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■授業の方針・概要 

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

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

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

的意味を問う展覧会に焦点をあて、「ファッション」について深く考えて行くことを方針とします。 

■到達目標（学修成果） 

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

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

 本科目はモードテクノロジー系の必修科目であり、卒業要件科目です。ファッションに関する多角的な視点を持ちながら専門

性を高めていくための科目です。 

 

■授業計画 

回数 授業内容 
準備学修 

具体的内容（予習・復習等） 必要時間 

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

2 回 Ⅰ．ファッションと身体 ①コルセット 復習：前回の授業ノート確認 

＋関連事項の調査 

40分 

3 回             ②化粧 復習：前回授業ノート確認 

＋関連事項の調査 

40分 

4 回             ③女性の服・男性の服 復習：前回授業ノートの確認 

＋関連事項の調査 

40分 

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

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

7 回 Ⅱ．ファッションとメディア ①ファッション写真 復習：前回授業ノート確認 

＋関連事項の調査 

40分 

8 回               ②ファッション雑誌  復習：前回授業ノート確認 

＋関連事項の調査 

40分 

9 回               ③かわいい世界 復習：前回授業ノート確認 

＋関連事項の調査 

40分 

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

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

12 回 Ⅲ．ファッションと展覧会①「ファッションと色彩」展             復習：前回授業ノート確認 

＋関連事項の調査 

40分 

13 回             ②「ラグジュアリー」展 復習：前回授業ノート確認 

＋関連事項の調査 

40分 

14 回             ③「○○○○○」展 復習：前回授業ノート確認 

＋関連事項の調査 

40分 

15 回 プレゼンテーションと評価(フィードバック) 予習：プレゼンテーションの準備 100分 

 

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

ディスカッション時のレポート、プレゼンテーションについては、受講者同士で評価をしあい、フィードバックしていきます。 

■成績評価の方法・基準  

授業態度・姿勢 30%  

※ディスカッション＆授業内レポート 2回＋プレゼンテーション 1回 

※上記についての受講生同士の相互評価 
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 

 毎回プリントを配布します。 

■参考文献 

 適宜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。 

■備考 

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

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

らファッションについて深く考えてみましょう。 

現代ファッション論 
  鈴木 桜子 

 2年 前期又は後期  モードテクノロジー系必修   （ 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、平面パターン設計を学修することを方針とします。CADの簡単な操作方法

から学び、パターン設計→アパレルでの流れも学修します。 

■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 

 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、モードテクノロジー系必修

科目であり、服飾造形の基礎力の向上に資する科目です。 

■授業計画 

回数 授業内容 
準備学修 

具体的内容（予習・復習等） 必要時間 

1 回 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 

 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、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。 

 

CAD パターンメーキング 
  佐藤 奈未・羽賀 友美 

 2年 前期  モードテクノロジー系必修   （ 1単位 演習 ） 
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■授業の方針・概要 
 ファッションプロダクトデザインの世界を、企業(製造業・販売、流通業)の現状と消費者の視点にたち、外部企業の現役の担
当者により講義を行う。学生にとり自身の将来にどのような職域や職種が存在するのか、又現在の学びがそれらとどのような繋
がりがあるのか数多くの疑問点や関心事があると思われる。更に企業サイドではどのような人材を必要としているのかを企画、
制作、製造、販売などの部門ごとに実際の仕事の内容を具体的に学修する事を方針とする。 
■到達目標（学修成果） 

自身の特性や能力を生かし今後の学修をより効果的な学びに繋げることができる。 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 
ファッションプロダクトデザインコースの必修科目で卒業要件単位となる。 
ディプロマポリシーについては、専門教育課程の科目で服飾造形の基礎力を基に専門職として広く社会に受け入れられる人材

の育成を目標とする科目である。   
■授業計画 

回数 
授業内容 

準備学修 

具体的内容（予習・復習等） 必要時間 

1 回 ガイダンス、ファッションプロダクトデザイン論の概要（肉丸） 予習：シラバスを読む 30分 

2 回 ファッションプロダクトデザインの職域について（肉丸） 予習：実際に店頭へ行って確認する 30〜60分 

3 回 パリコレ・東コレの商品開発の現場での経歴と学んだこと。私が

洋服だけでなく、帽子作りに惹かれた理由。 
予習：好きなファッションプロダクトと

その理由を調べてくる 

30〜60分 

4 回 アイディアから商品レベルまでのプロセスについて。表面のデザインを支える

ための仕立て方や、裏側の構造を探究する楽しさを知る。（レポート提出） 

復習：実際に帽子店に行ってリサーチす

る 
30〜60分 

5 回 資本主義経済の流れと消費(伊藤) 

・供給と市場マインド 

・日本の優位性（１） 

復習：内容を理解すること 30〜60分 

6 回 二極化市場での戦い方(伊藤) 

・求められる企画と顧客創造について 

・日本の優位性（２） 

復習：自分の強み、独自性を考える 30〜60分 

7 回 マーチャンダイジングについて(伊藤) 

・狭義の MDから広義の MDへ 

・日本の優位性（３）（レポート提出） 

復習：マーチャンダイザーになったつもり

で、改良点を見出す習慣をつける 

30〜60分 

8 回 ファッションビジネスの仕組み(津曲) 

・産業界を取り巻く環境 ・産業界の構造 

予習：「ファッション」とは何だろう？ 

自分なりにまとめてくる 

30〜60分 

9 回 ファッション業界を数字で見てみよう(津曲) 

・数字で見る環境 ・業界という「川」の流れ 

予習：川上・川中・川下について調べてく

る 

60～90分 

10 回 ファッションビジネスのサプライチェーンとは？(津曲) 

・流通の構造 ・流通新時代とは？ 

予習：SPAとは？事前研究してくる 60～90分 

11 回 ファッションビジネスに未来はあるか？(津曲) 

・業界の利益構造とは？ ・ファッション業界の未来とは 

（レポート提出） 

予習：ビジネスの基本は何か？自分なりに

まとめてくる 

60～90分 

12 回 情報収集の目的と方法(池田) 

・イタリア展示会取材・ストリートスナップ 

・ファッション誌キーワードチェック 

復習：情報収集の方法の確認 30〜60分 

13 回 商品企画とデザイン→製造→販売の流れについて(池田) 

・商品企画から商品開発までのフロー・店頭イメージの立案 

復習：商品企画のフローチャートの確認 30〜60分 

14 回 トレンド情報とファッションプロダクト③(池田) 

・シーズントレンド情報・マーケットトレンド情報 

（レポート提出） 

復習：シーズントレンド・マーケットトレ

ンドとは何かを理解する 

30〜60分 

15 回 ファッションプロダクトデザイン論 まとめと解説(肉丸) 

課題のフィードバックを行う 

各先生方よりフィードバックが行われる。 

復習：フィードバックされたものをもう一

度確認す 

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 

 3回、7回、11回、14回目にレポートを提出する。15回目に課題のフィードバックを行う。 

■ 成績評価の方法・基準 

授業態度・姿勢 30% 授業態度(欠席・遅刻も含む) 

授業内試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む） 70% レポート提出 

期末試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む） 0%  

外部評価・検定試験結果 0%  

■教科書 必要に応じてプリントを配布する。 

■参考文献 ブランディングの基本(安原智樹著)、マーケティングの基本(安原智樹著)、ジャルフィックトレンド情報誌 

■オフィスアワー・研究室 
 オフィスアワー：金曜日 11:00〜12:00 
 【連絡研究室】ファッションプロダクトデザイン研究室（第三校舎４階 ３４０９） 
■備考 
東京レザーフェア、YKKファスニングアワード、ファッション雑貨フェアなど、各種展示会やコンテストへの見学を行う。 

ファッションプロダクトデザイン論 
  肉丸 美香子 

 2年 前期  プロダクト必修   （ 2単位 講義 ） 
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■授業の方針・概要 
 ファッションプロダクトデザインコース専門課程につながる基礎科目である。そもそも「ファッション」や「プロダクトデ
ザイン」とは何なのか。デザインするとはどのようなことを指しているのか。これらの言葉の意味、内容を正しく理解しなけ
ればならない。その上で、実際にデザイン考案を行いモノ作りの楽しさ、厳しさを体験することに重点を置く。その後、段階
的にデザイン条件をより複雑に設定し、課題制作を行っていく。 
 ファッションアイテムの中でも、特にバッグや靴は構造、機能、素材、色彩などの諸要素が直接デザインと強く結びついて
いる。このことを強く意識し、デザイン能力を鍛え、物作りを行う内容である事を方針とする。 
■到達目標（学修成果） 
 初期のデザインイメージを、プロセスを通し発展させ、最終案に至るまでの流れを確認し、デザインの役割とモノ作りの意
味を認識できる能力を修得する。 
■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

ファッションプロダクトデザインコースの必修科目で卒業要件単位となる。 
ディプロマポリシーについては、専門教育課程の科目で服飾造形の基礎力を基に専門職として広く社会に受け入れられる人

材の育成を目標とする科目である。 
■授業計画 

 
回数 

 
授業内容 

準備学修 

具体的内容（予習・復習等） 必要時間 

1 回 ガイダンス  
ファッションプロダクトデザインⅠについての概要 

予習：シラバスを確認 30分 

2 回 デザイン画の描き方—バッグ− ① 
初期イメージスケッチから最終デザイン画まで 

復習：バッグのデザイン画 5点描く 30分 

3 回 デザイン画の描き方—帽子— ② 
デザイン画の描き方—靴— ③ 

復習：帽子/靴のデザイン画各５点描く  60分 

4 回 リサーチ、デザインソースの集め方、イメージ制作 
個人面談(ディスカッション) 

復習：リサーチしたものをまとめてお
く 

60分 

5 回 紙モックアップ制作、プレゼンテーションの練習 復習：プレゼンテーションで講評を再
確認しておく 

60分 

6 回 【学外見学-(1)】 
東京レザーフェア(TLF) 世界のカバン博物館 

復習：世界のカバン博物館・東京レザ
ーフェアの見学レポートを提出 

60分 

7 回 革用特殊ミシンのトレーニング  
平ミシン・腕ミシン・革漉き機の使い方 

復習：各自ミシンの使い方の復習 60分 

8 回 革用特殊ミシンのトレーニング  
加工、部分縫い① ヘリ返し 

復習：革の加工縫製サンプルを完成 60分 

9 回 革用特殊ミシンのトレーニング  
加工、部分縫い② 金具類の取り付け 

復習：金具の縫製サンプルを完成 60分 

10 回 【学外見学-(2)】 
YKKものづくり館見学 

YKKのプロダクト製品について 

復習：YKKものづくり館見学レポート
を提出 

60分 

11 回 革を使って手縫いの道具入れを作る 
(1)デザイン画 (2)モックアップ（紙） 

復習：モックアップを完成させる 60分 

12 回 革を使って手縫いの道具入れを作る 
 (3)縫製 

復習：縫製を完成させる 60分 

13 回 バッグの製図 
(1)底マチ (2)横マチ 

復習：(1)底マチ (2)横マチ製図の確認 60分 

14 回 バッグの製図 
(3)通しマチ (4)金具の書き方 

復習：(3)通しマチの製図の確認 
      (4)金具の書き方の確認 

60分 

15 回 プレゼンテーション 
課題作品に対する講評 

復習：修正等の確認 60分 

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

 プレゼンテーション及び提出物に関しては授業内で講評する。 

■成績評価の方法・基準 

授業態度・姿勢 30% 授業態度(欠席・遅刻も含む) 

授業内試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む） 70% 作品の完成度・プレゼンテーション能力 

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 
 『鞄・ハンドバッグ・小物』(社団法人日本皮革産業連合会) 
『レザーソムリエ資格試験公式テキスト』（日本革類卸売事業協同組合） 

■参考文献 
 新かばん・バッグの商品知識(エフ・ワークス) 
 工業用ミシンと漉き機の基本操作とメンテナンス(STUDIO TAC CREATIVE) 
■オフィスアワー・研究室 
 オフィスアワー：金曜日 13:00〜14:00 
 【連絡研究室】ファッションプロダクトデザイン研究室(第三校舎４階 ３４０９) 
■備考 
東京レザーフェア、YKKファスニングアワード、ファッション雑貨フェアなど、各種展示会やコンテストへの見学を行う。 

ファッションプロダクトデザインⅠ 
  髙橋 大夢・野田 梓 

 2年 前期  プロダクト必修   （ 2単位 演習 ） 
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■授業の方針・概要 
 ファッションプロダクトデザインコース専門課程につながる基礎科目である。 
対象となるアイテムは多岐に渡る。特にバッグ・帽子・シューズ等のファッショングッズの果たす役割はとても重要であ

る。それぞれの持つ基本的な機能・構造をよく理解し、バッグに加えて靴・帽子のデザインと制作を行う。バッグ・靴・帽子
には多くの作業工程があり、デザイン画から制作までの基本的な流れを把握し、実物の完成までを学ぶ。徹底的なリサーチを
行い、自らが所有し使ってみたいと感じると同時に一般ユーザーを更に満足させることを心がけデザインを考案する事を方針
とする。 
■到達目標（学修成果） 
 初期のデザインイメージを、プロセスを通し発展させ、最終案に至るまでの流れを確認し、デザインの役割と物作りの意味
を認識できる能力を修得する。 
■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 
ファッションプロダクトデザインコースの必修科目で卒業要件単位となる。 
ディプロマポリシーについては、専門教育課程の科目で服飾造形の基礎力を基に専門職として広く社会に受け入れられる人

材の育成を目標とする科目である。 
■授業計画 

 
回数 

 
授業内容 

準備学修 

具体的内容（予習・復習等） 必要時間 

1 回 芯材を使用するトートバッグ制作①型紙、裁断 予習：シラバスを読む 60分 

2 回 芯材を使用するトートバッグ制作②縫製 復習：時間内に終了できなかったものを次回ま
でに完成 

60分 

3 回 芯材を使用するトートバッグ制作③縫製、完成 予習：時間内に終了できなかったものを次回ま
でに完成 

60分 

4 回 Ⅰ サコッシュ制作 
① モックアップ型紙制作 

予習：サコッシュについてのリサーチを行って
おく 

30分 

5 回 ② モックアップ型紙制作、生地裁断 復習：型紙、裁断した生地の確認 60分 

6 回 ③ モックアップ縫製、完成 復習：時間内に終了できなかったものを次回ま
でに完成 

60分 

7 回 ④ 実物制作 製図、型紙 
個人面談(ディスカッション) 

予習：オリジナルで制作するサコッシュのリサ
ーチ、デザインを考えておく 

60分 

8 回 ⑤ 縫製 本体制作   
  (ファッション色彩検定試験対策講座) 

復習：時間内に終了できなかったものを次回ま
でに進めておく 

60分 

9 回 ⑥ 縫製 本体制作  
 (ファッション色彩検定試験対策講座) 

復習：時間内に終了できなかったものを次回ま
でに進めておく 

60分 

10 回 ⑦ 縫製 本体制作、完成 復習：時間内に終了できなかったものを次回ま
でに完成させる 

60分 

11 回 Ⅱ ガイダンス（帽子） 
①種類・素材・歴史について 

復習：種類や素材・歴史について確認する 60分 

12 回 ②パターン作成→１枚の紙から帽子らしい立体の形
を作成 

復習：時間内に終了できなかった物を次回まで
に完成  

60分 

13 回 ③パターン作成→立体になった紙からパターン作成 
④縫製 生地を裁断 

復習：帽子のパターンを完成 60分 

14 回 ⑤ 縫製 仕上げ 復習：遅れている作業をすすめ帽子を完成 
予習：プレゼンテーションの準備 

60分 

15 回 プレゼンテーション 
帽子、サコッシュの作品 講評 

復習：修正の確認 60分 

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

 プレゼンテーション及び提出物に関しては授業内で講評する。 

■成績評価の方法・基準 

授業態度・姿勢 30% 授業態度(欠席・遅刻も含む) 

授業内試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む） 50% 作品の完成度・プレゼンテーション能力 

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 20% ファッション色彩検定試験を含む 

■教科書 
 『鞄・ハンドバッグ・小物』(社団法人日本皮革産業連合会) 
『レザーソムリエ資格試験公式テキスト』（日本革類卸売事業協同組合） 

■参考文献 
BAG DESIGN –A HANDBOOK FOR ACCESSORIES DESIGNNERS (FASHIONARY) 
工業用ミシンと漉き機の基本操作とメンテナンス(STUDIO TAC CREATIVE) 

■オフィスアワー・研究室 
 オフィスアワー：金曜日 13:00〜14:00 
 【連絡研究室】ファッションプロダクトデザイン研究室(第三校舎４階 ３４０９) 
■備考 

東京レザーフェア、YKKファスニングアワード、ファッション雑貨フェアなど、各種展示会やコンテストへの見学を行う。 
ファッション色彩検定対策講座。 

ファッションプロダクトデザインⅡ 
  高橋 大夢・大場  有希子・野田 梓 

 2年 後期  プロダクト必修   （ 2単位 演習 ） 
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■授業の方針・概要 
 架空のブランドを立ち上げ、ロゴマークのデザインをし、金属でエンブレムを制作する。 

 デザインは学習することで習得が可能である。デザインの定義はカタチの美しさと思われがちだが、もっと大きな観点から考える「ベースと

なる思想」が必要だということを学ぶ。美術家兼デザイナーの担当教員のもと、アートとデザインの違いを認識するとこから始め、デザインの

役割や、デザインのプロセス、コミュニケーション力をディスカッションしながら学んでいく。 

 デザインとは基本的に自己表現ではないことを忘れないこと。 

■到達目標（学修成果） 
 デザインプロセスやコンセプトの構想法を学習することで、様々なデザインに応用が効くようになる。コミュニケーション能力が養える。ビ

ジュアルコミュニケーションに不可欠な描写力、illustrator によるレイアウト能力、言葉を使いこなす能力が身につく。デザインにおけるニー

ズ(needs)・ウォンツ(wants)・シーズ(seeds)の中から、対象者に対するアプローチの仕方を選択する意味と目的が理解できるようになる。 

 全ての造形に関わる授業に必要なディスカッション・プレゼンテーションの基礎力を身につける。 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

 ファッションプロダクトデザインコース必修科目。卒業要件科目。造形の課題全てに経験が活かせる。 

■授業計画 

回数 授業内容 
準備学修 

具体的内容（予習・復習等） 必要時間 

1 回 デザインとアートの違いの講義 デザインプロセスの説明 

実際にロゴデザインをしている担当教員が解説する 

復習：講義で配布した資料をもとに内容

を復習しておく。 

60分 

2 回 既存のロゴの情報収集 まずはたくさんのデザインを集める

ことで、イメージの幅を広げる。 

復習：帰宅時間などを利用し、街中にあ

るさまざまなロゴやマークを観察する。 

60分 

3 回 既存のロゴの分析 既存のロゴのデザインコンセプトを調べ

る。コンセプトとカタチの関連性を読み解く。 

復習：さまざまなロゴの成り立ちを考

察、分析する。 

60分 

4 回 情報収集・分析② ロゴに限らず、ピクトグラムや標識など

を調べ、コンセプトとカタチの関連性を読み解く。 

復習：さまざまなピクトグラムや標識の

成り立ちを考察、分析する。 

60分 

5 回 エスキース① コンセプトを立案する。担当教員、助手、学

生の 3者でディスカッションをする。 

予習：次回に向けてディスカッションの

情報を整理する。 

60分 

6 回 エスキース② まずはたくさんのエスキースをする。数を出

すことを目的とする。3者ディスカッションをする。 

予習：次回に向けてエスキースの数(バ

リエション)を増やしておく。 

60分 

7 回 エスキース③ 数のエスキースから良いものを選び、質をあ

げるエスキースをする。3者ディスカッションをする。コン

セプトとの関係を確認する。 

復習：コンセプトとロゴの関係を再確認

し、ロゴの密度を上げておく。 

60分 

8 回 Illustratorの使い方講義 Illustratorを使ってデザイン

活動をしている担当教員による講義。図形制作に特化した、

ベジェ曲線の扱い方とパスファインダー扱いを学ぶ。 

復習：Illustratorの使い方の復習をす

る。 

60分 

9 回 Illustratorによる作図 エスキースをスキャンしパスを引

く。わからないことは積極的に質問する姿勢を身につける。 

予習：作図を進めておく。次週のボード

制作のための資料を集めておく。 

60分 

10 回 illustratorによる作図② ロゴをデザインした図形とコン

セプトをプレゼンボード用にレイアウトする。基本的なレイ

アウトの方法を講義する。 

復習：ボードを完成させる。ロゴの無駄

なパスを削除・合体させておく。 

60分 

11 回 プロッターによるシート制作 真鍮板を塩化第二鉄で腐食。 授業の空き時間で制作を進めておく。 20分 

12 回 工具・機械の安全講習及び練習 美術家(金属彫刻)である担

当教員とジュエリー作家の助手が実演を交えて講習をする。 

授業の空き時間で制作を進めておく。次

回の工程を計画しておく。 

20分 

13 回 金属加工① 主に糸鋸による切断 授業の空き時間で制作を進めておく。 20分 

14 回 金属加工② 主にヤスリによる研磨 授業の空き時間で制作を進めておく。 20分 

15 回 色上げ 完成 メッキなどを施し、表面処理を行う。 今後の資料としてデータを整理する。 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 

常時、質問等を受け付ける。授業で足りなかった部分は manabaを用いてディスカッションを行う。また、今後さまざまなデ

ザインについての質問に対処する。 

■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) 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 適宜プリントを配布 

■参考文献 

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

■オフィスアワー・研究室 

 オフィスアワーの時間は初回の授業で指示する。研究室：4006工芸室 

■備考 

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

デザインプロセス 
  桐山 征士 

 2年 前期  プロダクト必修   （ 1単位 演習 ） 

http://www.amazon.co.jp/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=JIDA%E3%80%8C%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%80%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%80%8D%E7%B7%A8%E9%9B%86%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A&search-alias=books-jp&field-author=JIDA%E3%80%8C%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%80%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%80%8D%E7%B7%A8%E9%9B%86%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A&sort=relevancerank
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■授業の方針・概要 

 ２年前期のデザインプロセスの経験を活かし、金属を用いたアクセサリーをデザインし、制作する。ただし、アクセサリーを

デザインすることが目的ではなく、デザインのプロセスの理解とコンセプトの構築法の学習が目的である。 

 デザインの定義はカタチの美しさと思われがちだが、もっと大きな観点から考える「ベースとなる思想」が必要だということ

を学ぶ。美術家兼デザイナーの担当教員の指導のもと、デザインとアートの違いを認識するとこから始め、デザインの役割とは

何かをデザインプロセスに沿った授業の中で体験し学んでいく。 

 デザイナーとして必要な経験は、圧倒的な量の蓄積である。ひとつの成功の裏には膨大な量のトライ&エラーが必要だ。プロ

フェッショナルと素人の違いはここにある。ひとつの課題に対し、ひとつの答えを導き出すための時間と労力を惜しまない情熱 

を育むことと、圧倒的な量をこなすことを課題とする。 

 また、コミュニケーションの訓練を積み重ねることで、的確に自分の考えを伝える「言葉という道具の操り方」を身につける。

教員と積極的にディスカッションする姿勢が成長の鍵となる。 
■到達目標（学修成果） 

 ターゲットの設定が重要であるという意識が芽生える。デザインプロセスやコンセプトの構想法を学習することで、様々なデ

ザインに応用が効くようになる。積極的なコミュニケーション力を養う。ビジュアルコミュニケーションに不可欠な描写力、言

葉を使いこなす能力を養う。デザインにおけるニーズ(needs)・ウォンツ(wants)・シーズ(seeds)の中から、対象者に対するア

プローチの仕方を選択する意味や目的を理解できるようになる。 

 全ての造形に関わる授業に必要なディスカッション・プレゼンテーションの基礎力を身につける。 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

 ファッションプロダクトデザインコース必修科目。卒業要件科目。造形の課題全てに経験が活かせる。 

■授業計画 

回数 授業内容 
準備学修 

具体的内容（予習・復習等） 必要時間 

1 回 デザインとアートの違い・デザインプロセスの講義(美術家兼

デザイナーの担当教員) アクセサリーの分析 

復習：講義内容に関して考察する。質問

等を用意する。 

60分 

2 回 情報収集 幅広い情報を集めイメージの幅を広げる。既成概

念を取り払う。 

予習：アクセサリーを見に行く。 30分 

3 回 情報収集・分析 アクセサリーのコンセプトやターゲットを

読み解く。 

復習：アクセサリーを見に行く。コンセ

プトを分析する。 

30分 

4 回 コンセプトの設定 担当教員、助手、学生 3人による個別デ

ィスカッション 

復習ベースとなる思想の確認。誤差の修

正。 

30分 

5 回 ターゲットの趣向の考察 担当教員、助手、学生 3人による

個別ディスカッション 

復習：ターゲットの行動範囲の現地調

査。 

30分 

6 回 エスキース① 量のエスキース バリエーションを出す。 

担当教員、助手、学生 3人による個別ディスカッション 

復習：エスキースのバリエーションを出

す。 

60分 

7 回 エスキース② 質のエスキース ブラッシュアップ 

担当教員、助手、学生 3人による個別ディスカッション 

復習：エスキースをブラッシュアップす

る 

60分 

8 回 図面作成もしくはレンダリング制作 視覚的コミュニケーシ

ョン力を養う。 

復習：空き時間に工芸室で制作 30分 

9 回 制作② 各自の制作工程に合わせて個別指導 復習：空き時間に工芸室で制作 30分 

10 回 制作③ 各自の制作工程に合わせて個別指導 復習：空き時間に工芸室で制作 30分 

11 回 制作④ 各自の制作工程に合わせて個別指導 復習：空き時間に工芸室で制作 30分 

12 回 制作⑤ 各自の制作工程に合わせて個別指導 復習：空き時間に工芸室で制作 30分 

13 回 制作⑥ 各自の制作工程に合わせて個別指導 復習：空き時間に工芸室で制作 30分 

14 回 制作⑦ 各自の制作工程に合わせて個別指導 復習：空き時間に工芸室で制作 30分 

15 回 制作⑧ 表面処理 完成 復習：学習した内容を整理し、今後のデ

ザイン活動用の資料をまとめる。 

60分 

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

常時、質問等を受け付ける。授業で足りなかった部分は manabaを用いてディスカッションを行う。また、今後さまざまなデ

ザインについての質問に対処する。課題のフィードバックは 15回目の提出後も含め、制作中常に行う。 

■成績評価の方法・基準 

授業態度・姿勢 30%  

授業内試験・課題(ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む) 70% 

期末試験・課題(ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む) 0% 

外部評価・検定試験結果 0% 

■教科書 適宜プリントを配布 

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

■オフィスアワー・研究室 

 オフィスアワーの時間は初回の授業で指示する。研究室：4006工芸室 

■備考 

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

アクセサリーデザイン 
  桐山 征士 

 2年 後期  プロダクト必修   （ 1単位 演習 ） 

http://www.amazon.co.jp/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=JIDA%E3%80%8C%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%80%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%80%8D%E7%B7%A8%E9%9B%86%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A&search-alias=books-jp&field-author=JIDA%E3%80%8C%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%80%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%80%8D%E7%B7%A8%E9%9B%86%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A&sort=relevancerank
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■授業の方針・概要 

最も頻繁に利用される画像編集ソフトウェアである Adobe Illustrator及び Photoshopの使い方を学ぶことを通して、デザイ

ンの基礎的な考え方を身につけていく授業である。 

表現のためには、道具と技術、そして素材が欠かすことのできない要素としてある。これらの要素は相互に様々な働きをする

ため、一概に順序立てることができない。一方、視覚表現には論理的な構造（ルール）がある。それは決してただ恣意的に作ら

れているのではない。道具（アプリケーション）は、その論理構造を技術のパッケージとして保存している。だから私たちがア

プリケーションについて学ぶことは、それらが成立した技術について学び、さらにその先にある視覚表現の論理構造を学ぶこと

に繋がる。そしてその論理構造（が適用された生産物）＝表現は、再び素材に制約を受けることになる。こうした連続的な関係

性を理解し、アプリケーションを自らの表現のための道具として扱うことができるようになることを目指す。 

 

■到達目標（学修成果） 

Illustrator, Photoshop/Lightroomの基本的な操作方法を修得することにより、デザイン／レイアウトされたものの意味を

読み取れるようになる力を身につけること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、ファッションプロダクトデザインコース必修科目で卒業要件科目である。 

 

■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 前期ガイダンス（前期授業内容の確認、自己紹介など） 復習:授業内容の確認 30分 

2 回 メディア・リテラシー1（PCの使い方について） 復習:PCの基本的な考え方・操作方法につ

いて確認する 

120分 

3 回 メディア・リテラシー2（Webツールの使い方について） 復習:各種サービスの使い方、自分に合っ

たツールを見つける 

120分 

4 回 素材を加工する 1：ベクターとビットマップ 復習:画像の形式の違いを理解する 60分 

5 回 素材を加工する 2：写真の基礎 1 復習:露出の考え方、カメラの基本操作 60分 

6 回 素材を加工する 2：写真の基礎 2 復習:RAW現像、レタッチの作業工程、 60分 

7 回 素材を加工する 3：レイアウトの基礎 復習:Illustratorの基本操作 60分 

8 回 素材を加工する 3：文字と文字組み 復習:Illustratorの基本操作 60分 

9 回 レイアウト演習 1 復習:Illustratorの基本操作 60分 

10 回 レイアウト演習 2 復習:Illustratorの基本操作 60分 

11 回 前期末制作 1 ［課題発表／制作］ 復習:課題に対して各自テーマを考える／ 

エスキス（下図）をつくる 

120分 

12 回 前期末制作 2 ［制作］ 復習：課題に対して各自テーマを考える／ 

エスキス（下図）をつくる 

120分 

13 回 前期末制作 3 ［制作］ 復習:エスキスをつくる／各自制作を進め

る 

120分 

14 回 前期末制作 4 ［制作］ 復習:素材の収集／各自制作を進める 120分 

15 回 前期末制作 5 ［提出／講評］ 予習:作品提出の準備 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 

 常に質問を受け付ける。また各提出物に対しては都度講評を行う。 

 

■成績評価の方法・基準 

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

 なし 

■参考文献 

 なし 

■オフィスアワー・研究室 

 水曜日 13:00-15:15  研究室：第 3校舎 4階 3409 

■備考 

 履修人数によって授業計画を若干変更する可能性がある。 

デジタルデザインワークⅠ 
  川越 健太 

 2年 前期  プロダクト必修   （ 1単位 実習 ） 
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■授業の方針・概要 

前期で学習した内容を踏まえ、Adobe Illustratorの操作方法の応用学習として図形表現、InDesignを使ったエディトリアル・

デザインについての理解を深める授業である。 

表現のためには、道具と技術、そして素材が欠かすことのできない要素としてある。これらの要素は相互に様々な働きをする

ため、一概に順序立てることができない。一方、視覚表現には論理的な構造（ルール）がある。それは決してただ恣意的に作ら

れているのではない。道具（アプリケーション）は、その論理構造を技術のパッケージとして保存している。だから私たちがア

プリケーションについて学ぶことは、それらが成立した技術について学び、さらにその先にある視覚表現の論理構造を学ぶこと

に繋がる。そしてその論理構造（が適用された生産物）＝表現は、再び素材に制約を受けることになる。こうした連続的な関係

性を理解し、アプリケーションを自らの表現のための道具として扱うことができるようになることを目指す。 

 

■到達目標（学修成果） 

Illustrator, Photoshopの基本的な操作方法を修得することにより、デザイン／レイアウトされたものの意味を読み取れる

ようになる力を身につけること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、ファッションプロダクトデザインコース必修科目で卒業要件科目である。 

 

■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 後期ガイダンス 復習:前期の復習／後期授業内容の確認 30分 

2 回 ロゴをつくる 1 復習:ロゴ制作の考え方／ILの応用 120分 

3 回 ロゴをつくる 2 復習:ロゴ制作の考え方／ILの応用 120分 

4 回 ロゴをつくる 3 復習:ロゴ制作の考え方／ILの応用 120分 

5 回 ロゴをつくる 4 復習:ロゴ制作の考え方／ILの応用 120分 

6 回 連続模様パターンをつくる 復習:反復するパターンの制作／ILの応

用 

120分 

7 回 情報を整理する／ページネーションと編集 1 復習:ポートフォリオの考え方／ 

Adobe InDesignの使い方について 

120分 

8 回 情報を整理する／ページネーションと編集 2 復習：ポートフォリオの考え方／ 

Adobe InDesignの使い方について 

120分 

9 回 後期末課題 1［課題発表／制作］ 復習:課題に対して各自テーマを考える

／エスキス（下図）をつくる 

120分 

10 回 後期末課題 2［制作］ 復習：課題に対して各自テーマを考える

／エスキス（下図）をつくる 

120分 

11 回 後期末課題 3［中間発表／制作］ 予習:制作プランのプレゼンテーション

の準備 

120分 

12 回 後期末課題 4［制作］ 復習：各自制作を進める 120分 

13 回 後期末課題 5［制作］ 復習：各自制作を進める 120分 

14 回 後期末課題 6［制作］ 復習：各自制作を進める 120分 

15 回 後期末課題 7［提出／講評］ 予習：作品提出の準備 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 

 常に質問を受け付ける。また各提出物に対しては都度講評を行う。 

 

■成績評価の方法・基準 

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

 なし 

■参考文献 

 なし 

■オフィスアワー・研究室 

 火曜日 09:45-12:10  研究室：第 3校舎 4階 3409 

■備考 

 履修人数によって授業計画を若干変更する可能性がある。 

デジタルデザインワークⅡ 
  川越 健太 

 2年 後期  プロダクト必修   （ 1単位 実習 ） 
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■授業の方針・概要 

 ファッションプロダクトデザインコース専門課程につながる基礎科目として、平面/立体のデザイン作品の制作演習を行いま

す。この授業では、国内外での作品発表、環境造形、メディアや店舗/空間/グラフィック、企業デザイン顧問の業務実績がある

担当教員の経験を生かし、デザインの方法（発想・展開・定着・表現・伝達）を実施します。 

■到達目標（学修成果） 

 学生はこの科目を履修し目的を達成すれば、発想力の柔軟性、オリジナル性高いデザイン力を身に付けることができプレゼン、

コミュニケーション力も鍛えられます。 

■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、卒業要件科目です。プロダクトデザインコースの必修科目です。 

■授業計画 

回数 授業内容 
準備学修 

具体的内容（予習・復習等） 必要時間 

1 回 授業ガイダンス / デザインの基礎的考察と著作権の

解説。小課題の実施。 

復習：著作に関する注意事項の復習 

予習：次回課題の準備 
180分 

2 回 デザイン基礎プログラム① オリジナルフォントデザ

イン演習/提出 

復習：オリジナルアイディアについて再考 

予習：次回課題の予習 
180分 

3 回 デザイン基礎プログラム② CDジャケットのデザイン

演習/提出 

復習：オリジナルデザインについて再考 

予習：次回課題の予習 
180分 

4 回 デザイン基礎プログラム③ 缶飲料のラベルデザイン

制作/提出 

復習：構造上のデザイン特性の再考 

予習：次回課題の予習 
180分 

5 回 デザイン基礎プログラム④ 立体カードの制作/提出 復習：立体構造について再考 

予習：プレゼンテーションの準備 
180分 

6 回 提出作品のプレゼンテーション。ディスカッションと

講評の実施。 

復習：講評内容について再考 

予習：次回課題の予習 
180分 

7 回 発想強化プログラム。モチーフを観察し、そのインス

ピレーションをデザインに展開する演習。 

復習：展開する発送力について復習 

予習：コラージュのための素材画像の準備 
180分 

8 回 デザイン演習プログラム。包装紙をイメージしたコラ

ージュ作品の制作。 

復習：提出作品についての再考 

予習：プレゼンテーションの準備 
180分 

9 回 コラージュ作品を包装紙に見立てての検証。プレゼン

テーション及びディスカッション。 

復習：講評内容の考察 

予習：ブラッシュアップのための準備 
180分 

10 回 デザイン実践プログラム。店舗を飾るモビールのデザ

イン制作。 

復習：モビール構造の再考 

予習：プレゼンテーションのための準備 
180分 

11 回 モビールの作品発表とディスカッションおよび講評。 復習：モビールデザインの復習 

予習：次課題のデザインイメージ予習 
180分 

12 回 デザイン実践プログラム。ランプシェードの制作。 復習：途中経過の考察 

予習：ブラッシュアップのための準備 
180分 

13 回 ランプシェードの制作（ブラッシュアップ）および完

成提出。 

復習：制作作品の構造とデザインの確認 

予習：プレゼンテーションのための準備 
180分 

14 回 ランプシェード作品発表とディスカッションおよび講

評。 

復習：提出作品について再考 

予習：後期作品総評のための準備 
180分 

15 回 プロダクトデザイン演習Ⅰ総評、小課題と解説 復習：講評内容の復習と、今期提出作品を振り返り、

今後の生かし方の考察を行う 
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 

 作品提出後に解説やディスカッションを設け採点と返却をする。質問は授業時間外でも Eメールにて受け付ける。 

■成績評価の方法・基準 

授業態度・姿勢 30% 理解度、積極性、授業態度、出席状況を加味する 

授業内試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む） 70% 作品完成度、アイディア、デザイン性、表現力を評価 

期末試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む） 0% 
 

外部評価・検定試験結果 0% 
 

 

■教科書 

 必要に応じて資料を配布 

■参考文献 

 適宜紹介 

■オフィスアワー・研究室 

 授業前後は講師控室または３４１３、それ以外の時間帯は教務課まで連絡してください。 

■備考 

  デザイン作業に必要な画材、筆記用具などは準備してください。 

進度により課題内容を変更する場合があります。 

 

プロダクトデザイン演習Ⅰ 
  日比 淳史 

 2年 後期  プロダクト必修   （ 2単位 演習 ） 


