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■授業の方針・概要 

 リアル店舗のウィンドウディスプレイを想定し、実物大のウィンドウ作りを卒業制作とする準備期間。地球を含め環境に対

するメッセージ、その他、学生が目指すテーマを各自が設定する。スケジュール管理、予算設定など実務として必要な業務を

あらかじめ設定できる計画性を持つことを身につける。季節感、投入時を決定し、テーマに続くストーリー性を考える。展開

アイテム、カラー、コーディネイトなど売り場を含めオンライン販売などに向けて役立つ人材をつくる。 

服飾表現学科合同卒業企画プレゼンテーションの実施により、学生による表現力を高める。 

■到達目標（学修成果） 

 売上げをアップさせる話題性、フェア催事、セール開催の仕方、新しい売り場の取り組み方など売り場運営に必要な技術を

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 

 服飾表現学科「ビジュアルマーチャンダイジング」専攻の必修科目で卒業認定単位となる。ビジュアルマーチャンダイジン

グに必要な技術を修得し、実際に役立つ教科科目として必要なことは全て習得する。 

■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 海外ＶＭＤを参考に卒業制作の計画書を作成。ＶＭＤの考え

方、SDGｓなど環境と関連性を追求。 

ストーリーを含め、学生が必要と考えるテーマを構築する。 

＊写真やビデオで記録を残す。 

予習：海外のＶＭＤの方向性を事前

チェック 

45分 

2 回 卒業制作に係わるスケジュール管理、予算、準備用品のミー

ティング実施。フローチャートを作成。 

復習：大まかなＶＭＤストーリーを

構築する。 

45分 

3 回 季節感、投入時決定。ファッションテーマ、ストーリー性を

考える。展開アイテム、カラー、コーディネイトの決定。 

復習：カラー展開。イメージを考え

る 

45分 

4 回 計画書作成。卒業制作のストーリー、テイストのディスカッ

ションをして修正を重ねる。 

復習：計画書の完成度を高める 45分 

5 回 マネキンの着せ方、棚置きの仕方、9ボックス、マネキンを使

い演習する。＊什器、マネキン使用。 

予習：３Dコラージュに必要な物を用

意する。 

45分 

6 回 ３Ｄイメージコラージュの作成。 

アイディアを駆使して新作コラージュを作成 

復習：３Ｄコラージュに必要なアイ

テムを制作。 

45分 

7 回 ３Ｄイメージコラージュの作成、及び提出。 

先週に引き続き、プロ意識でコラージュを作成する。 

予習：ＶＭＤストーリーを作るにあ

たり事前調査の実施 

45分 

8 回 ＶＭＤストーリー、研究ノート作成❶世界に通用する SDGｓな

どを基本にする。学生が作るブランドからのメッセージ性を

伴った研究ノートを作る。 

予習：図書館、PCを駆使し、地球環

境などを調べ上げる。 

45分 

9 回 ＶＭＤストーリー、研究ノート作成❷。 

話題性のある事項を研究し、各自で研究課題を構築する。 

予習：図書館、PCを駆使し、地球環

境などを調べ上げる。 

45分 

10 回 ＶＭＤストーリー、研究ノート作成❸ 

研究ノート提出。 

復習：ＶＭＤストーリーを完成させ

る。 

45分 

11 回 スケジュールの確認。購入商品の確認。レンタル商品のチェ

ックなど事前チェック実施。 

予習：レンタル商品など必要なアイ

テムを調べる。 

45分 

12 回 作成するＶＭＤ小物の作り方、手法などを検討する。 

素材は何か、現実的に可能なのか作成手法の研究。 

復習：現実的に作成可能な手法を考

える。 

45分 

13 回 プレゼンテーションに向けた資料制作、及びプレゼンテーシ

ョンの練習。 

復習：プレゼン準備 45分 

14 回 服飾表現学科合同卒業企画プレゼンテーション実施。 

学科専任教師からの講評 

復習：プレゼンでフィードバックし

た箇所を考える。 

45分 

15 回 合同卒業プレゼンテーションでフィードバックされた箇所を

ディスカッション、及び修正。制作物の保管の仕方を検討

し、破損しないように注意する。 

予習：来期に向けて構想を考える。 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 

 課題提出のフィードバックは、授業内で講評、解説し返却します。 

■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% 

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  改定第３版、国家検定、商品装飾展示技能検定 学科編、実技編 

■参考文献  

なし 

■オフィスアワー・研究室 オフィスアワー 日野校舎Ｂ棟 Ｂ205 
■備考 なし 

卒業制作企画(ﾋﾞｼﾞｭｱﾙﾏｰﾁｬﾝﾀﾞｲｼﾞﾝｸﾞ) 
  中島 ゆう子 

 4年 前期  選択   （ 3 単位 演習 ） 
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■授業の方針・概要 

 卒業制作として、リアル店舗のウィンドウディスプレイを作成する。服飾表現科合同企画のプレゼンテーションにおいて教

師からの意見を参考に修正を図る。ストーリー性を再度チェックし卒業制作の視点から充分納得がいく内容になったか再度確

認する。計画と制作物の内容が合っているか確認し進行する。ディスプレイ小物は手作りし、卒業制作として完成度を高め

る。将来、ファッション界で適応できる能力と技術がある人材をつくる。 

■到達目標（学修成果） 

 店頭、ショーウィンドウなど実務として、企画立案、製作ができるようになる。売上げアップにさせる話題性の作り方、フ

ェア催事、セールの開催の仕方、新しい売り場の組み立て方などプロとして売り場運営に必要な技術を修得する。 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

 服飾表現学科「ビジュアルマーチャンダイジング」専攻の必修科目で卒業認定単位となる。 

■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 第２回のプレゼンテーションに向け準備。パワーポイントな

どを活用しプレゼン資料を作成。 

予習：プレゼン資料の準備 45分 

2 回 服飾表現学科合同企画からの中間プレゼンテーション。（5

専攻全学生と担当教員による選考）を横断したディスカッシ

ョン・フィードバック。 

予習：マップに使用する足りない資料

を集める。 

45分 

3 回 合同プレゼンテーションから出された事項を確認し、ミーテ

ィングの実施。修正箇所を確認し卒業制作を見直す。 

復習：ＶＰ計画書を作成するための資

料収集。 

45分 

4 回 卒業制作用、ＶＰ計画書作成。ウィンドウディスプレイ向

け、ショーウィンドウのイラスト作成。 

予習：ＶＰイラストの完成に向けて、

資料収集。 

45分 

5 回 卒業制作用の研究ノートの見直し、修正。 

＊修正しない場合は、前倒しでＰＯＰやポスターを作成。 

予習：前期で完成させた研究ノートの

見直し、修正。 

45分 

6 回 ＶＰ用、小物の最終制作。ＰＯＰ、ポスター、パンフレット

の作成含む。 

予習：ＶＰで使用するポップやポスタ

ーに使う資料を事前に準備する。 

45分 

7 回 卒業制作❶ウィンドウディスプレイ作成。 

壁面、床材の決定。及び制作。 

予習：空間スペースをどのようにする

か資料を集める。 

45分 

8 回 卒業制作❷ウィンドウディスプレイ制作。マネキンに服を着

せる。ベルト、帽子、靴、バッグなどのコーディネイト。 

予習：服、ファッション雑貨の用意。 45分 

9 回 卒業制作❸ウィンドウディスプレイ作成。 

手作りディスプレイ小物の作成。 

予習：ディスプレイ小物の準備。 45分 

10 回 卒業制作❹ウィンドウディスプレイ作成。 

什器の用意。ラック、棚、テーブル、椅子などを飾る。 

予習：什器を調べ、手配する準備。 45分 

11 回 卒業制作❺ウィンドウディスプレイの作成。 

ＶＰ小物の作成。手作り小物の完成度を上げる。 

予習：ＶＰ小物用品の買い足しを含め

すべての事項をチェックする。 

45分 

12 回 卒業制作❻ウィンドウディスプレイの組立て。 

手作り小物の完成度を上げる。 

予習：間に合わなかったＶＰ小物を自

宅で制作。 

45分 

13 回 卒業制作❼作品の最終チェック 

足りないもの、必要な物を再確認する。 

予習：足りないもの、買い足しなどの

準備。 

45分 

14 回 卒業制作❽すべての制作物を飾り付ける。 

修正箇所のディスカッション、及び修正。 

予習：卒展に向けての準備。 45分 

15 回 卒業制作❾最終手直し、完成を目指す。 予習：卒展に向けての準備。 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 

 課題提出のフィードバックは、授業内で評価、解説します。 

■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% 

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 

  改正版第 3版 国家検定 商品装飾展示技能検定 学科編 実技編 著書：日本ビジュアルマーチャンダイジング協会 

■参考文献 

なし 

■オフィスアワー・研究室 

 オフィスアワー 日野校舎Ｂ棟 Ｂ205 
■備考 

 なし 

卒業制作(ﾋﾞｼﾞｭｱﾙﾏｰﾁｬﾝﾀﾞｲｼﾞﾝｸﾞ) 
  中島 ゆう子 

 4年 後期  選択   （ 6 単位 演習 ） 


