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■授業の方針・概要 

 ジャケット・ブラウス・パンツ・スカートなどアイテムごとの生産工程を学修します。製図で表記されている事項が実際の縫

製工程でどのように展開されていくのか工業用パターン作成を通して理解していきます。部分縫製による衣服の内部構造を学び、

衣服がどのように構成されているかを学修します。 

■到達目標（学修成果） 

到達目標は、衣服の内部構造を理解した工業用パターンが作成できるようになること、また工業用パターンでの縫製力を養う

ことによって工場とのサンプルによるコミュニケーションが出来るようになります。 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

 この科目は卒業認定に必要な科目で、インダストリアルパターンコース必修科目です。服飾造形の応用的な知識を得ることが

出来ます。 

■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 ミシン講義 サンプル縫製 

合成皮革ベルト デザイン画について 市場調査 

予習：シラバスを読んでおく 

復習：サンプル縫製の終了 

30分 

30分 

2 回 袖口 短冊あき 縫製 

合成皮革ベルト 縫製手順 

予習：素材準備 裁断 

復習：短冊あきの完成 

30分 

30分 

3 回 スカートあき（ウール・裏地）縫製 

合成皮革ベルト製図  

予習：素材準備  

復習：スカートあきの完成 

30分 

30分 

4 回 パンツ (ポケット) 縫製 

パンツ 製図  

予習：素材準備 裁断 

復習：ポケット部分の完成 

30分 

30分 

5 回 ジャケット袖口（明き見せ）釦かがり 縫製 

袖口 あき見せ 製図 

予習：素材準備 裁断 

復習：明き見せ部分の終了 

30分 

30分 

6 回 パンツ (ファスナー)  縫製 

パンツ 工業用パターン作成 

予習：縫製手順を確認しておく 

復習：ファスナー付け完了 

30分 

30分 

7 回 ジャケット袖口（本切羽） 縫製 

袖口 本切羽 製図 

予習：素材準備 裁断 

復習：本切羽部分の終了 

30分 

30分 

8 回 ジャンパー（ナイロン ビニール素材・リブ）縫製 

ジャンパー 製図 

予習：素材準備 裁断 

復習：ジャンパーの完成 

30分 

30分 

9 回 企画書立案 パンツ (ベルト) 縫製 

合成皮革ベルト工業用パターン 

予習：縫製手順を確認しておく 

復習：パンツの完成 

30分 

30分 

10 回 素材の扱い方（合成皮革） 芯貼り・裁断 

ホール手縫いかがり眠り穴釦ホール 

予習：素材準備 

復習：裁断の完了 

30分 

30分 

11 回 素材の扱い方（合成皮革） 縫製 

合成皮革ベルト 縫製仕様書 

予習：縫製方法の確認 

復習：計画の所まで縫製終了 

30分 

30分 

12 回 素材の扱い方（合成皮革） 縫製  

ホール手縫いかがり、釦かがり鳩目穴釦ホール 

予習：縫製方法の確認 

復習：計画の所まで縫製終了 

30分 

30分 

13 回 素材の扱い方（合成皮革） 装飾 写真撮影 

パターンまとめ 

予習：縫製方法の確認 

復習：合皮の完成 

30分 

30分 

14 回 素材の扱い方（毛足のある素材）裁断・縫製 

企画書 写真まとめ  

予習：素材準備・企画書の構想 

復習：毛足のある素材作品の完成  

30分 

30分 

15 回 ポートフォリオまとめ プレゼンテーション 

まとめ（課題のフィードバックを含む） 

予習：プレゼンテーションの準備 

復習：授業まとめ 

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 

 15 回目に課題についての解説をし、作品返却を行います。 

■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む） 35% 

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 

 PATTERN MAKING Ⅰ・Ⅱ   学校法人 杉野学園 

 SEWING Ⅰ～Ⅳ       学校法人 杉野学園 

 配布プリント 

■参考文献 

■オフィスアワー・研究室 

・火曜日 16：20～17：50 

・【連絡研究室】インダストリアルパターン研究室（第 3校舎 2階 3211） 

■備考 

進度により、日程および内容の変更あり。 

 

インダストリアルパターンⅢ 
  佐藤 奈未 

 3年 前期  インダストリアル必修   （ 2単位 実習 ） 
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■授業の方針・概要 

 感性産業デザインⅠで学修した実験デザイン学の理論と技術を応用し、オリジナルのパターンに発展させていきます。CADデ

ータベース→縫製仕様書→プレゼンテーションの連動で実験デザイン学における資料を完成させます。 

■到達目標（学修成果） 

 仮縫い･補正の授業を通して、人体を意識したパターン設計・素材とパターンの関係が理解できるようになります。 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

 この科目は卒業認定に必要な科目で、インダストリアルパターンコース必修科目です。服飾造形の応用的な知識を得ることが

出来ます。 

■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  

素材の扱い方（透ける素材）  

予習：シラバスを読んでおく・裁断 

復習：透ける素材の完成 

30分 

30分 

2 回 ビュスチェ 1・デザイン・パターン仮縫い・補正   

・CAD補正直し・縫製（表地）  

予習：デザイン考案・資料準備・裁断 

復習：仮縫い・補正のまとめ 

30分 

30分 

3 回 ビュスチェ（ニット・ウール）2       

・CAD（表地）・縫製（表地）  

予習：表地製作の手順を考えておく 

復習：表地を終了させる 

30分 

30分 

4 回 ビュスチェ（ニット・ウール）3   

・CAD（裏地）・縫製（裏地） 

予習：裏地製作の手順を考えておく 

復習：裏地を終了させる 

30分 

30分 

5 回 ビュスチェ（ニット・ウール）4 写真撮影 

・CADまとめ・縫製（装飾） 

予習：装飾の作業手順を考えておく 

復習：装飾を終了させる 

30分 

30分 

6 回 8枚パネルジャケット 1   

・CAD（身頃） ・縫製 部分縫い 1（身頃） 芯貼りプレス 

予習：デザイン考案・資料準備 

復習：半身部分プレスを完成させる 

30分 

30分 

7 回  ビュスチェ プレゼンテーションまとめ（課題のフィードバ

ックを含む）8枚パネルジャケット 2・縫製 部分縫い 2（袖） 

予習：プレゼンテーションの準備 

復習：工程分析表の確認 

30分 

30分 

8 回 8枚パネルジャケット 3  

・CAD（袖） ・縫製 部分縫い 3（裾上げ）芯貼りプレス 

予習：縫製手順を考えておく 

復習：芯貼り終了・半身部分縫い完成 

30分 

30分 

9 回 8枚パネルジャケット 4 

・CAD（裏地袖）アルゴリズム ・素材の扱い方（伸縮素材） 

予習：伸縮素材の準備・裁断 

復習：伸縮素材の完成 

30分 

30分 

10 回 8枚パネルジャケット 5 

・CAD（裏地袖）アルゴリズム ・縫製（身頃） 

予習：縫製手順を考えておく・裁断 

復習：工程分析表の確認  

30分 

30分 

11 回 8枚パネルジャケット 6 

・CADハンガーイラスト ・縫製（袖、肩パッド） 

予習：袖付けの手順を考えておく 

復習：工程分析表の確認 

30分 

30分 

12 回 8枚パネルジャケット 7 

・CAD製図まとめ 2 縫製仕様書 ・縫製（裾、仕上げ） 

予習：作業手順を考えておく 

復習：ジャケットを仕上げる 

30分 

30分 

13 回 8枚パネルジャケット 8 

・CAD製図 1/5大まとめ・素材の扱い方（毛足のある素材）1 

予習：素材準備 裁断 

復習：毛足のある素材進度確認 

30分 

30分 

14 回 作品データまとめ・写真撮影 写真まとめ 

・素材の扱い方（毛足のある素材）2 

予習：撮影場所を考えておく 

復習：毛足のある素材の完成 

30分 

30分 

15 回 8枚パネルジャケット プレゼンテーション 

まとめ（課題のフィードバックを含む） 

予習：プレゼンテーションの準備 

復習：全体のまとめ 

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 

 ７回目と 15 回目に課題についての解説をし、作品返却を行う。 
■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む） 35% 

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 

 PATTERN MAKING Ⅰ・Ⅱ   学校法人 杉野学園 

 SEWING Ⅰ～Ⅳ       学校法人 杉野学園 

 Fabric, Form and Flat Pattern Cutting      Winifred Aldrich著  Blackwell Science Ltd      

配布プリント 

■参考文献 

 fitting and sewing、ドレメファッション造形講座テキスト、Pattern book他   学校法人 杉野学園 

■オフィスアワー・研究室 

・火曜日 16：20～17：50 

・【連絡研究室】インダストリアルパターン研究室（第 3校舎 2階 3211） 

■備考 進度により、日程および内容の変更あり。 

インダストリアルパターンⅣ 
  佐藤 奈未 

 3年 後期  インダストリアル必修   （ 2単位 実習 ） 
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■授業の方針・概要 

 CGデザインⅠ、Ⅱで学んだ色彩の基礎から発展させ、服装における色彩を学修する。服装は、Who,when,where,why,whatの５

W、つまり time,place,occasionの TPOによる方向づけによってデザインが決まっている。それを配色という観点から、個性、

環境、服装を調査し服装のデザインを学修する。神戸ファッション美術館に海外共同作品出展した実務経験をもとに、学修を指

導する。何をリサーチすれば自分のデザインに達成できるのかを自分の色を探すことを目指す。 

■到達目標（学修成果） 

 リサーチをする方法を習得し、ブランド企画が出来るようになる。 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

 インダストリアルパターンコースの卒業認定・学位授与に関連する科目である。次世代におけるハイブリットなパタンナー育

成のための専門知識を目指す。 

■授業計画 

回数 授業内容 
準備学修 

具体的内容（予習・復習等） 必要時間 

1 回 デザイン調査とは何か。What or why. 

 

予習 興味のあるデザイナーを選んで

くる。 

90分 

2 回 インタビューについて。活躍しているデザイナーに聞く 復習 デザイナーのための試作を行う。 

   リサーチ 

90分 

3 回 スケッチブック制作について。形と構造。 復習 スケッチブックを購入 30分 

4 回 ディテールについて。衿、カフス、ファスナー、ベルト他 復習 画像リサーチ（杉野服飾大学図書

館他） 

30分 

5 回 色について。ボード制作（色彩における集合体） 予習 画像リサーチ（杉野服飾大学図書

館他） 

30分 

6 回 テキスチャー。手芸品とディテール。その１ 復習 部分縫い制作 NO.1 120分 

7 回 テキスチャー。手芸品とディテール。その２ 復習 部分縫い制作 NO.2 120分 

8 回 民族衣装について。（大島紬他） 予習 画像リサーチ（杉野服飾大学図書

館他） 

90分 

9 回 歴史衣装について。 予習 画像リサーチ（杉野服飾大学図書

館他） 

90分 

10 回 ボタン、服飾素材について 予習 画像リサーチ（杉野服飾大学図書

館他） 

90分 

11 回 デザインのインスピレーションを与えてくれるモデルとは。 予習 モデル調査 ８名から１０名 90分 

12 回 学修ポートフォリオ NO.1 復習 各自のスケッチブック制作 NO.1 90分 

13 回 学修ポートフォリオ NO.2 復習 各自のスケッチブック制作 NO.2 90分 

14 回 学修ポートフォリオ NO.2 復習 各自のスケッチブック制作 NO.2 90分 

15 回 まとめ（フィードバック） 復習 各自の課題確認 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 

15回目 スケッチブックを返却し、講評の上コンセプトのブレーストーミングによるキーワードの内容によって採点する。 

■成績評価の方法・基準 

■教科書 

配布プリント 

■参考文献 

 ファッションデザイン・リサーチ ビー・エヌ・エヌ新社 Simon Seivewright著 

 Mode e Mode 、服装の色彩 千村典生著、服飾デザイン 杉野芳子著 

ファッション・デザイン入門 ブレンダ・ネイラー著・谷澤由起子訳 

■オフィスアワー・研究室 

木曜日 10：40～12：00 【連絡教室】３次元計測室（第 2校舎 2階） 

■備考 

 日程により変更あり。 

授業態度・姿勢 20% 出席を毎回確認する 

授業内試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む） 30% ビデオ撮影による採点を行う 

期末試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む） 40% スケッチブック提出 

外部評価・検定試験結果 10% 第 2回目活躍しているデザイナーにプレゼンを行う。 

ＣＧデザインⅢ 
  住野 雅子 

 3年 前期  インダストリアル必修   （ 1単位 実習 ） 
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■授業の方針・概要 

 CGデザインⅢで学修した内容を発展させます。TPOや５Wの発想からファッションを捉え、一つのテーマを選ぶ。また、テー

マのアブストラクトを考案し、ファッションショー形式で発表出来るコンテンツを調査し、学修する。社会において重要なコミ

ュニケーション能力を引き上げ、十分に討論できるように指導することを目指す。原絹織物株式会社にデザインと作品を提供し

デパートで作品販売をした共同研究のノウハウをリサーチや制作の指導に生かしていく。 

■到達目標（学修成果） 

 スタイル画をもとに、作品作り、ポートフォリオにまとめる事により、各自のデザイン画より実物作品を製作することが出来

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 

 インダストリアルパターンコースの卒業認定・学位授与に関連する科目である。次世代におけるハイブリットなパタンナー育

成のための専門知識を目指す。 

■授業計画 

回数 授業内容 
準備学修 

具体的内容（予習・復習等） 必要時間 

1 回 テーマのコンテンツについて（No.1）           ファッ

ションは服だけではない。 

予習 前期のスケッチブックに美術館、雑

誌、旅行の写真を追加してくる。 
180分 

2 回 英国：ストリートファッションについて。討論会。         

英国短期留学における研究資料に基づく（２００１年版）。 

復習 感想文。原稿用紙横書き、表紙を付

ける事 
60分 

3 回 テーマのコンテンツについて（No.２） 

デザインをアートとして捉えるだけではなく人体に描く。  

復習 アート的な部分を服に転換してく

る。 
60分 

4 回 自分の理想とするポーズを８体スケッチする。 

マネキンデータ使用するか、各自で描くかを選択。 

復習 人体８体画像にする 30分 

5 回 テーマのコンテンツについて（No.３） 

人体を取り込み、画像を組み込んでいく。 

復習 人体でどの部分のアイテムかを 

   探究してくる。 
60分 

6 回 テーマのコンテンツについて（No.4） 

人体を取り込み、画像に洋服を着せていく。 

復習 アイテムを何にするのかを探究して

くる。 
60分 

7 回 テーマのコンテンツについて（No.5） 

人体を取り込み、画像にアクセサリーを着せていく。 

復習 アクセサリーを探究してくる。 60分 

8 回 プレゼンテーション 予習 画像完成作品の提出 60分 

9 回 材質と色彩について（No.1） 

８作品を作成するにあたり、サンプル資料を収集 

復習 ボード作成 60分 

10 回 材質と色彩について（No.２） 

ムード、ストーリー、音や照明のイメージサンプルを収集する 

予習 曲のイメージ、作品のストーリーを

考えてくる 
60分 

11 回 各自のボード作り （No.1）就職先を目指して作品 

個人面談 銀座マギーへの商品化を希望する者は申請する 

復習 試作部分の探究 120分 

12 回 各自のボード作り （No.2）分析を利用して自由に創作 

個人面談 

復習 ボード作成 トワル制作 120分 

13 回 各自のボード作り （No.3）展示に向けての提案 

個人面談 

復習 ボード作成 実物を制作 120分 

14 回 各自のボード作り （No.4）最終点検 

個人面談 

復習 ボード作成 再点検されたところ修

正してくる。 
120分 

15 回 まとめ プレゼンテーション 画像返却フィードバック 準備 画像によるボード提出 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 

15回目 トワル制作の画像を各自教室で展示し、各自で持ち帰る。ビデオで撮影し採点を行う。 

■成績評価の方法・基準 

授業態度・姿勢 20% 出席を毎回確認する 

授業内試験・課題(ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む) 35% リサーチを行う 

期末試験・課題(ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む) 45% スケッチブック 1冊にまとめる 

外部評価・検定試験結果 0%  

■教科書 

配布プリント 

■参考文献 

ファッションデザイン・リサーチ ビー・エヌ・エヌ新社 Simon Seivewright著、Mode e Mode 、服装の色彩 千村典生著、

服飾デザイン 杉野芳子著  

ファッション・デザイン入門 ブレンダ・ネイラー著・谷澤由起子訳 Fashion Illustration Sheet 白木ゆみ香著 

■オフィスアワー・研究室 

 水曜日 12：30～13：30 ３次元計測室（第 3校舎 2階） 

■備考 

 日程により変更あり。奄美大島（泥染め体験）あり。希望者のみ 

ＣＧデザインⅣ 
  住野 雅子  

 3年 後期  インダストリアル必修   （ 1単位 実習 ） 
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■授業の方針・概要 

 3次元計測室において保管している、2018年度卒業制作で使用した計測データの人体を利用して数値を読み取り、インダスト 

リアルパターンコース保管資料によるパターンを 1アイテムのみ利用し、グループ制作として 3アイテムを制作する。 

銀座マギー産学連携共同研究として卒業制作レベルの作品を制作し、外部評価を受けることによって実践的な学習を指導する。 

指導には、共和レザーによる提供布より銀座マギーで商品化（2017年.2018年）した経験をいかす。 

■到達目標（学修成果） 

人体の適合するパターンを習得し、設計することで、作品への審美眼を養うことができる。各グループのデザインを観察するこ

とから、人体に合うパターン設計を理解することができる。パタンナーとして必要な能力と技術を理解し、その修得の第一歩を

踏み出すことができる。次世代におけるハイブリットなパタンナー育成を目指す。 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

 インダストリアルパターンコース必修科目で卒業認定・学位授与の該当授業科目である。 

■授業計画 

回数 授業内容 
準備学修 

具体的内容（予習・復習等） 必要時間 

1 回 産学連携コラボレーション。企業紹介。銀座マギー、共和レ

ザー、アトレ目黒。 

授業計画の予定把握。 30分 

2 回 3次元着装シミュレーションで 3Dボディに着せたパターンか

らの展開を指導する。 

復習 各自のパターン修正 90分 

3 回 商品としての価値を材料や縫製仕様書を通して価格を算定す

ることを指導する。 

復習 服飾素材を購入してくる 90分 

4 回 グループ別、コンセプト発表 予習 ポートフォリオ(原価計算、3Dシ

ミュレーション資料) 

90分 

5 回 アイテム別縫製仕様書作成を指導する 復習 各自の仕様書を作成してくる 90分 

6 回 銀座マギーへプレゼンテーション口頭発表 1 復習 修正点を考慮し各自で考案する 90分 

7 回 トップス制作 各自の作品 1 復習 トップス制作 各自の作品 1縫

製 

90分 

8 回 トップス制作 各自の作品 2 復習 トップス制作 各自の作品 2縫

製 

90分 

9 回 ボトム制作 各自の作品 1 復習 ボトム制作 各自の作品 1縫製 90分 

10 回 ボトム制作 各自の作品 2 復習 ボトム制作 各自の作品 2縫製 90分 

11 回 装飾制作 各グループ 作品 1 復習 ポートフォリオを作成 90分 

12 回 装飾制作 各グループ 作品 2 復習 コンセプトを立体化する 90分 

13 回 銀座マギーへプレゼンテーション口頭練習 復習 総合的なまとめをする 90分 

14 回 銀座マギーへプレゼンテーション 2 予習 撮影 SUGINO BODY使用 90分 

15 回 まとめ プレゼンテーション 返却（ファイル） 予習 プレゼンテーション資料作り 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 

 6回目 企業に評価を聞く。 

14回目 企業による採点と教員の評価を総合した判断による評価を公開で聞く。 

大学祭にて学外審査会の発表を行う。 

■成績評価の方法・基準 

授業評価・姿勢 20% 出席確認を行う 

授業内試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む） 30% ビデオ映像を撮り撮影を確認しながら採点をおこなう。 

期末試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む） 40% グループによる作品 3アイテム 

外部評価 10% 銀座マギーによる商品化 

 

■教科書 

 Blackwell Science Ltd       Fabric,form and flat pattern cutting      Winifred Aldrich著  

■参考文献 

 杉野服飾大学・インダストリアルパターン卒業論文要綱 SewingⅠ～Ⅳ杉野学園、PATTERN MAKING Ⅰ・Ⅱ杉野学園 

■オフィスアワー・研究室 

木曜日 10：40～12：00 【連絡教室】３次元計測室（第 2校舎 2階） 

■備考 

進度により、日程および内容の変更あり。インダストリアルパターン提供布を利用も可能。 

CAD＆3D 演習Ⅰ 
  住野 雅子 

 3年 前期  インダストリアル必修   （ 1単位 演習 ） 
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■授業の方針・概要 

 CGデザインⅠで学んだデザインと CAD＆３D演習Ⅰで学修した知識を高めていく。人体の動きを考慮した衣装を特殊な素材で 

制作するときに作られるパターンのあり方を学修する。 Fabric, Form and Pattern Cutting の原書講読をしながら、日常性と 

は違う TPOを理解する。共和レザー株式会社と産学連携共同研究を行う。同社と連携で商品化をした経験をもとに指導する。 

■到達目標（学修成果） 

アパレル専門企業人の育成にむけ、実践的な作品の中にも、特徴のある素材を使用した応用知識を修得する事によって、商品

として販売できる価値のある作品をつくことが出来るようになる。 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

 インダストリアルパターンコース必修科目で卒業認定・学位授与の該当授業科目である。 

■授業計画 

回数 授業内容 
準備学修 

具体的内容（予習・復習等） 必要時間 

1 回 フレーム(Framing Fabrics)3 次元計測におけるバストの厚み

度の考え方について指導する 

予習 フレーム(Framing Fabrics) 

英文翻訳してくる 

90分 

2 回 共和レザー提供布について考慮し、合成皮革に柄を描く。 

イラストレーターを使用。3次元着装シミュレーションによ

る人体と 3Dパターンを指導する。 

各自のデザインを考案してくる。 90分 

3 回 共和レザー企業（産学連携）プレゼンテーション 復習 プレゼン修正 90分 

4 回 テーマを決め生産縫製機器利用して 1アイテム縫製する。 準備 縫製用具など 90分 

5 回 合成皮革の裁断について 1 (試作) 

 

復習 裁断をしてくる 90分 

6 回 合成皮革の縫製について 2 (試作) 

 

復習 縫製をしてくる 90分 

7 回 サイズ別プレゼンテーション用企画書 

 

予習 パワーポイント 90分 

8 回 台付衿 （原絹織物株式会社産学連携） 

 

予習 衿デザイン確認してくる 90分 

9 回 部分縫製 台付衿 No.1 

 

準備 素材裁断をしてくる 90分 

10 回 部分縫製 台付衿 No.2 

 

復習 縫製を各自で行ってくる。 90分 

11 回 衿の試作発表（フレームとの関連性を口頭発表） 復習 プレゼンテーションした内容を

修正し、再提出する。 

90分 

12 回 生産縫製機器利用して縫製 1 

 

準備 縫製 1 90分 

13 回 生産縫製機器利用して縫製 2 

 

復習 縫製 2 90分 

14 回 企業合同発表会 復習 プレゼンテーション 90分 

15 回 まとめ プレゼンテーション 企画書 課題返却 

 

復習 各自プレゼンテーションをまと

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 

14回目 共和レザー株式会社による評価会を開催 

15回目 実物大作品提出、企画書 課題、縫製仕様書採点し返却する。 

■成績評価の方法・基準 

授業評価・姿勢 20% 出席確認を行う 

授業内試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む） 30% ビデオ映像を撮り撮影を確認しながら採点をおこなう。 

期末試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む） 40% グループによる作品 2アイテム 

外部評価 10% 企業による評価 

■教科書 

 Fabric, form and flat pattern cutting      Winifred Aldrich 著  Blackwell Science Ltd    配布資料 

■参考文献 

Fashion news アパレル工業新聞  

教員研究作品集  第 1回～第 8回 抜粋 担当住野雅子 杉野服飾大学・杉野短期大学部発行 

VIONNET ヴィオネ  

■オフィスアワー・研究室 

 水曜日 12：30～13：30【連絡教室】インダストリアルパターン研究室（第 3校舎 2階） 

■備考 

進度により、日程および内容の変更あり 

CAD＆3D 演習Ⅱ 
  住野 雅子 

 3年 後期  インダストリアル必修   （ 1単位 演習 ） 
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■授業の方針・概要 

 2年の必修である CADパターンメーキング及びインダストリアルパターンⅠ・Ⅱを基礎に、更に実用的な CADのメニューの操 

作を学ぶと共に CADによるパターンの応用を学修します。しっかり基本を学ぶことで応用力を養い、トワルを組み立てることに

より平面（CAD）→立体の相互関係の理解を深め、アパレルでの考え方や見方も学修します。また手引きでの製図やピンワーク

も行い、パターン検定に備えます。 

■到達目標（学修成果） 

衿・袖・身頃のデザインを読み取り、ジャケットのパターンメーキングができるようになります。また、マーキング、縫製

仕様書、工業用パターンを作成することにより、アパレルに近いもの作りを学び、即戦力で必要なノウハウを修得することが

できます。 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

 この科目は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、インダストリアルパターン

コース必修科目であり、服飾造形の応用力の向上に資する科目です。 

■授業計画 

回数 授業内容 
準備学修 

具体的内容（予習・復習等） 必要時間 

1 回 オリエンテーション、パンツ製図・組み立て 

 

予習：シラバス、テキストを確認しておく 

復習：授業で行った製図・組み立ての完成 

45分 

 

2 回 3枚パネルジャケット製図 1 予習：テキストを確認しておく 

復習：授業で行った製図の完成 

45分 

 

3 回 3枚パネルジャケット製図 2 予習：テキストを確認しておく 

復習：授業で行った製図の完成 

45分 

 

4 回 工業用パターン（縫い代付け、グレーディング） 

 

復習：授業で行った縫い代付け、グレーディ

ングの確認 

45分 

5 回 衿の考え方 1（テーラード） 予習：テキストを確認しておく 

復習：授業で行った製図の完成 

45分 

 

6 回 衿の考え方 2（ピークドラペル、ヘチマカラー） 

 

予習：テキストを確認しておく 

復習：授業で行った製図の完成 

45分 

7 回 2枚袖製図・組み立て 予習：テキストを確認しておく 

復習：授業で行った製図・組み立ての完成 

45分 

 

8 回 ジャケット見返し・裏地・芯地製図 予習：テキストを確認しておく 

復習：授業で行った製図の完成 

45分 

 

9 回 マーキング 復習：授業で行ったマーキングの確認 45分 

 

10 回 縫製仕様書 予習：ハンガーイラストを描く 

復習：授業で行った縫製仕様書の完成 

45分 

 

11 回 CADパターンメーキング まとめ 予習：授業全体を再確認してまとめられるよ

うにしておく  

45分 

 

12 回 デザインジャケット 1（製図） 

 

予習：テキストを確認しておく 

復習：授業で行った製図の完成 

60分 

13 回 デザインジャケット 2（製図） 予習：テキストを確認しておく 

復習：授業で行った製図の完成 

60分 

 

14 回 デザインジャケット 3（組み立て） 

 

予習：テキストを確認しておく、天竺準備 

復習：授業で行った製図・組み立ての完成 

60分 

 

15 回 デザインジャケット 4（組み立て） 

 

予習：テキストを確認しておく、天竺準備 

復習：授業で行った製図・組み立ての完成 

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 

 製図は教員が添削して後日学生に返却する。作成したトワルは教員と共にその場でシルエット確認する。トワルと CAD デー

タは PowerPoint でまとめて提出し教員は講評を返信する。 

■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む） 25% 

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 

PATTEEN MAKING Ⅱ（杉野学園）、SEWINGⅢ（杉野学園）、配布プリント、 

パターンメーキング技術検定試験 2級試験問題解答・解説集 

■参考文献 

PATTEEN MAKING Ⅱ（杉野学園）、SEWINGⅢ（杉野学園）、ドレメ式原型 

■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 進度により日程及び内容を変更することがあります。 

感性産業 CADⅠ 
  羽賀 友美 

 3年 前期  インダストリアル必修   （ 3単位 演習 ） 
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■授業の方針・概要 

 感性産業 CADⅠの授業を基礎とし、その応用としてパターンを具現化します。アイテムに落とし込みパターン作成します。ト

ワルの組み立ても行うことにより、CADでのバーチャル感を現実的感覚としてとらえられる技術を習得していきます。またア

パレルで必須である工業用パターンについて学修します。 

■到達目標（学修成果） 

CADを使用することで短時間にパターンを作成出来、色々なアイテムを学び更にパターン力をレベルアップさせます。また、 

マーキングやグレーディングについても学修し、実践的なノウハウを修得することができます。 
■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

 この科目は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、インダストリアルパターン

コース必修科目であり、服飾造形の応用力の向上に資する科目です。 

■授業計画 

回数 授業内容 
準備学修 

具体的内容（予習・復習等） 必要時間 

1 回 オリエンテーション、スキャニング・トレース 

 

予習：シラバスを読んでおく 

復習：CAD操作の再確認 

30分 

2 回 グレーディング（身頃・スカート・ジャケット） 復習：授業内容の確認 30分 

3 回 トレンチコート 1（製図） 予習：テキストを確認しておく 

復習：授業で行った製図の完成 

45分 

4 回 トレンチコート 2（製図） 予習：テキストを確認しておく 

復習：授業で行った製図の完成 

45分 

5 回 トレンチコート 3（組み立て） 予習：天竺の準備 

復習：授業で行った組み立ての完成 

90分 

6 回 トレンチコート 4（見返し・裏地・芯地） 予習：テキストを確認しておく 

復習：授業で行った製図の完成 

45分 

7 回 トレンチコート 5（縫製仕様書） 

 

予習：ハンガーイラストを描いてくる 

復習：授業で行った縫製仕様書の完成 

45分 

8 回 パーカー1（製図） 予習：テキストを確認しておく 

復習：授業で行った製図の完成 

45分 

9 回 パーカー2（製図） 予習：テキストを確認しておく 

復習：授業で行った製図の完成 

45分 

10 回 パーカー3（組み立て） 予習：天竺の準備 

復習：授業で行った組み立ての完成 

90分 

11 回 ドレス 1（製図） 

 

予習：テキストを確認しておく 

復習：授業で行った製図の完成 

45分 

12 回 ドレス 2（製図） 予習：テキストを確認しておく 

復習：授業で行った製図の完成 

45分 

13 回 ドレス 3（組み立て） 予習：天竺の準備 

復習：授業で行った組み立ての完成 

90分 

14 回 まとめ 1 予習：授業全体を再確認してまとめられるよ

うに準備しておく 

45分 

15 回 まとめ 2 予習：授業全体を再確認してまとめられるよ

うに準備しておく 

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 

 製図は教員が添削して後日学生に返却する。作成したトワルは教員と共にその場でシルエット確認する。トワルと CAD デー

タは PowerPoint でまとめて提出し教員は講評を返信する。 

■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む） 25% 

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（ﾊﾟﾀｰﾝﾒｰｷﾝｸﾞ技術検定 2級） 10% 

■教科書 

PATTEEN MAKING Ⅱ（杉野学園）、SEWING Ⅳ（杉野学園）、配布プリント 

■参考文献 

PATTEEN MAKING Ⅱ（杉野学園）、SEWING Ⅳ（杉野学園） 

■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 進度により日程及び内容を変更することがあります。 

感性産業 CADⅡ 
  羽賀 友美 

 3年 後期  インダストリアル必修   （ 3単位 演習 ） 




