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■授業の方針・概要 

 卒業制作に向けて、担当教員の欧米におけるオペラ、バレエ、映画等の衣装デザイナーのキャリアを活かした実践的なデザイン指導や、ア

パレルメーカーでのモデリスト、パタンナーとしての実務経験に基づく技術指導を元に各自の研究テーマの制作を行う。 
■到達目標（学修成果） 

 テーマやデザインを研究する事で衣装表現者としての資質を得る事ができ、卒業制作において例えばスタジオでのライティング、背景の美

術、ヘアメイク、スタイリングなどの考察を深め、撮影を行い、独創的で説得力のあるトータルイメージを構築した衣装を表現できる。 
■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

 本科目は卒業要件科目です。服飾表現学科の衣装デザイン専攻の学生にとって必修であり，衣装表現者としての知識と技術 と感性を学ぶ

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 大町、瀧川：卒業制作に向けてのオリエンテーション 
各自の研究テーマの検討 

予習：研究テーマの検討 
復習：構想１の準備 

60分 

2回 大町：構想１ 
１回目個別デザイン相談（人物像考察レポート、デザイン画） 

予習：構想１に向けての準備 
復習：構想１を深める 

60分 

3回 瀧川：制作１（パターン） 予習：制作１に向けての準備 
復習：制作１を進める 

60分 

4回 大町：構想２ 
2回目個別デザイン相談（素材・生地なども含む） 

予習：構想２に向けての準備 
復習：構想２を深める 

60分 

5回 瀧川：制作２（シーティングによるトワル制作） 予習：制作２に向けての準備 
復習：制作２を進める 

60分 

6回 大町：構想３  
空間の中での衣装の認識・スタジオ演習 

予習：構想３に向けての準備 
復習：構想３を深める 

60分 

7回 瀧川：制作３（実物仮縫い） 予習：制作３に向けての準備 
復習：制作３を進める 

60分 

8回 大町、瀧川：ディスカッション＋プレゼンテーション 予習：プレゼンテーションの準備 
復習：考察 

60分 

9回 大町：構想４ トータルイメージに向けての考察（アクセサリー、 
ヘアスタイル、メイクなど） 

予習：構想４に向けての準備 
復習：構想４を深める 

60分 

10回 瀧川：制作４ 予習：制作４に向けての準備 
復習：制作４を進める 

60分 

11回 大町、瀧川：ディスカッション＋プレゼンテーション 
撮影に向けての企画書提出 

予習：撮影の企画書作成 
復習：考察 

60分 

12回 大町、瀧川： トータルイメージの完成に向けての総合チェック 予習：企画書考察 
復習：トータルイメージを深める 

60分 

13回 大町、瀧川：各自モデルにメイクやヘアースタイルを整え衣装を着装させ
撮影する。   「カメラワーク」照明・背景」で衣装のトータルイメー
ジを最終的に完成させる。 

予習：トータルイメージを深める 
復習：ポートフォリオ作成 

60分 

14回 大町、瀧川：合同講評会：後期「卒業制作」へ向けた中間プレゼンテーシ
ョン（５専攻全学生と担当教員による専攻を横断したディスカッション・ 
フィードバック）ポートフォリオ提出 

予習：合同講評会に向けての準備をする 
復習：プレゼンの準備 

60分 

15回 大町、瀧川：プレゼンテーション・ディスカッション・講評  予習：プレゼンテーションの準備 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 

課題作品・プレゼンテーションに対して随時講評をする。 

■成績評価の方法・基準 

授業態度・姿勢 30%  

授業内試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む） 30% 

期末試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む） 40% 

外部評価・検定試験結果  0% 

■教科書 

 必要に応じて資料を配布する。 

■参考文献 

 Patterns of Fashion  Janet Arnold著  Women’s Dress Patterns  Susan North and Jenny Tirana著 

■オフィスアワー・研究室 

 日野校舎 B202 衣装表現研究室  オフィスアワー：第１回目の授業で指示する。 

■備考 

 進度により日程及び内容を変更する場合もある。 

 感性を磨きより広い視野を持つ事を各自心がける。 

 

卒業制作企画(衣装デザイン・制作) 
  大町 志津子・瀧川 美佐子 

 4年 前期  選択   （ 3 単位 演習 ） 
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■授業の方針・概要 

 卒業制作に向けて、担当教員の欧米におけるオペラ、バレエ、映画等の衣装デザイナーのキャリアを活かした実践的なデザイン指導や、ア

パレルメーカーでのモデリスト、パタンナーとしての実務経験に基づく技術指導を元に各自の研究テーマで制作を行う。 
■到達目標（学修成果） 

 テーマやデザインを研究する事で衣装表現者としての資質を得る事ができ、卒業制作において例えばスタジオでのライティング、背景の美

術、ヘアメイク、スタイリングなどの考察を深め撮影を行い、独創的で説得力のあるトータルイメージを構築した衣装を表現できる。 
■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

 本科目は服飾表現学科の衣装デザイン専攻の必修科目で卒業認定単位となります。衣装表現者としての知識と技術と感性を学ぶ学科です。 
■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 大町、瀧川：夏休み課題の提出とプレゼンテーション。卒業制作に向
けての各自の研究テーマの検討 

予習：課題の完成 プレゼンテーション準備 
復習：構想１に向けての考察 

60分 

2回 大町、瀧川：合同講評会：後期「卒業制作」へ向けた中間プレゼンテ
ーション（５専攻全学生と担当教員による専攻を横断したディスカッ
ション・ フィードバック） 

予習：合同講評会に向けての準備をする 
復習：プレゼンの準備 

60分 

3回 大町：構想１ 
1回目個別相談（人物像の考察レポーとデザイン画） 

予習：構想１に向けての準備 
復習：構想１を深める 

60分 

4回 瀧川：作品１制作１ 予習：作品１に向けての準備 
復習：制作を進める 

60分 

5回 大町：構想２ 
2回目個別デザイン（素材、生地なども含む） 

予習：構想２に向けての準備 
復習：構想２を深める 

60分 

6回 瀧川：作品１制作２ 予習：作品１に向けての制作 
復習：制作を進める 

60分 

7回 大町：構想３  
空間の中での衣装の認識・スタジオ演習 

予習：構想３に向けての準備 
復習：構想３を深める 

60分 

8回 大町、瀧川：3回目個別デザイン相談 
ディスカッション＋プレゼンテーション 

予習：プレゼンテーションの準備 
復習：考察 

60分 

9回 瀧川：作品２制作１ 予習：作品２に向けての制作 
復習：制作を進める 

60分 

10回 大町：構想４ 
トータルイメージに向けての考察 
空間の中での衣装の認識・スタジオ演習 

予習：構想４に向けての準備 
復習：構想４を深める 

60分 

11回 瀧川：作品２制作１ 予習：作品２に向けての準備 
復習：制作を進める 

60分 

12回 大町、瀧川：トータルイメージ完成に向けての総合的チェック 撮影
企画書制作 

予習：撮影企画書作成 
復習：トータルイメージを深める 

60分 

13回 大町、瀧川：各自モデルにメイクやヘアースタイルを整え制作した衣
装を着装し撮影する。角度、照明、背景で衣装のトータルイメージを
最終的に完成させる 

予習：撮影に向けての準備 
復習：ポートフォリオ作成 

60分 

14回 大町、瀧川：卒業制作展示、プレゼンテーションに向けての準備 ポ
ートフォリオ提出 

予習：プレゼンテーションの準備 
復習：プレゼンテーションの準備 

60分 

15回 大町、瀧川：プレゼンテーション・ディスカッション・講評 予習：プレゼンテーションの準備 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 

 課題作品・プレゼンテーションに対して随時講評をする。 

成績評価の方法・基準 

授業態度・姿勢 30%  

授業内試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む） 30% 

期末試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む） 40% 

外部評価・検定試験結果  0% 
■教科書  必要に応じて資料を配布する。 

■参考文献 Patterns of Fashion  Janet Arnold著  Women’s Dress Patterns  Susan North and Jenny Tirana著 

■オフィスアワー・研究室 

 日野校舎 B202 衣装表現研究室 オフィス・アワー：第１回目の授業で指示する 

■備考  進度により日程及び内容を変更する場合もある。 

       感性を磨きより広い視野を持つ事を各自心がける。 

卒業制作(衣装デザイン・制作) 
  大町 志津子・瀧川 美佐子 

 4年 後期  選択   （ 6 単位 演習 ） 


