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■授業の方針・概要 

スタイリストの仕事は、常にあらゆる媒体の写真や映像との関わりの中で成立します。また、各分野のプロたちや様々なカルチャーと交流

します。あらゆるニーズに応え、多彩なスタイリングを生み出すためには、日常的に感性を養い、知識を蓄えておくことが重要です。三年次

前期では、二年次で学んだ時代別ファッションをふまえた作品作りを通して、流行の変遷の知識を定着させます。また、スタイリストにとっ

て関わりの深い写真世界や雑誌の作られ方について学びます。授業担当者の実務経験による実際の衣服を使用した授業では、個性を引き出し

魅力的に見せるための人と衣服とのバランスについて学び、ファッションを通じて人とコミュニケーションする方法を学びます。 

■到達目標（学修成果） 
雑誌・写真・広告等におけるファッションの位置づけを理解し、流行と社会の関係を理解する能力を習得し、人と衣服の関係を理解できる

知識とスタイリング技術を身につける 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 
 服飾表現学科のスタイリング専攻において卒業認定に必要な必修科目です。より専門性を高めて学修していく上での基礎科目になります。 

■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 【中村・數井】2年で学んだ時代考察をふまえた「時代別ファッシ

ョンの歴史」のマップ制作のための資料の探し方、見方を講義 

予習：資料集め 90分 

2 回 【數井】「時代別ファッションの歴史」のマップ制作のための企画案

の提出とフィードバック 

予習：資料集め 自宅での制作 90分 

3 回 【數井】「時代別ファッションの歴史」のマップ制作に関する指導 予習：資料集め 自宅での制作 90分 

4 回 【數井】「時代別ファッションの歴史」のマップ制作に関する指導 予習：資料集め 自宅での制作 90分 

5 回 【中村・數井】「時代別ファッションの歴史」のマップ制作のための

コラージュ作成＆提出、及びプレゼン、フィードバック 

予習：資料集め 自宅での制作 90分 

6 回 【中村・數井】「写真の世界」 担当教員のスタイリストとしての

40年間の実務経験を踏まえ、写真集の作られ方についての講義 

予習：資料集め 90分 

7 回 【中村・數井】「写真の世界」 写真集を資料としながら、担当教員

の経験を通して、あらゆる写真媒体におけるスタイリストの役割

や、モデルやタレントのイメージ作りについての講義 

予習：資料集め 

復習：感想レポート 

90分 

8 回 【中村・數井】「写真の世界」 写真集を資料としながら、著名な写

真家やその世界の理解の仕方、写真の種類について講義 

予習：資料集め 

復習：感想レポート 

90分 

9 回 【中村・數井】「雑誌の読み方・作られ方」 雑誌制作の現場におけ

るスタッフの構成、制作のプロセス、ページ割、企画の出し方など

の講義 

予習：資料集め 

復習：感想レポート 

90分 

10 回 【中村・數井】「雑誌の読み方・作られ方」ジェンダー別、年代別、

タイプ別の雑誌の種類と読者ターゲットの見極め方についての講義 

予習：書店で雑誌の種類を調べる 

復習：感想レポート 

90分 

11 回 【中村・數井】「雑誌の読み方・作られ方」ファッションページにお

けるクレジット、キャプション、必要な用語に関しての講義 

復習：わからない単語について調べる 90分 

12 回 【中村・數井】「ファッション撮影」 時代別ファッションをテーマ

に、「ある時代」をテーマとしたスタイリングの実践 

準備：自前の洋服や小物を持ち寄る 60分 

13 回 【中村・數井】「ファッション撮影」担当教員のスタイリストとして

の 40年間の実務経験からロケ撮影におけるスタイリストの動きを指

導 

復習：感想レポート 90分 

14 回 【數井】「ファッション撮影」 撮影した写真のプレゼン、セレクト

の方法を講義し、フィードバックとディスカッション 

予習：画像セレクトして教室内の PCにデー

タをまとめる 

90分 

15 回 【數井】「ファッション撮影」 撮影した写真を元に制作する写真集

の企画案提出とフィードバック 

予習：自宅での制作 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 
 感想文は添削して、翌週返却する。各提出作品、レポートに評価を与え、授業内外で返却時にフィードバックをする。 

■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） 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 
  授業内容に合わせて授業担当者がプリントを作成して配布。学生は一冊のファイルにまとめる。 

■参考文献 
 必要に応じて授業時に指示。授業担当者所蔵の写真集、書籍等を研究室に保管して、必要に応じて使用。 

授業時に使用する DVDや書籍に関して、図書館から借りる、購入する、レンタルする等に関しては、事前に伝え準備する。学生に購入を求

める場合もあります。※「増補新版 図解服飾用語事典」（杉野芳子・編著）杉野学園ドレスメーカー学院出版局  

■オフィスアワー・研究室 
 オフィスアワー：授業初日に伝えます   研究室：日野校舎 B203 

■備考 
 フィールドワークの内容により学外に出ることもあります。スタイリストと関連のあるプロをゲストとして参加していただく可能性もあり

ます。学生が準備する備品に関しては、授業時に告知します。進展により、日程及び内容を変更する場合もあります。

 

スタイリング演習Ⅱ 
  中村 のん・數井 靖子 

 3年 前期  選択   （ 2 単位 演習 ） 
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■授業の方針・概要 

スタイリストの仕事は、常にあらゆる媒体の写真や映像との関わりの中で成立します。また、各分野のプロたちや、様々なカルチャーと交

流します。あらゆるニーズに応え、多彩なスタイリングを生み出すためには、日常的に感性を養い、知識を蓄えておくことが重要です。 

三年次後期では、フィールドワークを積極的に行い、街や人にたいする視野を広げ、理解を深めます。授業担当者の実務経験による指導の

下、リメイク衣装の制作とスタイリング、撮影の実践を通して、人を魅力的に見せる衣服のバランスと、ファッションを通して人とコミュニ

ケーションすることについて学びます。 

■到達目標（学修成果） 
写真撮影における、人と衣服と背景のバランスを理解し、プロとしての仕事につなげてゆきます。 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 
 服飾表現学科のスタイリング専攻において卒業認定に必要な必修科目です。より専門性を高め学修していく上での基礎科目になります。 

■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 【中村・數井】後期授業のオリエンテーション 

スタイリストにとって必要な知識・スキルとは 講義 

復習：感想レポート 90分 

2 回 【數井】ショップリサーチとプレゼンテーション。 

【中村】担当教員の実務経験から販売員、プレス、デザイナーとの

関わり方について講義 

予習：リサーチ対象のショップについて事

前に調べておく 

復習：感想レポート 

120分 

3 回 【中村・數井】ロケーション撮影についての講義 

【中村】スタイリング実践 

準備：自前の服の準備 

復習：マップ作成・感想レポート  

180分 

4 回 【中村・數井】「ファッション撮影」ロケーション撮影の実践を通し

て、ファッションと背景の関係について学ぶ。 

【數井】撮影した写真のセレクトと講評 

準備：3回目の授業で撮影した写真データを

学校のパソコンに保存しておく 

復習：感想レポート 

30分 

5 回 【中村・數井】「写真集」制作に向けた講義 復習：写真集制作 90分 

6 回 【數井】「写真集」提出。フィードバックとディスカッション 予習：写真集制作 30分 

7 回 【中村・數井】「街を歩く」「白いシャツから広がる世界」 

同時進行の 2つの課題についてのオリエンテーション 

準備：白シャツ購入 90分 

8 回 【數井】白シャツリメイク、デザイン画作成とフィードバック 準備：リメイクするための材料を揃える 120分 

9 回 【中村・數井】「街を歩く」指定された街のフィールドリサーチとプ

レゼンテーション。背景の見つけ方を講義① 

予習：「街」について事前に調べておく 

復習：感想レポート 

120分 

10 回 【中村・數井】「街を歩く」指定された街のフィールドリサーチとプ

レゼンテーション、ロケーションにおける背景の見つけ方を講義② 

「リメイクした白シャツ」作品の提出とスタイリングの実践。 

担当教員のスタイリスト経験からのアドバイスとフィードバック 

予習：指定された「街」について事前に調

べておく。リメイク制作 

準備：コーディネートする服と小物 

復習：感想レポート 

120分 

11 回 【中村・數井】「スタイリングした白シャツ」を元に、撮影テーマ、

ロケ場所等のプランの作成に関する講義。 

予習：プラン作成 120分 

12 回 【中村・數井】「白いシャツから広がる世界」 リメイクした白シャ

ツを着用したロケーション撮影実践 

復習：感想レポート 90分 

13 回 【數井】「白いシャツから広がる世界」撮影した写真のセレクトとプ

レゼンとフィードバック。 

「街を歩く」マップ制作、「白いシャツから広がる世界」写真集制作

とボード制作に関するオリエンテーション 

復習：提出に向けて自宅でも制作を進める 120分 

14 回 【數井】「白いシャツから広がる世界」マップと「街を歩く」写真集

とボードの進行状況のチェック 

復習：提出に向けて自宅でも制作を進める 90分 

15 回 【數井】提出した課題作品に関するプレゼンとフィードバック 

【中村】まとめ、及び、来年度授業に関してのオリエンテーション 

予習：課題制作 

復習：課題図書の感想レポート 

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 
 感想文は添削して、翌週返却する。各提出作品、レポートに評価を与え、授業内外で返却時にフィードバックをする。 

■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） 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 授業内容に合わせて授業担当者がプリントを作成して配布。学生は一冊のファイルにまとめる。  

■参考文献 

 必要に応じて授業時に指示。授業担当者所蔵の写真集、書籍等を研究室に保管して、必要に応じて使用。 

授業時に使用する映画の DVDや書籍に関して、図書館から借りる、購入する、レンタルする等に関しては事前にタイトルを伝え準備する。 

学生に購入を求める場合もあります。※「モード後の世界」（扶桑社）※「はじめてのエシカル」（山川出版社） 

■オフィスアワー・研究室 
 オフィスアワー：授業初日に伝えます   研究室：日野校舎 B203 

■備考 
 ショップリサーチや撮影等、フィールドワークの内容により学外に出ることもあります。スタイリストと関連のあるプロをゲストとして参

加していただく可能性もあります。学生が準備する備品に関しては、授業時に告知します。進展により、日程及び内容を変更する場合もあ

ります。 

スタイリング演習Ⅲ 
  中村 のん・數井 靖子 

 3年 後期  選択   （ 6 単位 演習 ） 


