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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 

 この授業は主に「織物」に関するデザイン、表現技法などの基礎的なことから学び、専門用語、用具、制作工程を理解し、作

品制作することによって修得する入門的な内容で授業構成している。自由な発想で「織物」を考えることができる基本的な基礎

知識、技術を修得することを方針とする。 

■到達目標（学修成果） 

基本的な制作技術を使って小作品が自立して制作できるようになる。 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

 テキスタイルデザインコース必修科目で卒業要件科目。 

 

■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 織物組織Ⅰ 織機に準備する (予習)身の回りの「布」を意識的に見る。 

分解鏡で身の回りの「布」を観察する 

45分 

2 回 織物組織Ⅰ 織機に準備する （予習）織機・組織の仕組みを理解する 45分 

3 回 織物組織Ⅰ 織布 （復習）糸配列と組織の関係を理解し、先染

めによる豊富なバリエーションを観察する 

30分 

4 回 織物組織Ⅰ 織布 まとめ （復習）身の回りの「三原組織」各種の製品

を見つけ、違いについて考える 

30分 

5 回 織物組織Ⅱ  （予習）組織と経緯糸の関係性を観察する 45分 

6 回 織物組織Ⅱ （復習）組織と織機との関係性を考察する 30分 

7 回 織物組織Ⅱ （復習）デザインについて市場調査する 30分 

8 回 織の表現 綴織の制作① （予習）綴れ織の歴史ついて調査する 45分 

9 回 織の表現 綴織の制作② （復習）綴れ織の特徴について振り返る 45分 

10 回 織の表現 綴織の制作③ （復習）綴れ織の様々な表現技法について確

認する 

30分 

11 回 織の表現 綴織の制作④ 

 

（復習）綴れ織の準備から始末までの一連の

流れを確認する 

30分 

12 回 マフラーの制作（市販の糸からの設計、織布） （復習）市販糸のバリエーションと織につい

て考える 

45分 

13 回 マフラーの制作（市販の糸からの設計、織布） （予習）織機の使い方とその意味を再考する 30分 

14 回 マフラーの制作（市販の糸からの設計、織布） （復習）設計に対し、再度検討し糸の形状や

太さと織の関係について考える 

30分 

15 回 まとめ・プレゼンテーション （復習）前期の学修についてまとめる 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 

 プレゼンテーションを行う。課題返却時に講評をする。 

 

■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） 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 

 ・オリジナルテキスト配布 

■参考文献 

 ・適宜資料配布 

 

■オフィスアワー・研究室 

 水曜日（16：00～17：00）テキスタイルデザイン研究室（3011） 

 

■備考 

 ・ダイイングテクニックに関連した授業展開である。 

テキスタイルデザインⅠ 
  山川 智子 

 2年 前期  テキスタイル必修   （ 2単位 実習 ） 
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■授業の方針・概要 

 テキスタイルデザインⅠの延長上に位置する科目である。基礎的な要素を持ちつつ、応用力を身につける内容で進める。高機

手織機を使用し、「織物」の用途を意識して設計・制作できる能力の育成を方針とする。 

■到達目標（学修成果） 

自立してイメージを織物として具現化し、色彩との関連を意識して制作できるようになる。 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

テキスタイルデザインコース必修科目で卒業要件科目。 

■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 ビックストール  

織布準備・織布 1 

（予習）糸の種類・太さと織物の厚さを意識

しながらリサーチする 

30分 

2 回 ビックストール  

織布 2 

（復習）前期課題の設計書の確認をする 60分 

3 回 ビックストール  

織布 3 

（復習）素材と風合いの確認をする 30分 

4 回 ビックストール  

織布 4 

（復習）素材と風合いの確認をする 30分 

5 回 綿素材バックの制作 （予習）具体的な使用をイメージしたデザイ

ンをし、技法と特徴や制作工程の確認をする 

60分 

6 回 綿素材バックの制作 （予習）素材の違いによる扱い方についてま

とめる 

30分 

7 回 綿素材バックの制作 

 

（復習）最終的な仕上りを明確にイメージし、

制作につなげる 

30分 

8 回 刺繍ミシンを使用した生地の作成① 

図案作成 

（予習）刺繍のデザインのためのリサーチを

行う 

60分 

9 回 刺繍ミシンを使用した生地の作成② 

刺繍データ作成 

（復習）Photoshop・Illustratorの使用方法

を確認する 

30分 

10 回 刺繍ミシンを使用した生地の作成③ 

制作① 

（復習）刺繍データの作り方の確認をする 30分 

11 回 刺繍ミシンを使用した生地の作成④ 

制作② 

（予習）刺繍ミシンの使用方法について確認

をする 

30分 

12 回 応用課題２ 

制作 1  コンクール形式ｚ  デザイン・設計 

（予習）課題について理解し、技法について

調べ考案する 

60分 

13 回 制作 2 （予習）素材などのリサーチをする 60分 

14 回 制作 3 （復習）デザインと結果を照合する 60分 

15 回 コンクール形式：プレゼンテーション、審査会、外部評

価員による講評、まとめ 

（復習）後期課題についてファイルにまとめ

る 

120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もしくは課題返却時に講評をする。 

■成績評価の方法・基準 

授業態度・姿勢 20%  

 

 

 

授業内試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む） 60% 

期末試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む） 10% 

外部評価・検定試験結果 10% 

■教科書 

 ・オリジナルテキスト配布 

■参考文献 

 ・適宜資料の配布 

■オフィスアワー・研究室 

水曜日（16：00～17：00）テキスタイルデザイン研究室（3011） 

■備考  

・博物館、美術館および関連した展示会などの見学 

■備考 

・ダイイングテクニックに関連した授業展開である 

・ダイイングテクニック・テキスタイルデザインⅠの単位を取得していること 

・コンクールは外部評価員による審査会の実施 

テキスタイルデザインⅡ 
  山川 智子 

 2年 後期  テキスタイル必修   （ 2単位 実習 ） 
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■授業の方針・概要 

 作を通して「糸・布染め」を基本とする、糸・布準備、精練、染料と染め方、染料による色彩の特徴などを学修する。実践的

な染色方法の基本を、ウール・綿素材を使って学修し、染色の基礎力を身につけることを方針とする。 

■到達目標（学修成果） 

■到達目標（学修成果） 

染色工程の基礎として、染料と助剤、染法を学修し、目指す色彩に染色できるようになる。 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

 テキスタイルデザインコース必修科目で卒業要件科目。 

 

■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 染色基礎ガイダンス 染色と染法基礎 （復習）繊維に応じた様々な染色方法を理解する 30分 

2 回 ウール糸染め染色見本の作成準備 （復習）染色方法を顧みる 30分 

3 回 ウール糸染め・まとめ （復習）色の表現を理解する 30分 

4 回 カラーサークル （復習）経緯糸の交錯による色彩変化について観察する 30分 

5 回 カラーサークル （復習）繊維が絡む仕組みを観察する 30分 

6 回 フェルト制作 （予習）フェルトを基布として様々な表情になる方法を調査

する 

45分 

7 回 フェルト制作 （予習）柄と手の力との関係、様々な表現を整理する 45分 

8 回 グループワーク：オリジナルハンドメイ

ド製品企画・制作 

（復習）立体的にする方法をまとめる 30分 

9 回 ろうけつ染 カラーサンプル作成 （予習）ろうけつ染についての調査 45分 

10 回 ろうけつ染 作品制作(デザイン・蝋引

き・彩色) 

（予習）デザイン考案 30分 

11 回 ろうけつ染 作品制作(蒸熱・脱蝋・湯

洗水洗) 

（復習）ろうけつ染めのまとめ 45分 

12 回 絞り染 基礎(糸入れ・絞り) （予習）絞り染めについての調査 45分 

13 回 絞り染 基礎(染色・糸解き) （予習）絞り 45分 

14 回 絞り染 作品制作(デザイン・糸入れ) （予習）絞り 60分 

15 回 絞り染 作品制作(染色) （予習）絞り 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 

課題返却時に講評をする。 

 

■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） 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 

 オリジナルテキスト 

 

■参考文献 

 適宜資料配布 

 

■オフィスアワー・研究室 

水曜日（16：00～17：00）テキスタイルデザイン研究室（3011） 

 

■備考  

・テキスタイルデザインに関連した授業展開である 

ダイイングテクニックⅠ 
  山川 智子・鎌田 美恵 

 2年 前期  テキスタイル必修   （ 2単位 実習 ） 
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■授業の方針・概要 

 ダイイングテクニックⅠの内容をレベルアップし、その延長上に位置する科目である。植物性繊維に目を向けセルロース系の

糸染めを修得する。原材料の異なる素材の染色実習を通して、素材と染料・助剤の使い方を学び、染色技法の視野を広げること

を方針とする。 

■到達目標（学修成果） 

綿・ウールなどの原材料違いによる染色方法の違いを修得して、イメージした色を自立して染められる知識、技術の基礎的な

内容を修得することと布染めにおける伝統的な染色方法を修得することができる。 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

 テキスタイルデザインコース必修科目で卒業要件科目。 

■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 ビックストール① 

紡毛糸の染色準備・精練 

（予習）糸取りおよび、毛糸の精練の方

法について確認する 

30分 

 

2 回 ビックストール② 

紡毛糸染色 

（予習）毛糸の染法について確認する 30分 

3 回 綿糸の染色 （復習）綿の染法について理解する 30分 

4 回 織の表現 ノッティング（点描の色彩） （予習）毛足の長さと密度について考え

る 

40分 

5 回 織の表現 ノッティング（点描の色彩） （復習）用途について考える 45分 

6 回 織の表現 ノッティング（点描の色彩） （復習）色糸のミックス効果について考

える 

30分 

7 回 型染 一型 直接捺染(デザイン・型彫り・紗張り) 

  

（予習）型染についての調査 デザイン

考案 

45分 

8 回 型染 一型 直接捺染(型彫り・紗張り・地染め試染・地染め) 

 

（予習）捺染の工程の確認 30分 

9 回 型染 一型 直接捺染(試染・本捺染・蒸熱・水洗) 

 

（復習）染色方法を理解しまとめる 30分 

10 回 型染 一型 抜染(藍染) 

 

（予習）藍染についての調査 45分 

11 回 型染 一型 抜染(抜染・ソーピング) 

 

（予習）抜染法について調査 

 

50分 

12 回 型染 複数型(デザイン・型彫り・試染) 

  

（予習）デザイン考案 60分 

13 回 型染 複数型(本染色・蒸熱・水洗) （予習）捺染工程の確認 

（復習）型染(複数)のまとめ 

60分 

14 回 コンクール作品の制作 （予習）作品について客観的に自分で評

価し、改善を考える 

50分 

15 回 まとめ （復習）様々な表現方法についてまとめ

る 

50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もしくは課題返却時に講評をする。 

■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） 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 

 オリジナルテキスト配布 

■参考文献 

 適宜配布 

 

■オフィスアワー・研究室 

水曜日（16：00～17：00）テキスタイルデザイン研究室（3011） 

 

■備考 

 ・テキスタイルデザインに関連した授業展開である 

・テキスタイルデザイン・ダイイングテクニックⅠの単位を修得していること 

 ・「色彩能力検定 3級」検定試験を受検する 

ダイイングテクニックⅡ 
  山川 智子・鎌田 美恵 

 2年 後期  テキスタイル必修   （ 2単位 実習 ） 
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■授業の方針・概要 

織物設計の基礎である繊維、糸、その構造を示す組織について詳しく解説する。組織図が理解でき、糸の太さや形状が布の風

合いに影響し、さらに「服の着心地」に影響するという基本的な概念を身につけることと知識を活かし設計できる基礎能力を身

に着けることを授業の方針とする。 

■到達目標（学修成果） 

テキスタイルデザインⅠ～Ⅱの課題に対して具体的な設計を理解し、自立して設計し、糸量・染料の算出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  

テキスタイルデザインコース必修科目で卒業要件科目。 

■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 導入 テキスタイルとは    （予習）身近に使われる布のリサーチ・

考察する 

45分 

2 回 設計１「組織Ⅰ」組織図 36種類の作成 

順通しによる基本的な組織図の表現と設計、糸量の算出 

（予習）配布したオリジナルテキスト

「組織」とは何か考える 

30分 

3 回 設計２「組織Ⅱ」組織図 5種類の作成 

乱通しによる基本的な組織図の表現①、設計、糸量の算出 

（予習）組織によるバリエーションと通

しについて考え「組織Ⅱ」を読む 

30分 

4 回 組織図の仕組み・書き方について （復習）身の回りにある糸配列や組織に

よる織表現についてリサーチする 

30分 

5 回 組織図の仕組み・書き方について （予習）身の回りの繊維製品について 

糸と織物組織の関係でリサーチする 

30分 

6 回 染色理論 （予習）染色計算について確認する 45分 

7 回 設計３「マフラー」の設計 市販糸の長さからの設計 （復習）糸の形状と密度について確認す

る 

60分 

8 回 染色・織物道具の名称と使用方法              

小テスト 

（復習）制作に必要な道具類の名称と操

作方法について確認する 

30分 

9 回 設計４「ビッグストール」の設計  グループワーク 

ウールによる多色ボーダー柄の提案 話し合い・工程確認 

（予習）マフラー、ストールについてリ

サーチする 

90分 

10 回 PCによる織物作成「組織Ⅰ」「組織Ⅱ」 （予習）PC上でのテキスタイル表現に

ついて理解する 

30分 

11 回 設計５「綿バック」の設計」 

綿素材による立体物のデザイン 

(予習) テキスタイルバックをリサーチ

する 

30分 

12 回 設計５「綿バック」の設計」 

綿素材による立体物の PCデザイン、設計 

（予習）立体物を平面に捉え、テキスタ

イル柄を考案する 

30分 

13 回 素材とテキスタイル 1 

 

（復習）身近にある布を再度リサーチ

し、何に気づきがあるか確認する 

45分 

14 回 素材とテキスタイル 2 （予習）繊維の特徴と糸形状、生地の風

合いを確認する 

30分 

15 回 講評、解説、まとめ     小テスト （復習）学修した内容をまとめる 45分 

■フィードバック方法（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 

小テストを行い確認を行う 

 

■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） 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 ・オリジナルテキスト（テキスタイルデザイン・ダイイングテクニック共有）  

 

■参考文献 適宜配布 

 

■オフィスアワー・研究室 

月曜日（11：00～12：30）テキスタイルデザイン研究室（3011） 

 水曜日（10：40～12：10）テキスタイルデザイン研究室（3011）  

 

■備考 なし 

素材設計論Ⅰ 
  田口 雅子 

 2年 前期  テキスタイル必修   （ 2単位 講義 ） 
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■授業の方針・概要 

素材設計論Ⅰで学んだことにデザイン展開の要素を加え、デザインをおこすための基礎となる描画力と商品企画の基礎を 

学修する。業界におけるテキスタイルプランナーの役割と業務の現状について解説する。 

■到達目標（学修成果） 

  ファッションテキスタイルの基礎を修得し、アイディアからデザインへの展開と情報収集に裏付けされた商品企画、プレゼン

テーションが行えるようになる。 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

 テキスタイルデザインコース必修科目で卒業要件科目 

 

■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 授業の内容と計画の説明 

・テキスタイルプランナーの役割と業界の現状を解説 

予習：テキスタイルプランナーの業務に

い      ついてリサーチする 

30分 

2 回 先染め、後染め、ジャカード、プリント、レースなどの素材 

とデザインの位置づけ 

予習：各素材について調査しサンプルを

集める 

60分 

3 回 描画の基礎： 

デッサンを通して写実的描画を学ぶ 

予習：デッサンの方法、作品をリサーチ

する 

60分 

4 回 描画の基礎： 

水彩画を通して写実的描画を学ぶ 

予習：水彩描画の方法、作品をリサーチ

する 

60分 

5 回 プリント柄デザインへの展開 

写実的な表現からデザインに展開する 

復習：対象物の特徴をいかしてデザイン

化が出来たか確認する 

30分 

6 回 カラーバリエーションや柄レンジの作成 

バリエーション作成のポイント解説 

予習：プリント柄のカラーバリエーショ

ンについてリサーチする 

30分 

7 回 トレンド分析と市場調査 

トレンド情報を分析し企画に反映させる方法 

予習：コレクション雑誌(GAP)やトレン

ド資料を見て概要を理解する 

60分 

8 回 企画におけるコンセプト、テーマのたて方 

デザインと言葉による表現の関係性 

予習：コンセプトやプレゼンテーション

に使われる言葉をリサーチする 

30分 

9 回 素材の特徴と適した用途について 

・服に使われる素材を確認し特徴を解説 

予習：服の素材・取扱い表示を確認して

使われる素材をリサーチする 

30分 

10 回 デザインにおける構図とリピート 

・リピートの必要性と作り方を学ぶ 

復習：プリント柄のリピートを読みとり

送りを確認する 

60分 

11 回 リピートのついた図案の作成 

・絵とプリント図案の違い 

予習：プリント柄の資料を集める 30分 

12 回 商品企画におけるコンセプトマップの作成 

・プレゼンテーションにおけるビジュアルの重要性 

予習：トレンドを意識した商品企画にな

るようトレンド分析を行う 

30分 

13 回 コンセプトに合わせたデザインの作成 

・カラーバリエーションやカラーイメージの作成ポイント 

予習：ビジュアル作成のための資料集め 

 

60分 

14 回 プレゼンテーションを通してデザインの表現方法を学ぶ 

※相互評価を行う 

予習：プレゼンテーションのシナリオ作

成等の準備 

60分 

15 回 まとめ 

・課題内容の振り返りと修得内容のまとめ 

学習内容の振り返りと改善点の確認 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 

 課題作品は採点後、返却します。授業内、または返却時に講評します。 

 

■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） 70% 課題作品 表現力、完成度 
 

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 

適宜プリント資料配布 

■考文献 

図書館内資料等 

■オフィスアワー 

連絡先 テキスタイルデザイン研究室（3011） 

 木曜日（9:00～12:10) 

■備考 

素材設計論Ⅰを修得していること 

素材設計論Ⅱ 
  土岐 千春 

 2年 後期  テキスタイル必修   （ 2単位 講義 ） 


