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■授業の方針・概要 

 テキスタイル業界において自立した職業人として活躍できる人材になるよう、生地の知識のまとめと商品化・流通について業

界の現状と今後の展望について解説する。実際のプランニングの実例を通し素材開発・デザインのポイントを修得する。 

■到達目標（学修成果） 

 主要素材の設計方法が表現でき、目的にあったデザイン展開を自らのアイディアをもとに企画立案、提案、プレゼンテーショ

ンまで出来るようになる。 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

 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 テキスタイルデザイナーの役割と企画、生産の現状 

SNS、ECと実店舗の関係性や商品化におけるポイント 

予習：テキスタイルプランニングの業務

内容についてリサーチする 

60分 

 

2 回 主要素材の特徴と生産背景、国内の主な産地と素材の特徴 

欧米と日本の服飾の歴史と主な技法・表現について 

予習：国内産地の分布と特性についてま

とめる 
60分 

3 回 国内外のテキスタイル展示会の解説と業界の構成と流通、店

頭と企画シーズン、トレンド予測について 

復習：トレンド予測の基礎として定点観

測、市場調査のポイントをまとめる 
60分 

4 回 著名なテキスタイルブランドにおけるテキスタイルデザイン

の位置づけとファッションとの関係 

予習：テキスタイルブランドについてリ

サーチする 
60分 

5 回 素材の分析を通し原料の特徴、生産方法、生地の特徴と適し

た用途をまとめる ・天然繊維(羊毛・綿・麻）・化合繊 

予習：主要素材と特徴をまとめる 60分 

6 回 ・スワッチシートの作成、素材分析、調査 

 

予習：素材分析の方法、調査の手順をま

とめる 
60分 

7 回 ・設計書、委託を前提とした依頼書の作成、適した用途を想

定した絵型作成 

予習：適した用途について画像などを集

め具体的な表現が出来るようにする 
60分 

8 回 ・分析、調査した素材の発表と、用途の提案をプレゼンテー

ションする 

復習：主要素材の特徴と実用的な用途を

まとめる 
60分 

9 回 ロープレ【発注と生産】実際に生地の生産をする場合に設計

書、依頼書に示す方法と相手への伝え方 

予習：伝えること、確認することをまと

める 
60分 

10 回 プリント、ジャカード、レースなどの意匠と後加工による表

現について 

予習：意匠素材の表現、生地の後加工に

ついてリサーチする 
60分 

11 回 SDGSの取組と現状、今後の展望について  ※グループ研究 

アップサイクル等 SDGSのアイディア作成 

予習：SDGSについてリサーチする 60分 

12 回 言葉の表現とデザインの関係、画像、動画を含むプレゼンテ

ーションと表現の伝え方 

予習：研究発表のシナリオを作る 60分 

13 回 コンセプトマップの作成を通してテーマ設定やプレゼンテー

ションの方法、ビジュアル表現のポイントを解説 

予習：他者に伝えるために必要な項目を

まとめ資料を準備する 
60分 

14 回 ・プレゼンテーション 

※課題提出 

復習：コンセプトの伝え方、ビジュアル

の必要性についてまとめる 
60分 

15 回 まとめ 復習：学修したことを振り返りまとめる 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 

 課題レポート提出、筆記試験について返却時に講評する 

 

■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 

適宜プリント配布 

■参考文献 

図書館内資料等 

■オフィスアワー・研究室 

テキスタイルデザイン研究室(3011) 

火曜日(9:00～12:10) 

■備考 

テキスタイルデザインⅣの単位を取得していること 

テキスタイルデザインⅤ 
  土岐 千春 

  4 年 前期  テキスタイル必修   （ 1 単位 演習 ） 
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■授業の方針・概要 

 卒業制作のためのテーマを決め、デザイン考案、制作プロセスや作品完成シミュレーションを行い、素材や技法を選択し、実

物制作につなげる過程を理解し、制作を行う。さらに PCを活用しデザイン考案、プレゼンテーションを行うことを方針とする。

作品点数は年間シリーズで 2点とポートフォリオとし、前期は 1作品を制作する。 

■到達目標（学修成果） 

 自らの卒業制作テーマにしたがって CGシミュレーション、素材の吟味、技法研究、制作プロセス・完成形をイメージするサ

ンプル制作と実際の卒業制作作品を完成し、自分だけのオリジナル性の高いテキスタイル作品を完成させる。 

■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 卒業制作作品のテーマ、コンセプト、テクニック、素材につ

いて検討する。 

（予習）卒業制作テーマ設定のためのリ

サーチを行う 

80分 

2 回 デザイン考案（ラフスケッチ、デザイン画、表象プロセス） （予習）ギャラリー展示、工房見学 80分 

3 回 企画Ⅰ デザインの絞込み、サンプル制作 （予習）表現のための技法研究（情報収

集） 

50分 

4 回 企画Ⅱ 素材の検討 テクニックの検討 企画Ⅲ 再案の提

出 

（予習）表現のための素材研究（素材の

収集） 

50分 

5 回 作品の制作 設計Ⅰ 必要材料選出と必要量の算出 （予習）作品設計書を確認しておく 60分 

6 回 サンプル制作  設計 制作準備 （予習）サンプル作品設計書を確認して

おく 

45分 

7～22

回 

制作 （復習）設計書と照合して気づいたとこ

ろを記録する（デザイン・設計） 

30分 

23 回 制作 （復習）再度スケジューリングと工程を

確認する 

45分 

24 回 イメージ、サンプル作品、制作工程等について講評会、企画・

設計の再検討  

（復習）サンプルと作品の現段階を振り

返り検討する 

45分 

25 回 卒業制作作品 設計 制作準備 

 

（復習）サンプルを見ながら確認する 60分 

26 回 作品制作 （復習）サンプル検討後の状況を踏まえ

今後の進度を確認する 

30分 

27 回 作品制作 （復習）完成をイメージして客観的に観

察する 

30分 

28 回 作品制作、まとめ、仕上げ （復習）作品全体を確認する 45分 

29 回 前期作品発表、CGプレゼンテーション （復習・予習）画像・素材を確認し、制

作プロセスを整理し前期プレゼンの方

法を考える 

30分 

30 回 講評、後期に向けて （復習・予習）作品、プレゼンを総合評

価し、次作品に活かすようまとめる 

60分 

■フィードバックの方法（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 

作品制作プロセスごとに講評をする 

■成績評価の方法・基準 

授業態度（出欠席、遅刻）・姿勢 30%  

作品完成度 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 

 適宜プリント配布 

■参考文献 

 テキスタイル・ファイバーアートアーティスト作品集、他大学・本コース卒業制作作品集 

■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 

 ・テキスタイルデザインコース科目 3年次までの単位を取得していること 

卒業制作Ⅰ（テキスタイル） 
  田口 雅子 山川 智子 

 4年 前期  テキスタイル必修   （ 4単位 実習 ） 
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■授業の方針・概要 

設定されたテーマに沿って 2点目の制作をする。制作におけるコンセプト設定から完成までのプロセスを振り返り、作品展示、

口頭発表会に向け、これまで修得した PCスキルを活用してまとめていく。 

■到達目標（学修成果） 

 テキスタイルデザイン・設計を始め、実際の制作を行う。自らの考えを他者に伝えるためのプレゼンテーション力を身につけ

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 卒業制作作品２ テーマ、コンセプトの確認 （予習）前期作品に繋げられる作品にするためのデザイ

ンを複数考案してくる 

80分 

 

2 回 デザイン考案・提示 （予習）テーマ・コンセプトに沿って思考する 80分 

3 回 デザイン・素材・技法研究 （予習）リサーチ 40分 

4 回 リサーチ、デザイン、設計再案提出・評価 （予習）リサーチ、サンプル素材の収集 40分 

5 回 サンプリング・設計確認 （予習）プロセススクラップブックを確認する 30分 

6 回 

～ 

作品制作 

 

（復習）設計書に沿った制作ができているか確認する 30分 

24 回 作品制作 （復習）設計書に沿った制作ができているか確認する 30分 

25 回 仕上げ （復習）前期プロセススクラップブックを確認する 30分 

26 回 撮影、画像処理 （復習）テーマから制作までの 30分 

27 回 ＣＧプレゼンテーション準備 （予習）制作に関わる画像素材の収集 60分 

28 回 要旨作成、ＣＧプレゼンテーション画像の完

成 

（予習）作品制作に伴う事項のフィードバックをし、ま

とめる。 

540分 

29 回 作品仕上げとプレゼンテーション① （予習）効果的なプレゼン方法と資料準備を行う 60分 

30 回 作品仕上げとプレゼンテーション② （予習）効果的なプレゼン方法と資料準備を考える 60分 

■フィードバックの方法（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 

作品・ポートフォリオ返却時に講評をする。 

■成績評価の方法・基準 

授業態度（出欠席、遅刻含む）・姿勢 30%  

作品完成度 授業内試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む） 20% 

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 

 なし 

■参考文献 

 ・テキスタイルアーティストや素材を意識している著名なデザイナーのテキスタイルなどの作品及びリサーチ 

・展示等を見学  

■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 

 ・集中授業あり（3日間 12月下旬） 

 ・卒業制作口頭発表及び展示発表（作品２点以上・ポートフォリオ２冊以上）をする（2月上旬 ４日間） 

・卒業制作Ⅰ（テキスタイル）の単位を取得していること 

卒業制作Ⅱ（テキスタイル） 
  田口 雅子  山川 智子 

 4年 後期  テキスタイル必修   （ 4単位 実習 ） 




