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消費者行動論Ⅰ
牛田

奈緒子
2年

後期

ビジネス系必修

（

2 単位

講義

）

■授業の方針・概要
消費者および生活者の行動を捉える際の視点と手法を紹介し、身の回りにある商品やサービスについて、実際にそれらを適用
して分析するミニワークを実施する
■到達目標（学修成果）
① マーケティングの概念と、マーケティングにおける消費者行動の重要性を理解している
② 世の中にある商品・サービスについて、マーケティング戦略・施策の視点で分析できる
■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、卒業要件科目の単位となります。ファッションビジネス系学生の共通必修で、ファッションビジネスを理解し、
応用する理論の基礎力向上に資する科目です。
■授業計画
準備学修
回数
授業内容
具体的内容（予習・復習等）
必要時間
1回
2回

【イントロダクション】マーケティングと消費者行動の関係
性、インサイトとは？
マクロ環境と分析（PEST）

3回

3C と SWOT

4回

STP：Segmentation と Targeting

5回

STP：Positioning

6回

Product（製品）

7回

Price（価格）

【レポート提出】身近な商品・サービス
が捉えているインサイトの検討
【レポート提出】アパレル業界に影響を
与えるマクロ要因の考察
【レポート提出】異業種競合事例の発見
と分析
【レポート提出】優れたターゲティング
事例の発見と分析
講義資料の復習によるポジショニング
の概要理解
講義資料の復習による製品の概要理解

【レポート提出】顧客の購買意欲を喚起
している価格設定の発見と分析
8 回 Place（流通チャネル）
講義資料の復習による流通チャネルの
概要理解
9 回 Promotion（コミュニケーション）
【レポート提出】印象に残った広告とそ
の分析
10 回 消費者調査（定量調査）
講義資料の復習による定量調査の概要
理解
11 回 消費者調査（定性調査）
【レポート提出】デプスインタビューの
実践
12 回 マーケティング戦略策定事例の紹介
これまでの講義資料の復習によるマー
ケティングプロセスの理解
13 回 消費者の新しい購買・消費行動
講義資料の復習による新しい消費行動
の理解
14 回 消費者の新しい購買・消費行動
講義資料の復習による新しい消費行動
の理解
15 回 消費者の新しい購買・消費行動
【レポート提出】未来の消費行動に関す
る考察
■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
各回演習は次回の授業時に講評する
■成績評価の方法・基準
授業態度・姿勢
授業内試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む）
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

30%
70%
0%
0%

■教科書
特になし
■参考文献
特になし
■オフィスアワー・研究室
オフィスアワー：初回授業時に呈示
連絡研究室:ファッションビジネス・流通イノベーション実習室
■備考

なし

3207

30 分
30 分
30 分
30 分
30 分
30 分
30 分
30 分
30 分
30 分
30 分
30 分
30 分
30 分
30 分
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ビジネスプレゼンテーション技法
水越

綾
2年

前期

ビジネス系必修

（

1 単位

演習

）

■授業の方針・概要
ビジネスプレゼンテーションとは、ファッション分野において、企画、ＭＤ（製品・商品計画）デザイン等を取り組んでいく上で、ビジュアル・コミュニケーシ
ョン・デザイン（Visual communication design）or ビジュアル・デザイン（Visual design）ともいわれ、視覚（伝達）デザインにより、自らも主観的に認識・識
別し、情報を客観的に相手（第三者）に伝えることを目的としたデザインである。人間の五感である認識・識別できる能力の一つである視覚から入る伝達能力は、
80％以上だと言われている。本授業では Photoshop,Illustrator による表現手法の修得を主としつつも、総合的に「伝える力」を身につけてゆく事を方針とする。

■到達目標（学修成果）
1 年次に学んだ AdobePhotoshop,Illustrator、PowerPoint の基礎力を定着させ、さらに表現手法のバリエーションを身に付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
この科目は、ビジネスコースの必修科目であり、また卒業要件科目の科目である。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ある。

■授業計画
回数

1回

2回

3回

4回

5回

6回
7回
8回
9回
10
回
11
回
12
回
13
回
14
回

授業内容

準備学修
具体的内容（予習・復習等）

オリエンテーション、Photoshop 基本操作の確認
Photoshop 基本操作の確認と応用
企画書提出：企画内容に関するディスカッション。提出物に関するフィー
ドバックは対面（個別）あるいは manaba でおこなう。
Photoshop を使用した課題①（企画書の為の素材作成：ブランドイメージ
コラージュ）
企画書提出：企画内容に関するディスカッション。提出物に関するフィー
ドバックは対面（個別）あるいは manaba でおこなう。
Photoshop を使用した課題①（企画書の為の素材作成、ブランドイメージ
コラージュ）
企画書提出：企画内容に関するディスカッション。提出物に関するフィー
ドバックは対面（個別）あるいは manaba でおこなう。
Photoshop を使用した課題②（企画書の為の素材作成、ファッション画作
成）
データースキャニング。提出物に関するフィードバックは対面（個別）あ
るいは manaba でおこなう。
Photoshop を使用した課題②（企画書の為の素材作成、ファッション画作
成）。提出物に関するフィードバックは対面（個別）あるいは manaba でお
こなう。
Illustrator 基本操作の確認と応用
データースキャニング。提出物に関するフィードバックは対面（個別）あ
るいは manaba でおこなう。
Illustrator 基本操作の確認と応用
Illustrator を使用した課題①ハンガーイラスト作成。提出物に関するフ
ィードバックは対面（個別）あるいは manaba でおこなう。
Illustrator を使用した課題①ハンガーイラスト作成。提出物に関するフ
ィードバックは対面（個別）あるいは manaba でおこなう。
Illustrator を使用した課題①ハンガーイラスト作成。提出物に関するフ
ィードバックは対面（個別）あるいは manaba でおこなう。

必要
時間

予習：情報演習Ⅱで使用したテキストを確認し
ておく。
課題：企画書案の作成（ターゲット、コンセプ
ト等詳細にまとめる）ブランドリサーチ

90 分

課題：企画書案のブラッシュアップ、ブランド
リサーチ

90 分

課題：素材収集、ターゲットインタビュー、課
題を進めておく

90 分

課題：素材収集、ターゲットインタビュー、

90 分

課題：ファッション画（線画）を描いて来る

90 分

課題：ターゲットインタビュー

90 分

課題：ハンガーイラストを手描きで描いておく

90 分

課題：ハンガーイラストを手描きで描いておく

90 分

課題：ブランドコンセプトに基づいたロゴ案を
考えておく。

90 分

課題：ブランドコンセプトに基づいたロゴ案を
考えておく。

90 分

Illustrator を使用した課題②ロゴ作成
課題：ロゴ案作成
提出物に関するフィードバックは対面（個別）あるいは manaba でおこなう。

90 分

Illustrator を使用した課題②ロゴ作成
課題：課題制作
提出物に関するフィードバックは対面（個別）あるいは manaba でおこなう。

90 分

プレゼンテーション用資料作成（PowerPoint）提出物に関するフィードバ
ックは対面（個別）あるいは manaba でおこなう。

課題：課題制作

90 分

プレゼンテーション用資料作成（PowerPoint）提出物に関するフィードバ
ックは対面（個別）あるいは manaba でおこなう。

発表に向けた資料作成

90 分

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
90 分
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。発表 リフレクションシート作成
内容に関してのフィードバックは全体、あるいは manaba で実施する。
■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)等を使用して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場合もある。
■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
授業内試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む）
70% 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。
期末試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む）
0%

15
回

外部評価・検定試験結果

0%

■教科書 なし
■参考文献
1 年次の情報演習Ⅱで使用したテキスト（Illustrator&Photoshop 操作とデザインの教科書）を持参する事を勧める。
■オフィスアワー・研究室
オフィスアワーについては、第 1 回目の授業で指示する。研究室：研究棟 1 階 6012B
■備考：データー保存用の USB を用意しておくと良い。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。
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企業会計入門
田中

恵美子
2年

前期

ビジネス系必修・モードテクノロジー系選択

（

2 単位

講義

）

■授業の方針・概要
就職活動を開始すると、それぞれの会社の目標、理念、経営方針などが、さまざまな言葉で語られていることに気づきます。自分の才能を十
分に発揮できる会社はどこなのか迷ってしまうことも少なくありません。そこで本講義では、財務諸表を通じて企業の本来の姿を数字で読み解
く手法を学び、言葉では語られることのない企業の強みや弱みを分析します。まず使用されている数字が私たちにどのようなイメージや意味を
与えるのかを確認し、次に企業会計のしくみ、財務諸表の構造を学習します。さらに演習を通じていっそうの理解を深め、最後にこれらの数字
を比較・検討、分析できる力を養います。

■到達目標（学修成果）
本講義の到達目標は、財務分析の基本的手法を体系的にとらえ、企業実態を読み取る力を習得することにあります。したがって、次の 3 段階
がその目標の目安となります。
(1)企業の成績表といえる財務諸表の基本構造が理解できるようになる。
(2)基本的な財務分析の手法が使用できるようになる。
(3)数値結果をもとに企業の収益性や安全性が理論的に分析できるようになる。

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連
「企業会計入門」はビジネス系の必修科目であり、モードテクノロジー系は専門選択科目です。いずれも卒業要件に必要な科目となります。

■授業計画
準備学修
回数

授業内容

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、授業の概要説明
身近な会計数字を知る

復習：身近に溢れる会計数字がどのような意図で使用されてい
るかを確認

15 分

2回

損益計算書の構造

復習：基本的な損益計算書で構造を確認

30 分

3回

損益計算書の作成①

復習：損益計算書のひな型を実際に作成

30 分

4回

損益計算書の作成②

復習：損益計算書の全体構造と 5 種類の利益の意味を理解

60 分

5回

貸借対照表の構造

復習：基本的な貸借対照表の構造を確認

30 分

6回

貸借対照表の作成①

復習：貸借対照表の各項目の細分類を理解し、実際に作成

30 分

7回

貸借対照表の作成②

60 分

8回

収益性の分析（分析指標と分解）①

復習：貸借対照表と損益計算書のつながりを総合的に理解し、
両計算書類を作成
復習：各分析指標の意味と計算結果を確認・分析内容の理解

9回

収益性の分析（分析指標と分解）②

復習：各分析指標の意味と計算結果を確認・分析内容の理解

30 分

10 回

収益性の分析（分析指標と分解）③

復習：各分析指標の意味と計算結果を確認・分析内容の理解

30 分

11 回

安全性の分析（分析指標）①

復習：各分析指標の意味と計算結果を確認・分析内容の理解

30 分

12 回

安全性の分析（分析指標）②

復習：各分析指標の意味と計算結果を確認・分析内容の理解

30 分

13 回

総合比較分析（演習Ⅰ）

60 分

14 回

総合比較分析（演習Ⅱ）

復習：財務諸表の全体構造を理解し、収益性、安全性の総合分
析を整理・確認
復習：財務諸表の全体構造を理解し、収益性、安全性の総合分
析を整理・確認
復習：演習問題を振り返る

15 回 総まとめと演習問題
■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 回目に演習問題についての解説を行う。
■成績評価の方法・基準
授業態度・姿勢
授業内試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む）
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

30 分

60 分
30 分

30%
70%
0%
0%

■教科書 特にありません。
■参考文献
田中恵美子著 『精説 簿記論』大学教育出版
■オフィスアワー・研究室
出講日：前期 水曜日
連絡先：教務課（本校舎 1 階）
■備考 受講者の理解度を確認しながらゆっくり進行していきますので、会計知識や数字に強い必要はありません。配布するレ
ジュメはファイルに整理し、電卓とともに毎時間持参してください。
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グローバルマネジメント特論Ⅰ
山田

晶子
2年

後期

ビジネス系必修

（

2 単位

講義

）

■授業の方針・概要
社会潮流をベースとした、グローバル時代におけるファッションビジネスの課題を様々な観点から捉え、今後のファッション
産業に求められる企業経営の方向性を探っていきます。商品のみならず、その経営理念、組織形態やリーダーシップ等、ブラン
ドエクイティとしての成立を、事例により研究。授業担当者の現場における実務経験や、業界リサーチャーの視点等から、時代
性に根差した学習を目指します。２１世紀における、グローバル市場への考え方や、その戦略に関して、入門的理解を深めます。
■到達目標（学修成果）
社会潮流とファッションの関係性をベースに、２１世紀型のグローバル市場を理解し、今後のファッションビジネス・産業界
の方向性を捉え、自らが起業家としてどの様に行動していけば好ましいかを、立案していく能力修得を目標とします。
■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科目であり、ファッションビジネス系コースの必修専門科目です。
■授業計画
準備学修
回数

授業内容

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におけるグローバルマネジメントとは

予習：シラバスの確認
復習：配布資料の振り返り

20 分

2回

グローバル市場のブランディング①
「日本」×「文化」➩「ファッション」
グローバル市場のブランディング②
グローバル視点と日本発ブランド
グローバル市場のブランディング③
＜事例研究＞社会潮流とブランドに求められるもの
グローバル市場のブランディング④
＜PART1 まとめ＞日本発グローバル・ブランド総括
社会潮流とグローバルマネジメント①
これからのブランド開発～グローバリゼーションと SDGｓ
社会潮流とグローバルマネジメント②
持続可能と企業のミッション～国内外の事例研究⑴
社会潮流とグローバルマネジメント③
持続可能と企業のミッション～国内外の事例研究⑵
社会潮流とグローバルマネジメント④
＜事例研究＞ラグジュアリーブランド～コングロマリット企業
社会潮流とグローバルマネジメント⑤
＜PART2 まとめ＞独自性あるビジネスモデル～グローバル SPA
グローバルマネジメントⅠ演習①/これからのファッションビジネス
グループワーク（社会潮流共有～ファッションビジネスの芽）
グローバルマネジメントⅠ演習②/これからのファッションビジネス
グループワーク（ファッションビジネス具現化への５W２H）
グローバルマネジメントⅠ演習③/これからのファッションビジネス
グループワーク（ファッションビジネス具現化への深掘り）
グローバルマネジメントⅠ演習④/これからのファッションビジネス
グループワーク（時代性、企業のミッション）
グローバルマネジメントⅠ演習⑤ プレゼンテーション
学習内容のまとめ（振返り、ポイント解説）

予習：日本発グローバルファッション①
復習：
「文化」とファッションの関係性
予習：日本発グローバルファッション②
復習：当回のディスカッション振返り
予習：日本発グローバルファッション③
復習：当回のディスカッション振返り
予習：日本発グローバルファッション④
復習：当回のディスカッション振返り
予習：直近のグローバルムーヴメント収集①
復習：当回のディスカッション振返り
予習：直近のグローバルムーヴメント収集②
復習：当回のディスカッション振返り
予習：直近のグローバルムーヴメント収集③
復習：当回のディスカッション振返り
予習：直近のグローバルムーヴメント収集④
復習：当回のディスカッション振返り
予習：直近のグローバルムーヴメント収集⑤
復習：中間レポート（PARTⅠ・PARTⅡまとめ）
予習：ワークショップへ向けて
復習：自グループのテーマ深掘り
予習：テーマへの５W２H 考案
復習：自グループのテーマ深掘り
予習：ビジネスへの骨格づくり
復習：自グループの意見・詳細まとめ
予習：リアリティあるファッションビジネス
復習：発表準備
復習：講評から、全体観とポイントの整理
期末レポート作成・提出

20 分

3回
4回
5回
6回
7回
8回
9回
10 回
11 回
12 回
13 回
14 回
15 回

■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
演習形式のレポート実施（期中・期末）により、学習状況の確認と講評を行ないます。

■成績評価の方法・基準
授業態度・姿勢
授業内試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む）
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

30%
70%
0%
0%

指定教科書はなし。毎回、学習資料を配布します。
授業形態は「配布資料を基にパワーポイントで講義～グループディスカッション」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
ファッションビジネスマネジメント研究室（第 4 校舎３階/授業終了後）

■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。

20 分
20 分
20 分
20 分
20 分
20 分
20 分
20 分
20 分
20 分
20 分
20 分
20 分
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ファッションエディトリアルⅠ
千代崎

寛
2年

後期

ビジネス系必修

（

2 単位

演習

）

■授業の方針・概要
ファッションビジネスの場において情報を伝達するための方法、考え方を「エディトリアル（編集）デザイン」の視点から学
んでいく。画像イメージを得るための撮影から編集を経て最終プロセスまでを段階ごとに確認・検証しながら進めていく。ルッ
クブックやカタログなどの制作を編集デザインのワークフローから学び、他のメディアへの応用を通じてコミュニケーションと
メッセージ表現のアプローチと方法を探る。各自の思考の拡がりと表現力、社会との関係における自身の視点を準備していく事
を方針とする。
■到達目標（学修成果）
1.ビジュアルイメージを具体化するための基礎的な「表現能力」を身に付けることが可能となる
2.制作とプレゼンテーションを通して「つたえる・つたわる」関係の重要性について考察や理解ができる
3.デジタル制作環境・ネットワーク環境の基礎的な理解と活用する「術」を身に付け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
専門必修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）については「ファッションエディト
リアル I」はファッションビジネスの企画・提案や流通の場において活躍できる専門力向上に資する科目です。
■授業計画
準備学修
回数
授業内容
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・授業概説と導入
エディトリアルデザインについて～（メディアリテラシー）

復習：カリキュラム表・プリントの内容を熟読して
おく。

30 分

2回

エディトリアルデザイン（編集デザイン）
DTP 演習①「DTP のワークフロー」レイアウトと出力
DTP 演習②
レイヤー、チャンネル、パスのテクニック
テーマ I コンテンツ制作①
自然光による撮影・補正・レタッチのワークフロー
テーマ I コンテンツ制作②
人工光による撮影・補正・レタッチのワークフロー
テーマ I コンテンツ制作③
グリッドシステムによるレイアウトのワークフロー
テーマ I コンテンツ制作④
プリント出力から校正までのワークフロー
テーマ I コンテンツ制作⑤
研究テーマ中間プレゼンテーション
テーマ I コンテンツ制作⑥
レイアウト・出力から校正
テーマ I コンテンツ制作⑦
レイアウト・出力から校正
テーマ I コンテンツ制作⑧
完成データ出力と製本
テーマ II コンテンツ制作①
メディア表現・デザインのワークフロー
テーマ II コンテンツ制作②
ラフレイアウトとプレビュー
テーマ II コンテンツ制作③
レイアウトとプレビュー
まとめ・展開
テーマ I・II プレゼンテーションと講評

予習：リサーチや進行に必要なリソースの収集・準
備など
予習：画像撮影のための準備、スタイリングとロケ
ーションプランの準備
予習：撮影後のコンタクトシートによる選定とスタ
ジオ撮影プランの準備
予習：撮影後のコンタクトシートによる選定とスタ
ジオ撮影プランの準備
予習：レイアウト資料の作成と準備

60 分

予習：中間プレゼンテーションをもとにプランを練
り上げる
予習：中間プレゼンテーションをもとにプランを練
り上げる
予習：プランに沿った制作と確認・検証

60 分

予習：プランに沿った制作と確認・検証

30 分

予習：様々なメディア表現のリサーチ

60 分

予習：プランに沿ったメディア表現の制作と確認・
検証
予習：テーマ I・II プレゼンテーションのための準
備
予習：制作ノート提出のための準備

60 分

180 分

復習：まとめと考察

60 分

3回
4回
5回
6回
7回
8回
9回
10 回
11 回
12 回
13 回
14 回
15 回

90 分
60 分
30 分
60 分

30 分
30 分

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
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
授業内試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む）
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

10%
45%
45%
0%

■教科書
なし
■参考文献
授業の進行にあわせて、プリントなどで適宜配布する。
■オフィスアワー・研究室
オフィスアワー：第１回目の授業で指示する。研究室：先端ファッション表現研究室（目黒校舎研究棟 3F）
■備考
表出されるメージは過去にみた「もの・こと」からのみ産み出される。イメージを Output し続けるためには常に Input し続
ける必要がある。その円環する環境・システムを自分の中に構築して欲しい。
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ファッションマーケティング論
木村

秀雄
2年

前期

ビジネス系必修

（

2 単位

講義

）

■授業の方針・概要
モノが売れないといわれる現代において、マーケティングの重要性は一層増しています。アパレル業界において、国内外でブ
ランド事業を立ち上げてきた実務家の視点で、ファッションビジネスにおけるマーケティングを論理的、かつ実践的に学んでい
きます。
■到達目標（学修成果）
マーケティングの面白さを知ってもらい、常に経営視点でのマーケティング思考を身につけることで、変化の激しいファッシ
ョン業界をリードし、新たな市場を創造できるようにな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科目、学位授与科目です。ファッションビジネス系コースのディプロマポリシーに即した必修科目です。
■授業計画
準備学修
回数
授業内容
具体的内容（予習・復習等）
必要時間
1回

復習：講義を振り返り、考察する

30 分

2回

イントロダクション：マーケティング発想の経営（マーケテ
ィングとは）
基礎編：マーケティングのマネジメント＿製品

復習：講義を振り返り、考察する

30 分

3回

基礎編：マーケティングのマネジメント＿価格

復習：講義を振り返り、考察する

30 分

4回

基礎編：マーケティングのマネジメント＿広告

復習：講義を振り返り、考察する

30 分

5回

復習：講義を振り返り、考察する

30 分

復習：講義を振り返り、考察する

30 分

復習：講義を振り返り、考察する

30 分

8回

基礎編：マーケティングのマネジメント＿チャネル、サプラ
イチェーン、営業
基礎編：関係のマネジメント＿顧客関係、ビジネスモデル、
顧客理解
基礎編：関係のマネジメント＿ブランド構築、ブランド組織、
社会責任
中間発表/講評

事例研究を行う（個人ワーク）

60 分

9回

応用編：マーケティングの目的と基本のおさらい（事例研究） 復習：講義を振り返り、考察する

30 分

10 回

応用編：マーケティングの戦略と考え方（事例研究）

復習：講義を振り返り、考察する

30 分

11 回

応用編：マーケティング理論（事例研究）

復習：講義を振り返り、考察する

30 分

12 回

応用編：IT/ソーシャルディア・マーケティング（事例研究） 復習：講義を振り返り、考察する

30 分

13 回

応用編：ビジネスモデル（事例研究）

復習：講義を振り返り、考察する

30 分

14 回

最終発表/講評

戦略立案を行う（グループワーク）

60 分

15 回

まとめ

復習：講義を振り返り、考察する

30 分

6回
7回

■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
講義毎にレポートを提出していただきます。また、中間発表（個人、もしくはグループ）
、最終発表（個人、もしくはグルー
プ）を行っていただきます。フィードバックは可能な限り講義内で行い、ディスカッションしながら、理解を深めていきます。
■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） 40%
期末試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む）
30%
外部評価・検定試験結果
0%
■教科書
石井淳蔵他(2020)『1 からのマーケティング＜第 4 版＞』碩学舎
■参考文献
平野敦士カール(2018)『大学 4 年間のマーケティング見るだけノート』宝島社
■オフィスアワー・研究室
講師控室 詳細は初回授業にて連絡します
■備考
日程及び内容は授業の進行具合に合わせて変更する事もあり
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プレゼミ(イノベーション）
五月女

由紀子
2年

通年

イノベーション必修

（

2 単位

演習

）

■授業の方針・概要
流通イノベーションコースの導入ゼミの位置づけです。ファッション業界での SNS 運営の必要性を理解し、企業の広報担当者
など外部講師による体験型演習を行います。学生全員が Instagram を学び、ブログ note を執筆し、note は年間を通してコース
マガジンとしてインターネット上でアップするというアクティブラーニングを行います。
WEB 記事はコースでの作品となります。
また、アパレルのセレクトショップ、SPA 企業、商業施設、ファッションテック企業、メディア関係など多数の企業の協力から、
ニューノーマル時代のファッション業界の理解を促します。
「OMO(Online Merges with Offline)」の概念を学び、流通イノベー
ションコースのコンセプトの OMO「オンライン(ＥＣ)とオフライン(店舗)の融合」に、そのデジタル販売スキルの向上を目指し
ます。
■到達目標（学修成果）
アパレル企業の商品企画や WEB 担当者、SNS 運営者から話しを聞く、その臨場感を体験するなど、自分なりのアパレル業界の
デジタル運用のイメージを固めていきます。その結果、ファッションビジネスのデジタル手法を修得し、3 年からのコース専門
科目への導入を促します。EC と店舗の両面を理解できる成果として、
「ファッション販売能力検定」の合格を目指します。
■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科目、学位授与科目です。ファッションビジネス・流通イノベーションコースのディプロマポリシーに即
した必修科目です。
■授業計画
準備学修
回数
授業内容
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、流通イノベーションコースの説明
予習：シラバスを読む。
30 分
2 回 ニューノーマルの時代のファッションビジネスの理解
復習：授業について振り返る
30 分
3 回 ファッションビジネスのメディアの特徴と SNS 運用
復習：授業について振り返る
30 分
4 回 ブログ note① 運用指導とコンセプト決め
復習：授業の課題を提出する
60 分
5 回 ブログ note② ブログの下書きとネット上にアップ
復習：授業の課題を提出する
60 分
6 回 ブログ note③ コースマガジンの作成
復習：授業の課題を提出する
60 分
7 回 ブログ note④ ブログとマガジンのインサイト分析
復習：授業について振り返る
30 分
8 回 アパレル人材会社による業界の職種理解
復習：授業の所感を提出する
30 分
9 回 業界別企業事例研究①商業施設 SHIBUYA109 と若者研究
復習：授業の所感を提出する
30 分
10 回 業界別企業事例研究②ヤングアパレル：マークスタイラー
復習：授業の所感を提出する
30 分
11 回 「ファッション販売能力検定」の理解と指導（１）
復習：問題集を学修する
60 分
12 回 アパレル業界の SNS① Instagram とインフルエンサー
復習：授業の所感を提出する
30 分
13 回 アパレル業界の SNS② 動画 YouTube、TikTok の事例
復習：授業の所感を提出する
30 分
14 回 ブログ note⑤ マガジンの前期振り返り
予習：授業の課題を提出する
60 分
15 回 前期まとめ 発表
予習：考察事案について振り返る
90 分
16 回 業界別企業事例研究④SPA 企業：アダストリア
復習：授業の所感を提出する
30 分
17 回 業界別企業事例研究⑤セレクトショップ：ナノユニバース
復習：授業の所感を提出する
30 分
18 回 業界別企業事例研究⑥SPA 企業：PAL グループ
復習：授業の所感を提出する
30 分
19 回 ブログ note⑥ マガジンの振り返り 後期①
復習：授業の所感を提出する
30 分
20 回 「ファッション販売能力検定」の理解と指導（２）
復習：問題集を学修する
30 分
21 回 EC と WEB 事例研究①：ベイクルーズ
復習：授業の所感を提出する
30 分
22 回 EC と WEB 事例研究②：デジタル接客 スタッフスタート
復習：授業の所感を提出する
60 分
23 回 EC と WEB 事例研究③：オンワードクローゼット
復習：授業の所感を提出する
90 分
24 回 アパレルとメディア①：アパレル関係新聞社による業界解説 復習：授業の所感を提出する
30 分
25 回 アパレルとメディア②：ファッション雑誌社の新たな取組み 復習：授業の所感を提出する
30 分
26 回 アパレルとメディア③：TV 局 若者世代の TV 視聴について
復習：授業の所感を提出する
30 分
27 回 アパレルとメディア④：WEB 動画広告会社
復習：授業の所感を提出する
30 分
28 回 アプリ開発企業：BtoB マーケティングオートメーション
復習：授業の所感を提出する
30 分
29 回 ブログ note⑦ マガジンの後期振り返り②
復習：授業の所感を提出する
30 分
30 回 総括的まとめの発表とフィードバック
予習：まとめの発表を準備する。
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
企業訪問、ゲスト講師の授業では、毎回の感想と自分の考えを書きマナバに提出する。教員からのフィードバックを行います。
■成績評価の方法・基準
授業態度・姿勢
30%
授業内試験・課題（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）
30%
外部評価・検定試験結果
10%
■教科書
授業用資料は必要に応じて配布します
■参考文献「ファッション販売 3－ファッション販売能力検定試験 3 級公式テキスト」日本ファッション教育振興協会
■オフィスアワー・研究室
オフィスアワーの日時は授業初回に提示します。ファッションビジネス・流通イノベーション実習室（3207 教室）
■備考 外部講師の予定により、授業内容の順番変更があります。

