「卒業制作」等に活用できます。 

 

■到達目標（学修成果） 

①パンツのパターンメーキングができる     

②デザインバリエーションに対応するパターンメーキングができる 

③パンツの工業用パターン作成ができる      

④アパレル仕様の縫製技術が習得できる 

 

■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選択科目です。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サブ科目です。 

 

■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 パンツ制作の概要、パンツのデザイン考案、布選定 

基本パンツを各自パターンメーキング→授業内点検 

事前学修：制作するパンツのデザイン、

布を考える 

事後学修：基本パンツのトワル裁断 

60分 

2 回 基本パンツから応用パターンへの展開→点検、返却 

基本パンツのトワルチェック～スローパー作成→授業内点検 

事前学修：応用パターンへの展開 

事後学修：基本パンツパターン修正 

応用パターンへの展開 

60分 

3 回 パンツ制作  スローパーからデザインへの展開 

～ファーストパターン作成→授業内点検 

事後学修：制作するパンツのトワル作成 60分 

4 回 パンツ制作  トワルチェック→授業内点検 

  工業用パターン作成→授業内点検 

事前学修：制作するパンツのトワル作成 

事後学修：ファーストパターン修正 

60分 

5 回 縫製トレーニング 

（パンツ縫製の基本）→提出物点検、返却 

事前学修：縫製トレーニング用布裁断 

事後学修：manabaに配信した電子教材

で復習、パンツ制作に必要な要素を理解

し、パターン、縫製について整理、記録

する 

60分 

6 回 パンツ制作  裁断→点検指導 時間配分を行い、計画的に作業を進める 60分 

7 回 パンツ制作  アパレル縫製→点検指導 時間配分を行い、計画的に作業を進める 60分 

8 回 まとめ、プレゼンテーション（着装発表）、ポートフォリオ作

成→完成時に縫製及び着装点検、ポートフォリオに対しコメ

ント 

事後学修：学んだ内容を振り返り整理、

ポートフォリオを作成する 

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 

 パターンメーキングの点検、指導を行う。縫製トレーニング課題提出物に対する点検、指導を行う。 

 作品制作過程においては逐次点検、指導を行う。ポートフォリオに対しては manabaでコメント。 

 

■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） 30% 課題 縫製技術、ポートフォリオ 

期末試験・課題（プレゼンテーション含む） 50% 作品 デザイン性、パターンメーキングの理解度、縫製技術、

ポートフォリオ 

外部評価・検定試験結果 0%  

 

■教科書 

 1年次の教科書を継続使用 

「SEWING Ⅱ」学校法人杉野学園 

内容に応じて適宜プリント配布。 

■参考文献 

 なし 

■オフィスアワー・研究室 

金曜日 10:30～12:00 短大服飾造形研究室（4026） 

■備考 

 状況に応じての内容の変更あり。 

 

 

パンツ(工業用パターンとテクニック) 
  田原 美津子 

 2年 前期  選択   （ 1 単位 実習 ） 
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■授業の方針・概要 

 ビスチェ・パニエは衣服のシルエットを整えるために身体そのもののサイズの矯正や衣服の形を維持する役割を持っていま

す。時代によってさまざまな変化を遂げてきました。この授業ではフォーマルドレスや舞台衣装などのシルエットを形作るビ

スチェ・パニエの基礎的な知識・製図・縫製・技術を学びます。ビスチェは実寸大、パニエは 1/2大（2種）で制作します。 

 

■到達目標（学修成果） 

 ①ビスチェ・パニエの変遷を知り、必要性が理解できる 

 ②ビスチェ・パニエの基礎的なパターンメーキングと縫製技術が修得できる。 

 

■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専門選択科目です。 

 

■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 ビスチェ・パニエの変遷を知る 

ビスチェ制作：製図→点検、型紙作成、裁断、芯貼り 

事後学修：修得した制作方法を復習 30分 

2 回 ビスチェ制作：芯貼り、印付け、縫製（縫い代始末、 

切替え線）→点検 

事後学修：修得した制作方法を復習し作品

制作を進める 

30分 

3 回 ビスチェ制作：縫製（ボーン通し位置のミシン、ファスナー付け）

→点検 

事後学修：修得した制作方法を復習し作品

制作を進める。 

30分 

4 回 ビスチェ制作：縫製（ファスナー付け、ボーン入れ、 

ウエスト始末）→点検 

事後学修：修得した制作方法を復習し作品

制作を進める。 

30分 

5 回 ビスチェ制作：縫製（ウエスト始末、ベルト付け、 

カギホック付け）→ボディに着装→点検 

事後学修：修得した制作方法を復習し作品

制作を進める。ポートフォリオ作成の準備 

30分 

6 回 パニエ制作（ベル型）：制作説明、製図→点検 事後学修：修得した制作方法を復習し作品

制作を進める。 

30分 

7 回 パニエ制作（ベル型）：型紙作成、裁断、印付け、 

縫製（土台スカート縫い）→点検 

事後学修：修得した制作方法を復習し作品

制作を進める。 

30分 

8 回 パニエ制作（ベル型）：縫製（各段のチュール縫い） 

 

事後学修：修得した制作方法を復習し作品

制作を進める。 

30分 

9 回 パニエ制作（ベル型）：縫製（チュール付け、脇縫い） 事後学修：修得した制作方法を復習し作品

制作を進める。 

30分 

10 回 パニエ制作（ベル型）：縫製（裾始末、ウエスト始末） 

→ボディに完成作品を着装→撮影 

事後学修：修得した制作方法を復習し作品

制作を進める。ポートフォリオ作成の準備 

30分 

11 回 パニエ制作（バッスル型）：制作説明、型紙作成、裁断印付け 

 

事後学修：修得した制作方法を復習し作品

制作を進める。 

30分 

12 回 パニエ制作（バッスル型）： 縫製→点検→ボディに着装→点検 

 

事後学修：修得した制作方法を復習し作品

制作を進める。ポートフォリオ作成の準備 

30分 

13 回 バッスル型のトワルスカート制作：製図→点検、裁断、印付け 事後学修：修得した制作方法を復習し作品

制作を進める。 

30分 

14 回 バッスル型のトワルスカート制作：縫製→パニエ（バッスル型）を 

1/2大ボディに着装した上にトワルスカートを着装→点検 

事後学修：修得した制作方法を復習し作品

制作を進める。ポートフォリオ作成の準備 

30分 

15 回 まとめ、制作作品の提出、ポートフォリオ作成、提出 ポートフォリオ作成に向けて、振り返りを

行う 
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 

 作品とポートフォリオ提出後、学内システム manabaに提出されたカードにコメントし、作品とポートフォリオを返却する。 

■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：ビスチェ、ベル型パニエ、バッスル型パニエ   

期末試験・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・検定試験結果 0%     

■教科書 

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

内容に応じて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 

 金曜日（10時～12時）短大服飾造形研究室（4026）  

 

■備考 状況に応じて内容の変更あり 

 

 

ビスチェ・パニエ 
  井口 多恵子 

 2年 後期  選択   （ 1 単位 実習 ） 
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■授業の方針・概要 

 ジャケットのきちんとした仕立ての陰には綿密に計算されたパターンが土台にあり、熟練の職人技的縫製技術の集積があり

ます。この科目では、基本的なジャケットのパターンを用いて工業用パターン作成、アパレル縫製技術を確実に習得します。

学修成果は広範囲のジャケット、コートの制作に応用できるものです。半身頃での実習となります。 

 

■到達目標（学修成果） 

①ジャケットの工業用パターン（表地、芯地、裏地）が作成できる  

②アパレル仕様のジャケット縫製技術が習得できる 

 

■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選択科目です。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サブ科目です。 

 

■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 裁断（荒裁ち）、芯貼り 事後学修：次回までに予定の工程を終

わらせる。学んだ内容を整理し、記録

する 

60分 

2 回 裁断（正裁ち）、テープ貼り→点検 

アパレル縫製－身頃地縫い→点検 

事後学修：電子教材で復習し次回まで

に予定の工程を終わらせる。学んだ内

容を整理し、記録する 

60分 

3 回 アパレル縫製－くせとり、フラップポケット→点検 事後学修：電子教材で復習し次回まで

に予定の工程を終わらせる。学んだ内

容を整理し、記録する 

60分 

4 回 アパレル縫製－袖作り、衿作り→点検 事後学修：電子教材で復習し次回まで

に予定の工程を終わらせる。学んだ内

容を整理し、記録する 

60分 

5 回 アパレル縫製－衿付け、ラペル前端縫い→点検 事後学修：電子教材で復習し次回まで

に予定の工程を終わらせる。学んだ内

容を整理し、記録する 

60分 

6 回 工業用パターン作成（表地、芯、） 
アパレル縫製－袖付け、肩パッド付け→点検 

事後学修：電子教材で復習し次回まで

に予定の工程を終わらせる。学んだ内

容を整理し、記録する 

60分 

7 回 工業用パターン作成（裏地）→提出後点検、返却 
アパレル縫製－袖口、裾とじ、中とじ→点検 

事後学修：電子教材で復習し次回まで

に予定の工程を終わらせる。学んだ内

容を整理し、記録する 

60分 

8 回 アパレル縫製－仕上げ→完成時の点検 

まとめとポートフォリオ作成→ポートフォリオにコメント 

事後学修：記録を元に振り返りを行

い、ポートフォリオを作成する 

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 

 工程の区切りごとに点検、指導を行う。工業用パターンの点検、指導を行う。ポートフォリオに対しては manabaでコメン

ト。 

 

■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） 

60% 課題 パターンメーキングの理解度、縫製技術 

期末試験・課題（プレゼンテーション含む） 20% ポートフォリオ 

外部評価・検定試験結果 0%  

■教科書 

 1年次の教科書を継続使用 

「SEWING Ⅲ」学校法人杉野学園 

内容に応じて適宜プリント配布 

■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（4026） 

■備考 

 状況に応じて内容の変更あり 

 

 

 

ジャケット(工業用パターンとテクニック) 
  田原 美津子 

 2年 後期  選択   （ 1 単位 実習 ） 
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■授業の方針・概要 

 多くのアパレル企業ではパターンメーキングは CADで行っています。ただし CADを操作する技術だけ知っていても服飾造形の

知識がなければ単なるオペレーターで終わってしまいます。この科目ではより創造的に CADを使いこなすためにワンピースドレ

スを題材として自分のデザインを CADでパターンメーキングし、CADで出力したパターンで裁断後、縫製します。過去に履修し

た専門科目で獲得した CAD、製図、縫製のスキルを、臨機応変に活用して制作活動をする形態のアクティブラーニングです。 

 

■到達目標（学修成果） 

①アパレル CADを使用し、デザインバリエーションに対応したパターンメーキングができる 

②アパレル CADを使用し、工業用パターンが作成できる  

③アパレル仕様の縫製技術が修得できる 

 

■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選択科目です。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サブ科目です。 

 

■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 手書きによるパターンメーキング→授業内点検 

（自分サイズのワンピースドレス基本パターン） 

事前学修：制作するワンピースドレスの

デザイン、使用する布を考える 

60分 

2 回 基本パターンをトレース→授業内点検 

（手書きパターンをスキャンし、CADデータにする） 

事後学修：基本パターンからの展開方法

を考え縮尺でパターンメーキングする 

60分 

3 回 CADによるパターンメーキング→授業内点検 

プロットアウトしたパターンでトワル（半身頃）を作成し、

トワルチェック→授業内点検 

事後学習：縫製に必要なパーツの種類、

数を考え、縫製手順をシュミレーション

する 

60分 

4 回 縫い代付け～マーキング～プロットアウト 

（CADで工業用パターンを作成し型紙とする）→授業内点検 

事前学修：トワルチェック後の修正をす

る 

60分 

5 回 裁断、芯貼り→授業内点検 

 

事前学習：地直しをする 

時間配分し、計画的に作品制作を進める 

60分 

6 回 アパレル縫製→授業内点検 

 

事前学修：縫製手順の確認をする 

時間配分し、計画的に作品制作を進める 

60分 

7 回 アパレル縫製→授業内点検 事前学修：縫製手順の確認をする 

時間配分し、計画的に作品制作を進める 

60分 

8 回 まとめ（着装の上プレゼンテーション、ポートフォリオ作成）

→縫製及び着装を点検、ポートフォリオにコメント 

事後学修：ポートフォリオ作成 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 

 手書きパターン及び CADパターンの点検修正を行う。完成作品及びポートフォリオに対しては直接または manabaで指導する。 

 

■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） 60% デザイン性、CADデータ作成力、縫製技術 

期末試験・課題（プレゼンテーション含む） 20% プレゼンテーション、ポートフォリオ 

外部評価・検定試験結果 0%  

 

■教科書 

 1年次の教科書を継続使用 

内容に応じて適宜プリント配布 

 

■参考文献 

 なし 

 

■オフィスアワー・研究室 

金曜日 10:30～12:00 短大服飾造形研究室（4026） 

 

■備考 

 状況に応じて内容の変更あり 

 

 

 

アパレル制作(CAD) 
  田原 美津子 

 2年 後期  選択   （ 1 単位 実習 ） 
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■授業の方針・概要 

 ファッション画Ⅰ・Ⅱで学んだ基礎的なファッション画の描き方を発展させ、アパレル企業で必要なファッション画・ハンガ

ーイラスト、各種コンテストに向けたファッション画、それぞれの目的に合ったファッション画の描き方を練習します。 

■到達目標（学修成果） 

 ①デザインが正確に伝わるファッション画・ハンガーイラストが描けるようになる 

 ②各種コンテストに向けたファッション画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 

 専門選択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 プロポーションをデフォルメしたファッション画 予習…シラバスを読み、授業内容を把握

する 

15分 

 

2 回 自分の好きなファッションの世界観を探る 

マップ作成、プレゼンテーション 

予習…雑誌の切り抜き等、資料を用意す

る 

60分 

3 回 自分のブランドを設定し、S/Sコレクションを考案する① 予習…アイデアスケッチをする 60分 

4 回 自分のブランドを設定し、S/Sコレクションを考案する② 予習…下描きを進める 60分 

5 回 色画用紙を使ったファッション画 予習…雑誌等、資料を用意する 60分 

6 回 各種ファッションデザインコンテストに向けたビデオ鑑賞・

アイデア出し 

予習…コンテストに向けデザインソー

スを探す 

60分 

7 回 全国ファッションデザインコンテストに向けたファッション

画① 

予習…アイデアスケッチをする 60分 

8 回 全国ファッションデザインコンテストに向けたファッション

画② 

予習…下描きを進める 60分 

9 回 全国ファッションデザインコンテストに向けたファッション

画③ 

予習…ファッション画の着色計画 60分 

10 回 廃材からテキスタイルを作り、デザインを考案する① 

サスティナブル、アップサイクルについて知る 

予習…アップサイクルについて調べる。

素材作りに必要な素材・道具を用意する 

60分 

11 回 廃材からテキスタイルを作り、デザインを考案する② 予習…下描きを進める 60分 

12 回 民族衣装をデザインソースとしたファッション画① 予習…民族衣装をリサーチ・資料を用意

する 

60分 

13 回 民族衣装をデザインソースとしたファッション画② 予習…下描きを進める 60分 

14 回 各種ファッションデザインコンテストに向けたファッション

画① 

予習…各種ファッションコンテストに

向けデザインソースを探す 

60分 

15 回 各種ファッションデザインコンテストに向けたファッション

画② 

予習…下描きを進める 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 

 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。参考作品は教室に展示をします。 

■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 

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

■参考文献 

・各種ファッション雑誌 

 ・図解服飾用語辞典 杉野芳子編著 

■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Ⅲ 
  數井 靖子 

 2年 前期  選択   （ 1 単位 実習 ） 
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■授業の方針・概要 

 ファッション画Ⅰ・Ⅱで学んだ基礎的なファッション画の描き方を発展させ、様々な素材の表現方法を身につけ、その素材に

合ったオリジナルデザインを表現できるようにトレーニングしていきます。 

■到達目標（学修成果） 

 ①素材・ディテールを意識したファッション画が描けるようになる 

 ②素材を生かしたファッション画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 

 専門選択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 動きのあるポーズを描く 予習…シラバスを読み、授業内容を把握

する 

15分 

2 回 シフォン・オーガンジー生地のスケッチ 予習…生地店・書籍で薄物素材の名称を

知る 

60分 

3 回 薄物素材のファッション画①…模写 予習…薄物素材を用いたデザインのリ

サーチ・資料を用意する 

60分 

4 回 薄物素材のファッション画②…オリジナル 予習…オリジナルデザインに必要な資

料を用意する 

60分 

5 回 ドレスのファッション画①…模写 予習…ドレスのデザインをリサーチ・資

料を用意する 

60分 

6 回 ドレスのファッション画②…オリジナル 予習…オリジナルデザインに必要な資

料を用意する 

60分 

7 回 素材からのデザイン〜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 

8 回 素材からのデザイン〜F/Wコレクションの考案〜② 予習…下描きを進める 60分 

9 回 ストリートファッションからのデザイン〜S/Sコレクション

の考案〜① 

予習…ストリートファッションをリサ

ーチ・資料を用意する 

60分 

10 回 ストリートファッションからのデザイン〜S/Sコレクション

の考案〜② 

予習…下描きを進める 60分 

11 回 コラージュ 予習…予習…コラージュ素材を集める 60分 

12 回 コラージュをデザインソースとしたファッション画 予習…コラージュを元にしたファッシ

ョン画のアイデアスケッチをする 

60分 

13 回 オリジナルデザイン① 予習…オリジナルデザインに必要な資

料を用意する 

60分 

14 回 オリジナルデザイン② 予習…下描きを進める 60分 

15 回 オリジナルデザイン③ 

プレゼンテーション 

予習…下描きを進める 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 

 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。参考作品は教室に展示をします。 

■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 

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

■参考文献 

・各種ファッション雑誌 

 ・図解服飾用語辞典 杉野芳子編著 

■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Ⅳ 
  數井 靖子 

 2年 後期  選択   （ 1 単位 実習 ） 
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■授業の方針・概要 

 わが国の繊維ファッション産業は、原料・素材から製品、小売りの各段階による分業体制の利点を生かして発展してきまし

た。しかし、現在はその構造が大きく変化して、産業の仕組みを再構築する時代に入っています。一方で、繊維ファッション

産業のグローバル化は急速に進み、国内需要と海外市場の両方を想定した産業活動に踏み込む必要に迫られています。この講

義では、繊維ファッション産業の過去の発展形態と、ＳＰＡ（製造小売業）に代表される業態、シェア経済の広がりによる新

たなファッション企業の登場など、産業の現状と今後を学習します。担当教員は繊研新聞で記者及びマネージメント職を経験

しており、産業に密着した専門紙の活動を通して得た経験、とりわけ定量分析とともにファッションビジネスの定性評価も盛

り込んだ講座とします。 

■到達目標（学修成果） 

 繊維ファッション産業を歴史的に知り、その現状と仕組みを知ることで「専門力」と「仕事力」を育成します。特に産業と

してのファッションの視点を重視した講義を通して、供給者、企業家の発想を養っていきます。歴史の中から時代のトレンド

をとらえ、未来を予測し、産業を俯瞰した人材を養う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 

卒業要件については、専門選択科目の単位となります。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 イントロダクション；ファッションビジネスとは何か 授業

の内容を抜粋したハンドアウト（印刷物）を配布する 

予習：シラバスを読む。 30分 

2 回 産業の現状と今起こっている変化；産業構造とアパレル産業

の規模 衣料品市場の現状 

復習:ハンドアウトを読み直し理解を深

める。予習:次回の項目を読む 

30分 

3 回 繊維産業の発足とアパレル産業の成り立ち；世界に誇る素材

産業 産業としてのファッションの発端 

復習:ハンドアウトを読み直し理解を深

める。予習:次回の項目を読む 

30分 

4 回 アパレル産業の成長；産業としてのファッションビジネスの

変遷 

復習:ハンドアウトを読み直し理解を深

める。予習:次回の項目を読む 

30分 

5 回 繊維素材産業（１）；川上、川中、川下の理解 繊維原料ｍ

紡績、合成繊維 

復習:ハンドアウトを読み直し理解を深

める。予習:次回の項目を読む 

30分 

6 回 繊維素材産業（２）；繊維産地と染色・整理産業、テキスタ

イル産業の理解 

復習:ハンドアウトを読み直し理解を深

める。予習:次回の項目を読む 

30分 

7 回 アパレル産業（１）；アパレル製造業の歴史と現状 クチュ

ールからプレタへの歴史的転換 

復習:ハンドアウトを読み直し理解を深

める。予習:次回の項目を読む 

30分 

8 回 アパレル産業（２）；アパレル製造業の組織と職種、マーチ

ャンダイジング論 

復習:ハンドアウトを読み直し理解を深

める。予習:次回の項目を読む 

30分 

9 回 アパレル産業（３）；アパレル産業の業種別現状 ランキン

グにみる企業認識 

復習:ハンドアウトを読み直し理解を深

める。予習:次回の項目を読む 

30分 

10 回 アパレル産業（４）；アパレル小売業の概要 各業態別の企

業動向、ランキングにみる企業認識 

復習:ハンドアウトを読み直し理解を深

める。予習:次回の項目を読む 

30分 

11 回 アパレル産業（５）；アパレル専門店の概要 各業種別の企

業動向、ランキングにみる企業認識 

復習:ハンドアウトを読み直し理解を深

める。予習:次回の項目を読む 

30分 

12 回 アパレル産業（６）；アパレル製造小売業（SPA）の登場とフ

ァストファッション 

復習:ハンドアウトを読み直し理解を深

める。予習:次回の項目を読む 

30分 

13 回 アパレル産業（７）；SPA産業の概要 主な SPA企業の成り

立ちと現状 

復習:ハンドアウトを読み直し理解を深

める。予習:次回の項目を読む 

30分 

14 回 デジタルがもたらす劇的変化；シェア経済とオムニチャネル 

バーチャルフィッティング 

復習:ハンドアウトを読み直し理解を深

める。予習:次回の項目を読む 

30分 

15 回 ファッション産業論まとめ 論述レポートの作成と提出 復習：これまでのハンドアウトを読み

直し理解を深める 

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 

 最終回で、提出されたレポートは添削の上返却します。 

■成績評価の方法・基準 

 

 

 

 

 

■教科書 講義時にハンドアウト（資料）を配布します。 

■参考文献 授業時に指示します。 

■オフィスアワー・研究室 

 木曜日 12時 10分～13時 第 3校舎・3階 イノベーション研究室 

■備考  なし 

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) 20% 

期末試験･課題(ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含) 50% 

外部評価・検定結果 0% 

ファッション産業論 
  渡辺 博史 

 2年 前期  選択   （ 2 単位 講義 ） 
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■授業の方針・概要 

 いま、私たちは洋服を着た生活をしています。しかし我が国におけるその歴史は 100年程でしかありません。私たちが日

本で洋服を着るようになるその背後には、何千年もの西洋文化の流れがあるのです。この授業では、有史以来の民族、地

域、宗教と関連し、また、近代以降の芸術やデザイン運動との関連性などを踏まえながら、ファッションの歴史を探ってい

きます。 

■到達目標（学修成果） 

 服飾の歴史を文化の背景とともに要点をつかみながら学んでいきます。歴史観を理解し、現代ファッションにいかにつな

がっているかを理解することが到達目標となります。  

■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科目の中の専門選択科目です。ファッションの専門家を目指す上で基本的な知識教養の蓄積を重ねてい

く科目です。 

 

■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 衣文化の二重構造 予習：シラバスの確認 10分 

2 回 古代の服飾 ギリシャ・ローマ様式 復習：授業ノート＋復習プリント 30分 

3 回 中世の服飾 初期キリスト様式～ロマネスク様式 復習：授業ノート＋復習プリント 30分 

4 回 中世の服飾 ゴシック様式 復習：授業ノート＋復習プリント 30分 

5 回 近世の服飾 ルネサンス様式 復習：授業ノート＋復習プリント 30分 

6 回 近世の服飾 バロック様式～ロココ様式 復習：授業ノート＋復習プリント 30分 

7 回 近代の服飾 新古典主義～ロマン主義 復習：授業ノート＋復習プリント 30分 

8 回 近代の服飾 歴史主義様式 復習：授業ノート＋復習プリント 30分 

9 回 モードの革新者たち①ポワレとヴィオネ 復習：授業ノート＋復習プリント 30分 

10 回 モードの革新者たち②シャネルとスキャパレリ 復習：授業ノート＋復習プリント 30分 

11 回 戦後のモード ディオールからサンローランまで 復習：授業ノート＋復習プリント 30分 

12 回 ファッションの多様化 アンチ・モード 復習：授業ノート＋復習プリント 30分 

13 回 日本人デザイナーの台頭 復習：授業ノート＋復習プリント 30分 

14 回 北欧デザインとファッション 復習：授業ノート＋復習プリント 30分 

15 回 まとめと復習 復習：これまでの授業ノート＋復習プ

リント 

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 

 毎回提出するノートを次週授業に返却し、進度に合わせて評価をして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%  

※プリントノートの提出 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 

なし 

■参考文献 

 必要に応じて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 

 授業時間外では、本学の図書館や衣裳博物館を大いに利用しましょう。さらにファッション展や建築・デザイン展などの展

覧会がある場合にはできるだけ足を運んで実際の作品に触れるようにしましょう。

 

ファッション史 
  鈴木 桜子 

 2年 前期  選択   （ 2 単位 講義 ） 
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■授業の方針・概要 

 1年次に身に付けたPhotoshop、Illustrator等CGアプリケーション操作の基礎力を固めると同時に、CGテクニックの研究を行

ってもらう事によって、表現の枠を広げます。 

各種コンテスト（きものデザインコンテスト、目黒区民まつりポスターデザイン等）にも積極的に挑戦して頂きます。 

また、外部デジタルファブリケーション施設の見学やワークショップへの参加を通して、“ものづくりの今”に触れてもらい、

ファッションとCGの可能性を体験していただきます。 

■到達目標（学修成果） 

 ①客観的な視点を持ちながら、自分のイメージを的確にCGで表現する事ができる。そして、それを他者に伝える事ができるよ

うになる。 

②CGに関する基本用語を理解する。 

■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単位です。ITを活用し、デザインの発想力・想像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 
初回ガイダンス 

Photoshop、Illustrator基本操作のおさらい 

予習：ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ基礎Ⅱで使用したﾃｷｽﾄに目を通し、1

年次に学んだ事を確認しておく。 
45分 

2 回 

課題①着物デザインコンクール作品制作（コンセプト、ア

イデアスケッチ、配色計画作成後、面談を行いデザイン決

定）フィードバックは個別、あるいは manabaへ。 

予習：課題の為のイメージソース・素材のリサーチ、

アイデアスケッチの作成 

復習：アイデアのブラッシュアップ 

45分 

3 回 課題①着物デザインコンクール作品制作 課題：課題作成 45分 

4 回 
課題①着物デザインコンクール作品制作プレゼンテーショ

ン 

他者の作品を見たうえでの振り返り、修正等 

課題：課題完成・manabaあるいは学内サーバーへ提出 

プレゼンテーション後の振り返りを manabaに提出 
45分 

5 回 
課題②目黒区民まつりポスターデザイン（目黒区役所の方

による説明、地域についてリサーチ） 

課題：目黒区、目黒区民まつりについてﾘｻｰﾁを行い

manabaに提出 
45分 

6 回 

課題②目黒区民まつりポスターデザイン（リサーチ情報の

プレゼンテーション、情報の共有、その後コンセプト、ア

イデアスケッチ、配色計画作成後、面談を行いデザイン決

定）フィードバックは対面あるいは manabaで。 

課題：デザインをブラッシュアップ 45分 

7 回 課題②目黒区民まつりポスターデザイン制作 課題：課題作成 45分 

8 回 
課題②目黒区民まつりポスターデザイン制作・完成 

プレゼンテーション 

他者の作品を見たうえでの振り返り、修正等をおこなう。 

復習：区民まつりポスターの振返りを manabaに提出。 45分 

9 回 
課題③CGテクニック技法研究（模写テーマを探し、面談の

後決定。制作手順を検討し、実制作） 

課題：課題の為の素材探し、制作方法を考えながら探

す。 
45分 

10 回 課題③CGテクニック技法研究 課題：課題作成 45分 

11 回 
課題③CGテクニック技法研究完成・提出 

プレゼンテーション 

他者の作品を見たうえでの振り返り、修正等 

復習：制作課題振り返りを manabaに提出 45分 

12 回 
課題④デジタルファブリケーションを活用したアクセサリ

ー作成①（アイデアスケッチ作成後、デザイン検討ディス

カッション） 

予習・課題：課題の為の素材探し・ﾘｻｰﾁ、ﾃﾞｰﾀ―作成 45分 

13 回 
課題④デジタルファブリケーションを活用したアクセサリ

ー作成①提出 
課題：第 2バージョンデザイン案を考える 45分 

14 回 
課題④デジタルファブリケーションを活用したアクセサリ

ー作成②／①回目作品の振返り、改善ポイント等検討しな

がら、②案を作成する 

課題：課題作成 45分 

15 回 
課題④デジタルファブリケーションを活用したアクセサリ

ー作成②提出 
復習：②案完成を受取った後、振返りを行なう 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）に課題を提出させ、フィードバックを行なう。面談でフィードバックを行なう事もある。 

■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  なし 

■参考文献 適宜アナウンスします。 

■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 材料費として 2000円程かかる。他にコンテストがあれば随時アナウンスを行うので、積極的に挑戦してほしい。外部との連携やコン

テストの応募締め切り等に合わせ、上記スケジュールは変動する。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。 

ファッションＣＧ 
  水越 綾 

 2年 前期  選択   （ 1 単位 実習 ） 
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■授業の方針・概要 

  演劇、舞踊、映画、絵本の世界で描かれるコスチュームを取り上げていきます。これらのコスチュームは私たちを現実の

日常的な世界から創造的な非日常の世界へと導く重要な役割を担っています。今まで何気なく見ていた舞台や映画、絵本を

コスチュームという視点から探ってみましょう。 

 

■到達目標（学修成果） 

   舞台、映画等の作品にみられるコスチュームについて、ストーリー展開とともにその意図と意味、役割について理解しま

す。そして実際に物語を選んで登場人物のコスチュームを考え、簡単な絵本として表現す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 

  本授業は卒業要件科目の中の専門選択科目です。コスチュームに関する基礎知識を修得していく上でコア科目としてコス

チュームクリエーションを選択する学生には必須です。 

 

■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 予習：シラバスの確認 10分 

2 回 Ⅰ．舞踏のコスチューム①歴史 復習：授業ノートの確認 30分 

3 回 ②ピカソと「三角帽子」 復習：授業ノートの確認 

DVD等でバレエを観る 

30分～ 

4 回            ③バウハウスの舞台工房 復習：授業ノートの確認 

   DVD等でバレエを観る 

30分～ 

5 回 Ⅱ．映画のコスチューム①ジャン・コクトー「美女と野獣」 復習：授業ノートの確認 

DVD等で映画を観る 

30分～ 

6 回            〃 復習：授業ノートの確認 

DVD等で映画を観る 

30分～ 

7 回 ②宮崎駿「千と千尋の神隠し」      復習：授業ノートの確認 

DVD等で映画を観る 

30分～ 

8 回   〃 復習：授業ノートの確認 

   DVD等で映画を観る 

30分～ 

9 回 Ⅲ．絵本のコスチューム ヴィクトリア朝の絵本を例に         復習：授業ノートの確認 

   絵本を読む・見る 

30分 

10 回 Ⅳ．絵本の制作① ストーリーの理解 復習：絵本制作 60分 

11 回 ② ストーリーと場面構成 復習：絵本制作 60分 

12 回        ③ 登場人物とコスチューム 復習：絵本制作 60分 

13 回        ④   〃 復習：絵本制作 60分 

14 回        ⑤ 装丁と仕上げ 復習：絵本制作 60分 

15 回 絵本制作のプレゼンテーションと評価 予習：プレゼン準備 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 

  授業内レポートについては次週に返却、プレゼンテーションについては受講生同士で評価をして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%  

※授業内レポートと絵本課題 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 

 資料を配布します。 

■参考文献 

 必要に応じて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 

 劇場や映画館に積極的に足を運んで非日常の空間を感じ、コスチュームにも注視して鑑賞してみましょう。 

コスチューム論 
  鈴木 桜子 

 2年 前期  選択   （ 2 単位 講義 ） 
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■授業の方針・概要 

 ファッション業界における川上から川下までのマーチャンダイジングを中心に基礎的な理論を学習します。 特にマーケティ

ング、生産管理、ターゲット戦略、シーズントレンドからディレクションまでの連動性を含めたマーチャンダイジングの総合的

な理解を深め、グループワークやディベートを加えて実践的な運用について体系的に学びます。 

■到達目標（学修成果） 

 この授業を履修することによりファッション産業界の構造（川上・川中・川下）の理解深化がはかれます。また実践的なマー

チャンダイジングの理解を深める事により、ブランディング企画力、ターゲットに連動した商品計画力、リテールマーチャンダ

イジングを通じた MD提案力の醸成がはかれます。本科目は担当教員の長年の実務専門分野（バイイング、ストアプラン、ＭＤ

計画策定、ディレクション制作等の実務経験）であり、また業界で活躍する実務経験者を外部講師として数回招聘し、それらの

知見を活かした専門的、実践的な学習を多角的に進めて行きます。 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

 この科目は専門選択の卒業要件科目となります。ファッション業界で活躍できる①マーチャンダイジング知識、②創造的 

応用力、③ディベート・発表力、④問題解決能力に資する科目となります。 

■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 マーチャンダイジングとは 

基本概要、ﾏｰﾁｬﾝﾀﾞｲｻﾞｰの役割 

予習：シラバスの確認 

復習：配布資料の振り返り 
30 分 

2 回 マーチャンダイジングの業務 

 ﾌﾞﾗﾝﾄﾞの効用・機能、ｼｰｽﾞﾝＭＤ 

予習：次回の課題を指示 

復習：配布資料の振り返り 
30 分 

3 回 マーケティング計画から考察 

ﾌﾞﾗﾝﾄﾞｺﾝｾﾌﾟﾄ、ﾎﾟｼﾞｼｮﾆﾝｸﾞ、ｽﾀｲﾙｲﾒｰｼﾞ 

予習：次回の課題を指示 

復習：配布資料の振り返り 
30 分 

4 回 ファッショントレンド創出 

ｲﾝﾀｰｶﾗｰ、ﾃｷｽﾀｲﾙ、ｽﾀｲﾘﾝｸﾞ、時代ﾑｰﾄﾞ 

予習：次回の課題を指示 

復習：配布資料の振り返り 
30 分 

5 回 マーチャンダイジングの実行バイブル 

ｼｰｽﾞﾝﾃﾞｨﾚｸｼｮﾝ制作 

予習：次回の課題を指示 

復習：配布資料の振り返り 
30 分 

6 回 シーズン分類とマーチャンダイジング 

ｸﾞﾗﾝﾄﾞｽｹｼﾞｭｰﾙ、ﾜｰｸｽｹｼﾞｭｰﾙ 

予習：次回の課題を指示 

復習：配布資料の振り返り 
30 分 

7 回 生産管理とマーチャンダイジング 

 ｺﾝﾊﾞｰﾀｰ、商社、ＳＣＭ、ＯＤＭ 

予習：次回の課題を指示 

復習：配布資料の振り返り 
30 分 

8 回 マーチャンダイジングの計数 

売上、粗利、回転率、営業利益、ＳＳＰ 

予習：次回の課題を指示 

復習：配布資料の振り返り 
30 分 

9 回 新ブランド創造 

市場調査、顧客ターゲット、ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ 

予習：次回の課題を指示 

復習：配布資料の振り返り 
30 分 

10 回 マーチャンダイジングと法律 

ファッションを取り巻く法律学習 

予習：次回の課題を指示 

復習：配布資料の振り返り 
30 分 

11 回 ストアマーチヤンダイジング① 

ＭＤ計画、店舗運営計画、ＶＭＤ 

予習：次回の課題を指示 

復習：配布資料の振り返り 
30 分 

12 回 ストアマーチャンダイジング② 

ｽﾍﾟｰｽＭＤ、ﾄﾗﾌｨｯｸ計画、ﾌﾞﾛｯｸｱｳﾄﾌﾟﾗﾝ 

予習：次回の課題を指示 

復習：配布資料の振り返り 
30 分 

13 回 バイイング計画とＭＤ① 
 全体フロー、定数定量 

予習：次回の課題を指示 

復習：配布資料の振り返り 
30 分 

14 回 バイイング計画とＭＤ② 

 発注演習、店頭との連動性理解 

予習：次回の課題を指示 

復習：配布資料の振り返り 
30 分 

15 回 総合まとめ、振り返り 予習：次回の課題を指示 

復習：配布資料の振り返り 
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 
 演習形式の期中レポートを発信、レポートの添削を通じて学習状況の確認を行います。 

■成績評価の方法・基準 

授業態度・姿勢 30%  

授業内試験・課題(企画力含む) 40% 
期末試験・課題(プレゼンテーション含む) 30% 
外部評価・検定試験結果 0%  

■教科書   指定教科書なし。 毎回、学習資料を配布します。  
授業形態は、①配布資料を基に講義、②パワーポイントで解説、③個人ワーク となります。 

■参考文献  授業に関連した参考文献を随時紹介します。 

■オフィスアワー・研究室  オフィスアワー： 授業開始 1時間前 4035教室 

■備考  毎回、配布する学習資料を持参してください。 

     授業の進行状況やゲスト講師の都合により、スケジュール及び授業内容が変更される場合があります。 

マーチャンダイジング論 
  鈴木 康久 

 2年 前期  選択   （ 2 単位 講義 ） 
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■授業の方針・概要 

 CAD（Computer Aided Design）の基本操作を学び、CADによる衣服設計の活用方法を学修します。完成パターンを使用し、平

面パターン設計について CADを利用しながら理解を深めます。 

■到達目標（学修成果） 

 CADの基本操作とアパレルで必要な総合的な CADシステムの使用方法を修得する事を目標とします。 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

 卒業要件については、専門選択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）における、ファッション業界

で活躍出来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、CADの基本説明 予習：シラバスを読んでおくこと 

パソコンによる手慣らし 

30分 

2 回 CADの基本操作 予習：パソコンによる手慣らし 30分 

3 回 ダーツ展開１（基本） 終わらなかったところは終わらせておく（小テスト等） 30分 

4 回 ダーツ展開２（応用） 終わらなかったところは終わらせておく（小テスト等） 30分 

5 回 袖 終わらなかったところは終わらせておく（小テスト等） 30分 

6 回 ギャザー（身頃） 終わらなかったところは終わらせておく（小テスト等） 30分 

7 回 ギャザー（スカート）1 終わらなかったところは終わらせておく（小テスト等） 30分 

8 回 ギャザー（スカート）2 終わらなかったところは終わらせておく（小テスト等） 30分 

9 回 前半の復習 予習：前半の整理、再確認しておく 30分 

10 回 キュロットスカート 終わらなかったところは終わらせておく（小テスト等） 30分 

11 回 工業用パターン 1（パーツ化） 終わらなかったところは終わらせておく（小テスト等） 30分 

12 回 工業用パターン 2（縫い代付け、マーキング） 終わらなかったところは終わらせておく（小テスト等） 30分 

13 回 グレーディング（スカート） 終わらなかったところは終わらせておく（小テスト等） 30分 

14 回 まとめ１ 予習：全体を整理、再確認しておく 

 

30分 

15 回 まとめ２ 予習：全体を整理、再確認しておく 

 

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 

 授業の後半に、その回学んだことを復習の意味で小テストします。小テストは教員が添削し、次週返却し学生はそのデータの

確認を行います。 

■成績評価の方法・基準 

授業態度・姿勢 25% 

授業内試験･課題(ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含) 25% 

期末試験･課題(ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含) 50% 

外部評価・検定結果 0% 
 

■教科書 配布プリント 

■参考文献 

 パターンメーキングの原理 （大野順之助著） 

■オフィスアワー・研究室 

・オフィスアワーの日時は初回の授業時にお知らせします。 

・インダストリアルパターン研究室（第３校舎２階 ３２１１） 

■備考 

ＣＡＤは自宅では使用出来ないコンピューターソフトのため、学生の多くが授業で初めて使用することになります。そのため

教員による指導前の予習・復習は難しいと思われます。授業時間内に行うことをしっかり覚えていくこと、また欠席しないこと

をお奨めします。また進度により日程及び内容を変更することがあります。

 

アパレル CADⅠ 
  羽賀 友美 

 2年 前期  選択   （ 1 単位 演習 ） 
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■授業の方針・概要 

 前期のアパレル CADⅠの応用を行います。原型を展開しパターンを作成することにより、平面パターン設計について CADを利

用しながら理解を深めることを方針とします。 

■到達目標（学修成果） 

 各原型からスカート、ブラウスの工業用パターンを作成します。また完成パターンをマーキング、グレーディングまで行い、

アパレルでの流れを実際に体験する事により即戦力で必要なノウハウを修得す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 

 卒業要件については、専門選択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）における、ファッション業界

で活躍出来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 前期復習 

 

予習：シラバスを読んでおくこと 

   パソコンによる手慣らし 

30分 

 

2 回 スラックス 1（スカート原型） 

 

終わらなかったところは終わらせてお

く（小テスト等） 

30分 

 

3 回 スラックス 2（スカート原型） 

 

終わらなかったところは終わらせてお

く（小テスト等） 

30分 

 

4 回 プリーツスカート（スカート原型）  

1.原型からダーツを展開し、Aラインスカートを作成する 

終わらなかったところは終わらせてお

く（小テスト等） 

30分 

 

5 回 Aラインスカートからプリーツパターンを完成させる         

 

終わらなかったところは終わらせてお

く（小テスト等） 

30分 

 

6 回 2.裏地取り、パーツ化、マーキング、グレーディング等アパ

レルでの作業を行う 

終わらなかったところは終わらせてお

く（小テスト等） 

30分 

 

7 回 前半の復習 

 

予習：全体を整理、再確認しておく 

 

30分 

 

8 回 スキャニング・トレース 1（原型） 

・パーツ化、縫い代付け、情報付け 

終わらなかったところは終わらせてお

く（小テスト等） 

30分 

 

9 回 スキャニング・トレース 2（ワンピース） 

・長さ合わせ 

終わらなかったところは終わらせてお

く（小テスト等） 

30分 

 

10 回 ブラウス（身頃原型）                  

1.身頃原型からダーツを展開し、前後身頃を作成する 

終わらなかったところは終わらせてお

く（小テスト等） 

30分 

 

11 回 2.身頃に合わせて袖、カフスを作成する 

 

終わらなかったところは終わらせてお

く（小テスト等） 

30分 

 

12 回 3.衿のスキャニング・トレースを行い、衿を作成する 

 パターン指示を入れ、パーツ化する 

終わらなかったところは終わらせてお

く（小テスト等） 

30分 

 

13 回 4.マーキング、グレーディングを行う 終わらなかったところは終わらせてお

く（小テスト等） 

30分 

 

14 回 まとめ 1 予習：全体を整理、再確認しておく 30分 

 

15 回 まとめ 2 

 

予習：全体を整理、再確認しておく 

 

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 

 授業の後半に、その回学んだことを復習の意味で小テストします。小テストは教員が添削し、次週返却し学生はそのデータの

確認を行います。 

■成績評価の方法・基準 

授業態度・姿勢 25% 

授業内試験･課題(ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含) 25% 

期末試験･課題(ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含) 50% 

外部評価・検定結果 0% 

■教科書 配布プリント 

■参考文献 

 パターンメーキングの原理 （大野順之助著） 

■オフィスアワー・研究室 

・オフィスアワーの日時は初回の授業時にお知らせします。 ・インダストリアルパターン研究室（第３校舎２階 ３２１１） 

■備考 

ＣＡＤは自宅では使用出来ないコンピューターソフトのため、教員による指導前の予習・復習は難しいと思われます。授業時

間内に行うことをしっかり覚えていくこと、また欠席しないことをお奨めします。また進度により日程及び内容を変更すること

があります。

 

アパレル CADⅡ 
  羽賀 友美 

 2年 後期  選択   （ 1 単位 演習 ） 
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■授業の方針・概要 

 基本原型を使って、色々な服のバリエーションを作る為に必要なパターンの展開方法を学びます。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授業に取り入れ、平面であるパターンを立体的に考え、どう操作していくのか、物の

見方と考え方を養います。 

■到達目標（学修成果） 

・ダーツ分散やギャザー展開など、基礎的なパターンの展開方法を習得すること。 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

 専門科目の選択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Ⅱ」は誰でも選択する

ことが出来、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 学習用原型作成 予習：シラバスを読む。 10分 

2 回 ダーツの考え方 展開方法 復習：授業内容を整理し、まとめる。 20分 

3 回    〃      展開・移動・回転 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    〃 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    〃 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    〃 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 袖の応用展開 ギャザースリーブ、その他 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 

8 回    〃 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 

9 回    〃 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 

10 回 衿       パターンメーキング 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 

11 回    〃 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 

12 回    〃 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 ギャザースカート パターンメーキング 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 Ａラインスカート パターンメーキング 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 

15 回    〃     ドレーピング 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 

■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Ⅱ 
  本間 一郎 

 2年 前期  選択   （ 1 単位 実習 ） 
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■授業の方針・概要 

 Ⅰ・Ⅱで学習した基礎知識をもとに、スカート、ブラウス等のアイテムを作成します。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授業に取り入れ、基本原型から製品に近いシルエット原型を体系的に作成することで、原型の重

要性と必要性を理解し、合理的なパターンの作り方を学んでいきます。 

■到達目標（学修成果） 

・基本原型の基礎的な活用のしかたを習得すること。 

・スカート、ブラウス等の基礎的なパターンメーキングが出来るようになること。 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

 専門科目の選択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Ⅲ」は誰でも選択する

ことが出来、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 応用スカート    パターンメーキング 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    〃 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    〃      ドレーピング 準備：原型のトレース。 

復習：授業内容を整理し、まとめる。 

30分 

4 回 ブラウス原型 パターンメーキング 準備：原型のトレース。 

復習：授業内容を整理し、まとめる。 

30分 

5 回 応用ブラウス① パターンメーキング 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 

6 回    〃 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    〃 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 

8 回 応用ブラウス② ドレーピング 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 

9 回    〃 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 

10 回    〃 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 

11 回    〃 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 

12 回 プリンセスライン原型作成  パターンメーキング 準備：原型のトレース、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    〃 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 応用ブラウス③     パターンメーキング 準備：原型のトレース、トワルの地直し。

復習：授業内容を整理し、まとめる。 

30分 

15 回    〃 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 

■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Ⅲ 
  本間 一郎 

 2年 後期  選択   （ 1 単位 実習 ） 
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■授業の方針・概要 

 衣服素材の性質を実物の観察や科学的実験等により体験的に理解する。また染色加工も行う。 

■到達目標（学修成果） 

 衣服素材はそれぞれ異なる性質を持つこと、様々な加工が行われていることを理解し、素材の性質を活かした衣服設計や、

染色加工を伴う衣服制作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 

 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必要な衣服素材、染色加工に関する基礎的な知識を習得するこ

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 オリエンテーション：授業について概説 予習:シラバスを読み授業概要を把握 15分 

2 回 衣服を知る 

実習：衣服の観察と分解 

予習:衣服は何で作られているか調べる 

復習:衣服が作られる過程を確認 

30分 

3 回 繊維を知る① 

実習：繊維の顕微鏡による観察 

予習:衣服に使われる繊維を調べる 

復習:繊維形状の特徴を確認 

30分 

4 回 繊維を知る② 

実習：繊維の燃焼性、染色性を調べる 

予習:衣服に使われる繊維を調べる 

復習:繊維の燃焼性、染色性を確認 

30分 

5 回 実習：未知繊維の鑑別 予習:未知繊維の鑑別法を考える 

復習:未知繊維の鑑別法を確認 

30分 

6 回 糸を知る 

実習：糸の観察と分解/繭、PETボトルから糸を作る 

予習:糸の種類、表示法を調べる 

復習:糸の特徴、製糸法を確認 

30分 

7 回 布を知る 

実習：三原組織を織る 

予習:布の種類を調べる 

復習:布の特徴を確認 

30分 

8 回 繊維の性質を知る①吸湿性、吸水性、フェルト化 

実習：吸水性試験、フェルト作製 

予習:繊維の様々な性質を考える 

復習:吸水性の違い、縮絨を確認 

30分 

9 回 繊維の性質を知る②熱可塑性 

実習：プリーツ加工 

予習:繊維の様々な性質を考える 

復習:プリーツ加工の方法と原理を確認 

30分 

10 回 洗濯 

 実習：湿式洗浄と乾式洗浄 

予習:衣服の表示、洗剤の表示を調べる 

復習:洗濯物の汚れ落ち、形状変化確認 

30分 

11 回 染色加工① 

実習：染色加工品の観察 

予習:衣服の染色加工を調べる 

復習:染色加工による布の変化を確認 

30分 

12 回 染色加工② 

実習：オパール加工 

予習:オパール加工とは何か把握 

復習:オパール加工の方法と原理を確認 

30分 

13 回 染色加工③ 

 実習：絞り染め 

予習:絞り染めには何があるか把握 

復習:絞り染めの方法と原理を確認 

30分 

14 回 素材特性を活かした衣服設計①計画 予習:配布資料全てを見直して衣服設計 

   の準備 

60分 

15 回 素材特性を活かした衣服設計②発表 

まとめ 

予習:発表準備 

復習:「まとめ」見直し 

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 

 実習後に提出されるレポートについて次回授業で解説および補足を行う 

■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) 60% 

期末試験･課題(ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含) 20% 

外部評価・検定結果 0% 

■教科書 

 使用しない 資料配布 

■参考文献 

 授業内に提示 

■オフィスアワー・研究室 

連絡先：本校舎 1階 教務課 

■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。 

 

 

衣服素材演習 
  軽部 幸恵 

 2年 前期  選択   （ 1 単位 演習 ） 
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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 

 専門選択科目で卒業要件科目の単位となります。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 事後学習：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：２年生夏休み 評価は２年生後期で行う  

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 

 2年 集中  選択   （ 2 単位 実習 ） 
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■授業の方針・概要 

 講師の実際の仕事例(ショップ・ディスプレイデザイン)を紹介しながら、ショップディスプレイ／デザイン／マーケティン

グの考え方を学んでゆく。 

■到達目標（学修成果） 

 ショップディスプレイとは企業戦略を視覚化する仕事。そのため、経営陣とも対等に話ができる基礎知識を身につける。 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

 専門選択科目の単位で卒業要件となります。「ショップディスプレイ」は、空間演出の基礎力とビジネスの基礎知識の向上に 

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 

（これから学ぶことの再確認。スケジュール確認） 
簡易レポート提出準備 30分程度 

2 回 VMDって何？歴史から紐解いてみる 簡易レポート提出準備 30分程度 

3 回 世界の VMD実例１ ショップ／ウィンドウディスプレイ 簡易レポート提出準備 30分程度 

4 回 世界の VMD実例２ ショップ／ウィンドウディスプレイ 簡易レポート提出準備 30分程度 

5 回 世界の VMD実例３ ショップ／ウィンドウディスプレイ 簡易レポート提出準備 30分程度 

6 回 世界の VMD実例４ ショップ／ウィンドウディスプレイ 簡易レポート提出準備 30分程度 

7 回 外部講師の特別講演 簡易レポート提出準備 30分程度 

8 回 ショップを作ってみよう１ コンセプトワーク 簡易レポート提出準備 30分程度 

9 回 ショップを作ってみよう２ 現場調査 簡易レポート提出準備 30分程度 

10 回 ショップを作ってみよう３ 資料集め 簡易レポート提出準備 30分程度 

11 回 ショップを作ってみよう４ プランニング実習 簡易レポート提出準備 30分程度 

12 回 ショップを作ってみよう５ プランニング実習 簡易レポート提出準備 30分程度 

13 回 ショップを作ってみよう６ プランニング実習 簡易レポート提出準備 30分程度 

14 回 レポート作成、提出、発表 総合レポート提出準備・作成 30分程度 

15 回 レポート、発表についての講評・ディスカッション 総合レポート提出  
■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 

 発表、レポートについては、講評・ディスカッションを行いフィードバックする。 

■成績評価の方法・基準 

授業態度・姿勢 20 % 

授業内試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む） 60  %  

期末試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む） 20 % 

外部評価・検定試験結果 0  % 
■教科書  

 なし 
■参考文献 

 『ショップ、ディスプレイ 商空間の VMD 〜VMD の売場活性術〜 （田口早苗著）』 

■オフィスアワー・研究室 

 基本的には授業終了時【前期】出講日：木曜日 【後期】出講日：金曜日  
  連絡先：本校舎１階教務課 

■備考 

パワーポイントでデータを加工し発表するため１２回目以降コンピュータールームで授業を実施する。 

 

ショップディスプレイ 
  石井 健太 

 2年 前期  選択   （ 2 単位 講義 ） 
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■授業の方針・概要 

 「ファッションムービー」をテーマに、グループワークによって短時間の映像作品を共同作業のなかで制作していく。～企画、

撮影、編集～ ３つの過程を互いに協力しながらひとつの作品に仕上げていく。映像メディアを“みてたのしむ”から“つたえ

る”立場へ～ 自分のイメージを表現するための有効なツールとして捉え活用していく手がかりを得る。また制作後に学内での

上映・発表を予定している。鑑賞者によって“観られる”ことで、はじめて作品が成立することを学んで欲しい。 

■到達目標（学修成果） 

1. 現代社会において、情報リテラシー・伝達能力を身に付けることは、どのような分野にも活かせる総合的な能力である 

2. 「何を」「どのように」「どうやって」伝えていくのかという命題をたて実証と経過を経験することで有効な情報伝達手段で

ある映像について「知る」ことができる 

3. グループワークによる相互の役割とコミュニケーションを通じ映像表現を理解することが可能となる 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

 専門選択科目で卒業要件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）の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（▼課題なげかけ ▲課題提出 ■プレゼンテーション） 

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・映像資料鑑賞 ▼ワークシート① 復習：機材・教室・備品等の申請について 

▲ワークシート① 
30分 

2 回 撮影・編集演習「カメラワーク①」「ビデオ編集①」 復習：著作権表示・クレジットの表記につい

て 
            

30分 

3 回 チームディスカッション・役割分担・スケジューリング 復習：プライバシー・人権について   
予習：映像作品のリサーチ 

60分 

4 回 撮影演習「カメラワーク②」▼ワークシート② 復習：作業内容の確認 
▼ノートについて 

30分 

5 回 編集演習「ビデオ編集②」サウンド・音声・録音 復習：データ整理・管理 
 

30分 

6 回 試写（経過プレゼン）プランニング・ノート制作の経過確認 復習：試写を経ての検討・確認 

▲ワークシート② 
30分 

7 回 撮影実習① 編集実習① ▼ワークシート③ 復習：作業内容の確認 30分 

8 回 プレゼン（進捗状況）撮影実習② 編集実習② 復習：スケジュールの再確認 30分 

9 回 試写①（チーム単位）撮影実習③ 編集実習③ 復習：試写を経ての検討・確認 

▲ワークシート③ 
30分 

10 回 撮影実習④ 編集実習④ ▼ワークシート④ 復習：作業内容の確認 30分 

11 回 試写②（全チーム）撮影実習⑤ 編集実習⑤ 復習：試写を経ての検討・確認 

 
30分 

12 回 試写③（チーム単位）撮影実習⑥ 編集実習⑥ 復習：試写を経ての検討・確認 

▲ワークシート④ 
30分 

13 回 編集実習⑦ 映像作品完成 ▼ワークシート⑤ 復習：作業内容の確認 30分 

14 回 作品データ提出 ノート制作・資料作成「象徴的 10カット」 復習：データフォーマットについて 30分 

15 回 「上映」■プレゼンテーション 講評 まとめ 片付け 復習：▲ワークシート⑤「制作ノート」提出

のための準備 
120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 

 ディスカッションとノート、プレゼンテーション時の講評などで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 10% 

授業内試験･課題(ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含) 45% 

期末試験･課題(ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含) 45% 

外部評価・検定結果 0% 

■教科書  

授業の進行にあわせて、プリントなどを適宜配布する 

■参考文献 

なし 

■オフィスアワー・研究室 

 集中授業期間：月～金曜日（17:30～18:30）空間構成研究室（日野校舎 GENERAL BLOCK 2F） 

■備考 

※全て日野校舎での実習・制作になる。制作は共同作業になるため他の学生と協力して進めていく自覚と目的意識が必要になる。 

映像制作 
  千代崎 寛 

 2年 集中  選択   （ 1 単位 実習 ） 
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■授業の方針・概要 

 1年次に学んだ服飾造形の基礎、社会人基礎や配色の知識を活かし、全日本ブライダル協会認定のカリキュラムに沿ってブ

ライダルに関する基礎知識を修得します。 

■到達目標（学修成果） 

 ①全日本ブライダル協会のブライダルファッションプランナーの資格取得の試験に合格する。 

 ②ブライダル業界についての理解が深まり、将来のキャリア選択の視野が広がる。 

 ③資格取得後は、さらなる上位の資格を目指す一歩になる。 

■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選択科目です。ファッション業界で活躍できる専門力の知識の修得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 オリエンテーション：ブライダル協会の活動とブライダル業界の現

状を学ぶ 

ウエディングの種類：挙式のスタイルを学ぶ。（全般、神前式） 

予習：シラバスを読む 

テキスト「ブライダルの基礎知識」のオリ

エンテーションとウエディングの種類を読

んでおく。 

30分 

2 回 ウエディングの種類：挙式のスタイルを学ぶ。（キリスト教式、人前

式）1回目の内容の授業内テストの後、答え合わせ、解説 

復習：1回目の授業範囲を読み返し、授業内

テストの準備をする。 

予習：ウエディングの種類を読んでおく。 

60分 

3 回 日本のウエディングの歴史：古来～現代の婚礼スタイルに至るまで

の歴史を学ぶ。 ２回目の内容の授業内テストの後、答え合わせ、

解説 

復習：2回目の授業範囲を読み返し、授業内

テストの準備をする。 

予習：日本のウエディングディングの歴史

を読んでおく。 

60分 

4 回 セレモニー・レセプションの現状とトレンド：多様化する現状を学

ぶ。 ３回目の内容の授業内テストの後、答え合わせ、解説 

復習：3回目の授業範囲を読み返し、授業内

テストの準備をする。 

予習：セレモニー・レセプションの現状と

トレンドを読んでおく。 

60分 

5 回 ファッションコーディネート：サンプル作品を見ながらウェディン

グドレスなどに必要な各部名称と各種類を学ぶ。 

４回目の内容の授業内テストの後、答え合わせ、解説 

復習：4回目の授業範囲を読み返し、授業内

テストの準備をする。 

予習：ファッションコーディネートを読ん

でおく。 

60分 

6 回 ファッションコーディネート（継続）：サンプル作品を見ながらウェ

ディングドレスなどに必要な各部名称と各種類を学ぶ。５回目の内

容の授業内テストの後、答え合わせ、解説 

復習：5回目の授業範囲を読み返し、授業内

テストの準備をする。 

予習：ファッションコーディネートを読ん

でおく。 

60分 

7 回 ファッションコーディネート実習：チュールレースを使って基本的

なウェディングベールを制作する 

復習：6回目の授業範囲を読み返し、授業内

テストの準備をする。 

60分 

8 回 フォーマルファッション：ルールブックを用いて、フォーマルウェ

アのドレスコードを学ぶ。６回目の内容の授業内テストの後、答え

合わせ、解説 

復習：ベール制作の配付資料を読み返す 

予習：フォーマルファッション、ルールブ

ックを読んでおく。 

60分 

9 回 フォーマルファッション（継続）：ルールブックを用いて、フォーマ

ルウェアのドレスコードを学ぶ 

８回目の内容の授業内テストの後、答え合わせ、解説 

復習：8回目の授業範囲を読み返し、授業内

テストの準備をする。 

予習：フォーマルファッション、ルールブ

ックを読んでおく。 

60分 

10 回 カラーコーディネート：ウェディングの演出として「色」を活用で

きるように色彩の基礎を学ぶ。９回目の内容の授業内テストの後、

答え合わせ、解説 

復習：9回目の授業範囲を読み返し、授業内

テストの準備をする。 

予習：カラーコーディネートを読んでお

く。 

60分 

11 回 フラワーコーディネート：ウェディングの空間演出をする会場装花

やウェディングブーケ・ブートニアについて学ぶ。 

10回目の内容の授業内テストの後、答え合わせ、解説 

復習：10回目の授業範囲を読み返し、授業

内テストの準備をする。 

予習：フラワーコーディネートを読んでお

く。 

60分 

12 回 フォトスタイリング：花嫁を美しく撮影するための基礎知識を学

ぶ。11回目の内容の授業内テストの後、答え合わせ、解説 

復習：11回目の授業範囲を読み返し、授業

内テストの準備をする。 

予習：フォトスタイリングを読んでおく。 

60分 

13 回 和装コーディネート：和装の各部名称と身に付ける小物の意味や使

用している素材について学ぶ。12回目の内容の授業内テストの後、

答え合わせ、解説 

復習：12回目の授業範囲を読み返し、授業

内テストの準備をする。 

予習：和装コーディネートを読んでおく。 

60分 

14 回 カップルアテンダント：カップルの身の回りの世話やスケジュール

を管理するアテンダントの役割を学ぶ。13回目の内容の授業内テス

トの後、答え合わせ、解説 

復習：13回目の授業範囲を読み返し、授業

内テストの準備をする。 

予習：カップルアテンダントを読んでお

く。 

60分 

15 回 結納・婚約の現状とトレンド：結納における伝統としきたり、婚約

式の形式と特徴について、現状を踏まえて学ぶ。 

14回目の内容の授業内テストの後、答え合わせ、解説 

復習：14回目の授業範囲を読み返し、授業

内テストの準備をする。 

予習：結納・婚約の現状とトレンドを読ん

でおく。 

60分 

    

ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙﾌｧｯｼｮﾝﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞｾﾞﾐ 
  井口 多恵子 

 2年 通年  選択   （ 2 単位 演習 ） 
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16 回 

 

マナー：人と交際するうえで必要なマナー（礼儀作法）を学ぶ。15

回目の内容の授業内テストの後、答え合わせ、解説 

 

復習：15回目の授業範囲を読み返し、授業

内テストの準備をする。 

予習：マナーを読んでおく。 

 

60分 

17 回 カラーコーディネート実習：ウェディングに関連するカラーの配色

を考えて表を作成する。 

復習：配付資料を読み返す。 

予習：カラーコーディネートを読み直して

おく。 

30分 

18 回 フラワーコーディネート実習：造花を使って、コサージュを制作す

る 

復習：配付資料を読み返す。 

予習：フラワーコーディネートを読み直し

ておく。 

30分 

19 回 セレモニー、レセプション会場見学：式の多様化に対応している会

場を見学する 

復習：配付資料を読み返す。 

予習：セレモニー、レセプションを読み直

しておく。 

30分 

20 回 衣装見学：花嫁の和装と洋装を見学し、トレンドや着付け、縫製に

ついて学ぶ 

復習：配付資料を読み返す。 

予習：ファッションコーディネート、和装

コーディネートを読み直しておく。 

30分 

21 回 マナー実習：食事をしながら洋食のマナーを学ぶ 予習：マナーを読み直しておく。 30分 

22 回 専門用語：式場で使う用語、宝飾（ジュエリー）用語を学ぶ 

16回目の内容の授業内テストの後、答え合わせ、解説 

復習：16回目の授業範囲を読み返し、授業

内テストの準備をする。 

予習：専門用語を読んでおく。 

60分 

23 回 接客知識：お客様に満足してもらえる物やサービスが提供できる知

識を学ぶ。22回目の内容の授業内テストの後、答え合わせ、解説 

復習：22回目の授業範囲を読み返し、授業

内テストの準備をする。 

予習：接客知識を読んでおく。 

60分 

24 回 試験対策１：23回目の内容の授業内テスト 

過去の検定試験問題を参考にテスト形式で出題し、答え合わせ、解

説 

復習：23回目の授業範囲を読み返し、授業

内テストの準備をする。 

予習：1回目～6回目の内容を読み返す。 

60分 

25 回 試験対策２：過去の検定試験問題を参考にテスト形式で出題し、答

え合わせ、解説 

復習：24回目の出題を見直す。すべての単

元に目を通す 

予習：8回目～13回目の内容を読み返す 

60分 

26 回 試験対策３：過去の検定試験問題を参考にテスト形式で出題し、答

え合わせ、解説 

復習：25回目の出題を見直す。すべての単

元に目を通す 

予習：14回目～16回目、22～23回目の内容

を読み返す 

60分 

27 回 試験対策４：過去の検定試験問題を参考にテスト形式で出題し、答

え合わせ、解説 

復習：26回目の出題を見直す。すべての単

元に目を通す 

予習：14回目～16回目、22～23回目の内容

を読み返す 

90分 

28 回 試験対策５：過去の検定試験問題を参考にテスト形式で出題し、答

え合わせ、解説 

復習：27回目の出題を見直す。 

すべての単元に目を通す 

90分 

29 回 模擬試験：検定試験を想定して行う。 復習：すべての単元に目を通す 90分 

30 回 まとめ 模擬試験についての解答解説、検定試験の解説 復習：模擬試験の問題に再度目を通す 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 

 模擬試験についての解答解説は次の授業時間内に行う。 

 

■成績評価の方法・基準 

授業態度・姿勢 20%  

授業内試験・課題(プレゼンテーション含む) 60% 小試験、模擬試験 作品：ベール制作、コサージュ制作 

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 20% 全日本ブライダル協会認定ジュニアライセンス検定 

 

■教科書 

 「ブライダルの基礎知識」全日本ブライダル協会発行 

 「フォーマルウェア・ルールブック」日本フォーマル協会発行 

各種ブライダル関係雑誌 

内容に応じて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 

 金曜日（10時～12時）短大服飾造形研究室（4026） 

 

■備考

日程及び内容は変更することがあります。テキストは毎回持参すること。 

検定料が 25,000円（教科書代、受験料、認定証書代を含む）かかります。なお、見学及びテーブルマナー実習費として

11,000円、材料費（ベール制作、コサージュ制作）に 2,000円が別途かかります。 
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■授業の方針・概要 

アジアの東端に位置する日本は、古くから中国をはじめとする諸外国の影響をうけながら、独自の美意識に基づく豊かな服飾

文化を作りだし成熟させてきました。この講義では、服飾・染織品の実物資料、文献資料、図像資料などを用いて古代から近代

にいたる日本服飾の移り変わりを概説します。さらに、各時代の服飾の特質を政治や社会との関係、造形性、美意識、同時代の

演劇・美術・文芸との関連性、外国文化の影響などさまざまな視点から捉え、服飾の多様なあり方について考えていきます。 
■到達目標（学修成果） 

 1、原始・古代から近代までの日本服飾の移り変わりを理解する。 
2、各時代の服飾の特質について、同時代の資料に基づいて理解する。 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

 専門選択科目で卒業要件科目の単位となります。日本服飾の歴史を通して人間と服飾の関係の多様なあり方を認識し、未来の

ファッションを創造するための基礎力を培います。 

 

■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 日本服飾文化史の視点 予習：シラバスを読み授業概要を理解する。 15分 

2 回 縄文・弥生時代の服飾 予習：配布された参考文献や資料に目を通す  45分 

3 回 古墳時代の服飾 予習：配布された参考文献や資料に目を通す 45分 

4 回 飛鳥時代の服飾：服制のはじまりと唐風摂取 予習：配布された参考文献や資料に目を通す 45分 

5 回 奈良時代の服飾：衣服令と唐風服飾 予習：配布された参考文献や資料に目を通す 45分 

6 回 正倉院の服飾・染織 予習：配布された参考文献や資料に目を通す 45分 

7 回 平安時代の服飾（１）：和様の開花 予習：配布された参考文献や資料に目を通す 45分 

8 回 平安時代の服飾（２）：重ね色目 予習：配布された参考文献や資料に目を通す 45分 

9 回 鎌倉・室町時代の服飾：武家服飾の成立と展開 予習：配布された参考文献や資料に目を通す 45分 

10 回 小袖服飾の成立 予習：配布された参考文献や資料に目を通す 45分 

11 回 安土桃山時代の服飾：武家服飾の変容と南蛮服飾 予習：配布された参考文献や資料に目を通す 45分 

12 回 江戸時代の服飾（１）：武家服制の確立と町人服飾の充実 予習：配布された参考文献や資料に目を通す 45分 

13 回 江戸時代の服飾（２）：小袖の開花 予習：配布された参考文献や資料に目を通す 45分 

14 回 近代の服飾：西洋服飾の導入と和装の近代化 予習：配布された参考文献や資料に目を通す 45分 

15 回 まとめ 復習：これまでの授業内容を振り返り、十分

理解する。 

120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 

  授業の理解度を確認するため毎回小テストを行い、次回授業時に正解の解説をします。 

■成績評価の方法・基準 

授業態度・姿勢 10%  

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） 50% 

外部評価・検定試験結果 0% 

■教科書 使用しません。授業の進行にあわせてプリントを配布します。 

■参考文献 

  増田美子編『図説日本服飾史事典』（東京堂出版） 増田美子監修『ビジュアル日本の服装の歴史➀②➂』（ゆまに書房） 

その他の参考文献は授業中に紹介します。 

■オフィスアワー・研究室 

  オフィスアワーは初回の授業でお知らせします。 研究室：研究棟 4階 6042Ａ 

■備考 

 博物館や美術館に積極的に足を運び、服飾・染織の実物遺品や絵画作品などの図像資料を見学する機会を持つよう心がけて 
下さい。 

日本服飾文化史 
  梅谷 知世 

 2年 後期  選択   （ 2 単位 講義 ） 
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■授業の方針・概要 

 半健康の時代に入ったと言われて、いざ久しい。それゆえにこそ、現代は心身を健康に保つことは、とても難しい。本授業は、

その難しいことに対して、科学的に挑戦する科目である。つまり、心身の健康を維持・向上させるためには、どうすればよいの

か。心理学、栄養学、体育という三分野から、演習もまじえながら、その方途を教授したい。 

 

■到達目標（学修成果） 

 学生が本授業を受講する前よりも、自らの心身の健康の維持・向上をより果たせ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、社会人としての基礎力を育てる、教養科目「一般」の卒業要件選択科目である。 

 

■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

（分） 

1 回 栄養学から考える適切な体型とは？ 

BMI・標準体重について、食物摂取頻度調査の実施 

予習：過去 1-2ヶ月の食生活について振り返る 

復習：授業内容の復習および食事記録の作成 
30分 

2 回 体の不調はありませんか？ 

食物繊維の働きと腸内環境について 

復習：食物繊維の働きについてまとめる。食事

記録を作成する。 
30分 

3 回 集中力・やる気はありますか？ 

三大栄養素の働きと栄養成分表示について 

復習：栄養素の働きについてまとめておく。食

事記録を作成する。 
30分 

4 回 自分の食生活を振り返ろう 

食物摂取頻度調査の解説と栄養素の働きについて 

復習：今後の食生活の目標をたてる。食事記録

を作成する。 
30分 

5 回 野菜食べていますか？ 

1日に必要な野菜の摂取量と摂取上の注意点について 

復習：いままでの食事記録を振り返り、食生活

の改善点を見つけ、実行する。 
60分 

6 回 精神的健康を考える① 

−精神的に健康であるとはどういうことか− 

予習：自分自身のこれまでの「精神的健康」に

ついて振り返りを行い授業に出席する 
30分 

7 回 精神的健康を考える② 

−心の病と健康、心・身体・社会とのバランスを考える− 

復習：配布資料を確認し、身の回りのストレス

とストレッサーについて考えまとめる 
30分 

8 回 主観的幸福感と人間関係 

−幸福感を育てる心理学的要因とは− 

復習：配布資料を確認し、自分自身の主観的幸

福感を高める為の方法を考えまとめる 
30分 

9 回 自分の強みと健康 

-日常の中から自分の得意とする強みについて考える- 

復習：配布資料を確認し、自分の強みに関して

文章化しまとめる 
30分 

10 回 心を豊かに生きる為に -グループディスカッションを通し

て、精神的健康についてまとめる- 

復習：5回分の授業を振り返り、「心を健康に生

きるとは」についてレポートにまとめる 
60分 

11 回 からだを知る①－数字で知る自分のからだ 

なぜ、体温、血圧、体重などを測定するのか？ 

復習：授業内容の復習およびからだと生活を記

録する 
30分 

12 回 からだを知る②－グループワーク：グループごとに資料を

参考に内容を検討し、プレゼンテーションの準備をする。 

復習：次回までに、プレゼンテーションの準備

を終わらせておく。  
30分 

13 回 からだを知る③－プレゼンテーション：各グループが資料

を基に、発表し全員で検討する。 

復習：各グループの内容に対する質問、意見を

まとめ、manabacourseで提出する。  
30分 

14 回 からだを知る④－体内時計と時間のマネジメント 予習：自分の一日の生活時間を記録してくる 

復習：自分の日常を、考え直す。  
30分 

15 回 まとめ-健康に生きるとは？ 

 

復習：授業を通して学んだことを基に「健康的

に生きるとは」についてレポートにまとめる。  
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 

レポートの提出や添削は、担当教員がそれぞれ行う。使用するツールは、紙ベースか manabaを使用してコメントを返す。 

■成績評価の方法・基準 

授業態度・姿勢 30% ※授業態度、各分野のレポート課題の内容など、総合的に判断し、 

評価する。 

 
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 

 授業時に、資料を配布する。 

■参考文献 

 授業時に、指示する。『はたらく細胞』（清水 茜：講談社） 

■オフィスアワー・研究室 

水上 雅子  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） 

手島 陽介  初回授業で伝える 【連絡研究室】 心理学研究室 （研究棟１階 6015） 

島 奈緒子   初回授業で伝える 【連絡研究室】 調理研究室  （第 3校舎地下階 調理実習室） 

■備考 なし  

健康科学 
  水上 雅子・手島 陽介・島 奈緒子 

 2年 後期  選択   （ 2 単位 講義 ） 
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■授業の方針・概要 

 服飾文化に関する題材を英語で読むことにより、その知識を深めるとともに、英文読解と、英文作成の練習をします。内容は、

The Japan Timesのファッション関連記事やパリ・オートクチュールについてのアカデミックな英語解説文などを扱い、語学と

しての英語と、服飾文化の両方にフォーカスします。授業は、講義と学生による発表の形式ですすめます。 

■到達目標（学修成果） 

１．服飾に関する用語の語彙を増やすこと、２．英語の構文をとらえて英文が読めること、３．パリ・オートクチュールについ

ての知識を増やすこと、４.ファッション・デザインについてスタイルを英語で描写することができる、の４点です。 

■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（国際関係）・選択科目で卒業要件科目の単位となります。教養選択科目（一般・体育・国際関係）6単位は卒業要

件です。教養科目としての言語と服飾文化は、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。さらに、語学と専門の内容とを関連させ、服飾業界で活躍できる専門力向上の一助となることをめざ

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。 

課題の詳細説明 

予習：シラバスを読む。復習：発表担当を考

える。授業のタスクについて流れを整理する。 

30-60分 

2 回 服飾関連記事の読解（1） 予習：記事に目を通す。復習：授業内容をノ

ートに整理する。 

30-60分 

3 回 服飾関連記事の読解（2） 予習：英文を訳してみる。担当の発表準備。 

復習：ノート整理。 

30-60分 

4 回 服飾関連記事の読解（3） 予習：英文を訳してみる。担当の発表準備。 

復習：ノート整理。小テスト準備。 

30-60分 

5 回 服飾関連記事の読解（4） 

小テスト 

予習：英文を訳してみる。担当の発表準備。 

復習：ノート整理。 

30-60分 

6 回 服飾関連記事の読解（5） 予習：英文を訳してみる。担当の発表準備。 

復習：ノート整理。小テスト準備。 

30-60分 

7 回 服飾関連記事の読解（6） 

小テスト 

予習：英文を訳してみる。担当の発表準備。 

復習：ノート整理。 

30-60分 

8 回 服飾関連記事の読解（7） 予習：英文を訳してみる。担当の発表準備。 

復習：ノート整理。小テスト準備。 

30-60分 

9 回 服飾関連記事の読解（8） 

小テスト 

予習：英文を訳してみる。担当の発表準備。 

復習：ノート整理。 

30-60分 

10 回 服飾関連記事の読解（9） 予習：英文を訳してみる。担当の発表準備。 

復習：ノート整理。小テスト準備 

30-60分 

11 回 発表準備 

 

予習：発表準備。 

復習：ノート整理。小テスト準備 

30-60分 

12 回 発表練習 予習：発表準備。 

復習：ノート整理。小テスト準備。 

30-60分 

13 回 発表 

 

予習：発表準備。 

復習：授業内容をノートに整理する。 

30-60分 

14 回 まとめ、ノート提出 予習：ノート提出準備。 30-60分 

15 回 講評 復習：授業内容を振り返る。 30-60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 

 小テストは採点、返却します。英文によるスタイルの説明はフィードバックを与えます。ノートはコメントを記入して返却し

ます。まとめのテストは採点します。 

■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％ 発表、単語小テスト、英文和訳、授業ノート、復習テスト 

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 

 The Japan Times記事などプリントで配布。 

■参考文献 日米英 ファッション用語イラスト事典（繊研新聞社） 

■オフィスアワー・研究室 

連絡研究室：英語研究室（研究棟 3階 6034）・服飾造形研究室（研究棟 3階 6032B） 

オフィスアワー：第１回目の授業で提示します。 

■備考 テキストは、プリントを用意します。初回の授業でノート作成方法・発表手順を詳細に説明しますので 

必ず出席してください。 

言語と服飾文化 
  北澤 茉奈・安部 智子 

 2年 前期又は後期  選択   （ 2 単位 講義 ） 
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■授業の方針・概要 

ファッションに関する研究および仕事で使用する ESP（English for Specific Purpose;特定の目的のための英語）ファッシ

ョン英語語彙・表現を修得することをめざします。ESPファッション/プロジェクト・ベースによる言語活動を行います。国際

ファッションコンペについて学び、コンペ参加をシミュレーション学習する過程で英文ライティングおよびプレゼンテーション

をします。授業で扱うハンドアウトや作品はファイルに収め、学習ポートフォーリオとします。ESPの観点から言語面のサポー

トを行います。  

■到達目標（学修成果） 

 ファッション関連表現および記事を理解し、英語での指示に従えること。記事をもとにディスカッションおよびプレゼンテー

ションができること。英文履歴書の作成の基礎を修得すること。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）・選択科目で卒業要件科目の単位となります。教養科目としてのファッション英語Ａ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。さらに、語学と専門の内容とを関連

させ、服飾業界で活躍できる専門力向上の一助とな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 コース説明 予習：シラバスを読む。授業内容について確

認する。 

30分 

2 回 ESPファッション語彙構築（色、柄、布地） 復習：単語を整理する。 

プロジェクトの準備を始める。 

30分 

3 回 国際ファッションコンテスト Aについて 

リサーチ方法を学ぶ 

復習：授業内容をノートに整理する。 

予習：英文記事を読む。 

30分 

4 回 国際ファッションコンテスト Aについて 復習：授業内容をノートに整理する。 30分 

5 回 英語でコンセプトを作るためのライティング攻略 予習：コンセプトのサンプルを読む。 

復習：コンセプトの草案を書く。 

60分 

6 回 コンセプトの執筆、ムードボードについて 復習：コンセプトの修正、 

ムードボードの準備をする。 

60分 

7 回 ムードボード制作 

英語プレゼンテーションについて 

復習：ムードボード制作。 

プレゼンテーション準備。 

60分 

8 回 プレゼンテーション I  

（コンセプトとムードボード） 

予習：プレゼンテーション準備。 60分 

9 回 プレゼンテーション I 予備日 

Curriculum Vitaeの書き方 

予習：日本語で履歴書を書く。 

復習：CVを書く。 

60分 

10 回 CVのピア―・レヴューおよび修正 

ESPファッション語彙構築（ファッション・アイテム） 

復習：CVをタイプして完成 

単語を整理する。 

60分 

11 回 ファッション・アイテムの描写 復習：デザイン画を説明する準備。 30分 

12 回 英語プレゼンテーションの技術 復習：プレゼンテーションの練習 30分 

13 回 プレゼンテーション II 

（コンセプト、ムードボード、およびデザイン画） 

予習：プレゼンテーションの練習 

 

30分 

14 回 プレゼンテーション II 予備日 

ESPファッション語彙表現ノートの確認 

ポートフォーリオの提出（個別フィードバック） 

予習：ポートフォーリオをまとめる 

語彙表現ノートをまとめる 

60分 

15 回 ポートフォーリオの提出 予備日 

講評 

同上 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 

 ポートフォーリオは、コメントをつけて返却します。プレゼンテーションは、評価コメントをします。 

■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む) 70％ プレゼンテーション 2回、ポートフォーリオ（A4ファイル、ファッショ

ン語彙表現ノートを含む） 

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 ：なし 

■参考文献：必要に応じて配布します。 

■オフィスアワー・研究室：【連絡研究室】英語研究室（研究棟 3階）。金曜日 12:30～14:00 

■備考：ハンドアウトにより授業を進めますので、教科書はありません。ただし、次のものを用意してください。辞書（必須）、 

Ａ４ファイル（ポートフォーリオ用）。英語活動を通して自分で考え、調べ、表現する授業であることを理解して参加してく

ださい。必要に応じて 5回程度オンライン ZOOMライブ授業を行います。 

ファッション英語 A 
  北澤 茉奈 

 2年 前期  選択   （ 2 単位 講義 ） 



【40】 

 

 
 
 
 
■授業の方針・概要 

ファッションに関する研究および仕事で使用する ESP（特定の目的のための英語）ファッション英語語彙・表現を修得するこ

とをめざします。ESPファッション/プロジェクト・ベースによる言語活動を行います。国際ファッションコンペについて学び、

シミュレーション学習する過程で英文ライティングおよびプレゼンテーションをします。授業で扱うハンドアウトや作品はファ

イルに収め、学習ポートフォーリオとします。ESPの観点から言語面のサポートを行います。   

■到達目標（学修成果） 

ファッション関連表現および記事を理解し、英語での指示に従えること。記事をもとにディスカッションおよびプレゼンテーシ

ョンができること。基本的な英文メールや書類の作成ができるようになること。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）・選択科目で卒業要件単位の科目となります。教養科目としてのファッション英語Ｂ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。さらに、語学と専門の内容とを関連

させ、服飾業界で活躍できる専門力向上の一助とな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 コース説明 予習：シラバスを読む。 

復習：コンセプトを考え始める。 

30分 

2 回 国際ファッションコンペティション Bについて 

英語でオンラインレジストレーション  

予習：英文記事を読む。 

復習：授業内容の整理 

30分 

30分 

3 回 国際ファッションコンペティション Bについて 

英語でコンセプトを作るためのライティング攻略 

復習：タスク完了のための準備。 30分 

4 回 リサーチ方法を学ぶ 

 

予習：ムードボード準備 

復習：コンセプト草案を書く。 

60分 

5 回 コンセプトの執筆、ムードボードについて 予習：ムードボード準備 

復習：コンセプト草案を完成させる。 

30分 

30分 

6 回 コンセプト ピア・レヴューおよび修正 

ムードボードの制作 

予習：ムードボードの準備。 

復習：コンセプトを修正し完成する。 

ムードボードを完成させる。 

60分 

7 回 プレゼンテーション I(コンセプトとムードボード） 予習：プレゼンテーションの練習 30分 

8 回 プレゼンテーション II 予備日 

ファッションアイテムの描写について 

予習：ファッションアイテムのイラスト

を準備する。 

復習：アイテムの描写草案を書く。 

60分 

 

60分 

9 回 ファッションアイテムの描写 ピア・レヴュー 

パワーポイント・プレゼンテーションの技術 

復習：アイテムの描写を完成させ、イラ

スト/実物をデータ保存する。 

60分 

10 回 プレゼンテーションの準備 予習：PPTスライド草案を制作する。 60分 

11 回 プレゼンテーションの練習 予習：PPTスライドを完成させる。 60分 

12 回 プレゼンテーション II 

（コンセプト、ムードボード、及びデザイン画） 

予習：PPTプレゼンテーションの練習。 30分 

13 回 プレゼンテーション II 予備日 

ESPファッション語彙表現ノートの確認・提出 

予習：：PPTプレゼンテーションの練習。 

語彙表現ノートをまとめる。 

30分 

14 回 英文メールの書き方 

ポートフォーリオの提出（個別フィードバック） 

予習：ポートフォーリオをまとめる。 

復習：英文メール作成 

30分 

15 回 ポートフォーリオの提出 予備日 

講評 

予習：ポートフォーリオをまとめる。 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 

 ポートフォーリオは、コメントをつけて返却します。プレゼンテーションは、評価コメントをします。 

■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む) 70％ プレゼンテーション 2回、ポートフォーリオ（A4ファイル、ファッシ

ョン語彙表現ノートを含む） 

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：なし 

■参考文献： なし 

■オフィスアワー・研究室：【連絡研究室】英語研究室（研究棟 3階）。金曜日 12:30-14:00。 

■備考：ハンドアウトにより授業を進めますので、教科書はありません。ただし、次のものを用意してください。辞書（必須）、 

Ａ４ファイル（ポートフォーリオ用）。英語活動を通して自分で考え、調べ、表現する授業であることを理解して参加してく

ださい。必要に応じて 5回程度 ZOOMオンラインライブ授業を行います。 

 

 

ファッション英語 B 
  北澤 茉奈 

 2年 後期  選択   （ 2 単位 講義 ） 



服飾学科2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

【整理番号】
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■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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