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■授業の方針・概要 

この授業の目的は衣装表現に必要な知識と表現力を学び、造形技術の基礎力・応用力を身に付けることにある。担当教員の欧米におけるオペ

ラ、バレエ、映画等の衣装デザイナーのキャリアを活かした実践的なデザイン指導や、アパレルメーカーでのモデリスト、パタンナーとして

の実務経験に基づく技術指導により各自の衣装に対する表現力を養う。衣装表現に必要な知識と表現力を写真や映像などで学び、造形してい

くための基礎力、応用力、技術力を養う。 

到達目標（学修成果） 

 西洋服飾史の知識を得て時代衣装を把握し、イメージを作りデザイン画を描き実際に制作す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 

 本科目は服飾表現学科の衣装デザイン専攻の学生にとって必修であり、服飾表現の基礎となる表現方法を学ぶ科目です。 

■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 大町、瀧川：オリエンテーション 
18世紀スタイルの衣装制作に向けての講義、時代衣装の考察 
時代衣装と現代の服との関連性について 

予習：シラバスの確認 
復習：時代考証の解釈 

60分 

2回 大町：日々見たもの・感じた物を描きプレゼンテーション 
デザイン（人物像の考察レポートとデザイン画）について 
動画を観ながら衣装表現を学ぶ 

予習：イメージ作り 
復習：レポート・デザイン画準備 

60分 

3回 瀧川：各アイテムのパターン制作（ブラウス、ボディス、スカート） 予習：テキストの下調べ 
復習：制作を進める 

30分 

4回 大町：日々見たもの・感じた物を描きプレゼンテーション 
１回目個別デザイン相談（レポートとデザイン画） 
生地・素材についてのオリエンテーション 動画を観ながら衣装表現を学ぶ 

予習：レポート・デザイン画作成 
復習：レポート・デザイン画修正 

60分 

5回 瀧川：パターン・トワル制作（ブラウス、ボディス） 予習：制作を進める 
復習：制作を進める 

30分 

6回 大町：日々見たもの・感じた物を描きプレゼンテーション 
2回目個別デザイン相談（素材や生地も含む） 
空間の中での衣装の認識・スタジオ演習 動画を観ながら衣装表現を学ぶ 

予習：レポート・デザイン画修正 
復習：イメージを深める 

60分 

7回 瀧川：ペチコート・衣装制作（ボディスに生地作り、スカートのボリュー
ムと丈確認） 

予習：制作を進める 
復習：制作を進める 

30分 

8回 大町：校外研修（舞台、映画、展覧会鑑賞など）で衣装を立体的に学びレ
ポート提出 

予習：題材について知識を得る 
復習：レポート作成 

30分 

9回 瀧川：衣装制作（ボディスの装飾） 予習：制作を進める 
復習：制作を進める 

30分 

10回 大町：日々見たもの・感じた物を描きプレゼンテーション 
空間の中での衣装の認識・照明の効果などスタジオ演習 

予習：イメージを深める 
復習：撮影企画書制作 

30分 

11回 瀧川：衣装制作（全体のバランス調整） 予習：制作を進める 
復習：制作を進める 

30分 

12回 大町：日々見たもの・感じた物を描きプレゼンテーション 
トータルイメージに向けてアクセサリー、小物、靴、メイクやヘアスタイ
ルの考察 撮影企画書提出 

予習：スタイリング考察 
復習：完成イメージを深める 

30分 

13回 瀧川：課題作品提出 小物などの制作 予習：課題作品を完成させる 
復習：ポートフォリオ作成 

60分 

14回 大町、瀧川：各自メイクやヘアースタイル整え製作した衣装を着装し撮影
する。 「カメラワーク」照明・背景」で衣装のトータルイメージを最終的
に完成させる。ポートフォリオ提出 

予習：撮影のための準備 
復習：プレゼンの準備をする 

60分 

15回 大町、瀧川：プレゼンテーション・ディスカション・講評 予習：プレゼンの準備をする 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 

 授業内に提出した課題について随時解説と講評をする 
■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% 

■教科書必要に応じて資料を配布する。 

■参考文献 Patterns of Fashion  Janet Arnold著  Women’s Dress Patterns  Susan North and Jenny Tirana著 

■オフィスアワー・研究室 

 日野校舎 B202 衣装表現研究室  オフィスアワー：第１回目の授業で指示する。 

■備考  進度により日程及び内容を変更する場合がある。 

       感性を磨きより広い視野を持つことを各自が心がける。 

衣装デザイン・制作Ⅱ 
  大町 志津子・瀧川 美佐子 

 3年 前期  選択   （ 2 単位 実習 ） 
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■授業の方針・概要 

この授業の目的は衣装表現に必要な知識と表現力を学び、造形技術の基礎力・応用力を身に付けることにある。担当教員の欧米におけるオペ

ラ、バレエ、映画等の衣装デザイナーのキャリアを活かした実践的なデザイン指導や、アパレルメーカーでのモデリスト、パタンナーとして

の実務経験に基づく技術指導により各自の衣装に対する表現力を養う。 
■到達目標（学修成果） 

 西洋服飾史の知識を得て時代の衣装を把握し、イメージ作りデザイン画を作成し実際に制作す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 

 本科目は服飾表現学科の衣装デザイン専攻の学生にとって必修であり、服飾表現の基礎となる表現方法を学ぶ科目です。 

■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 大町、瀧川：オリエンテーション 
19世紀スタイルの衣装制作に向けての講義 時代衣装の考察 
時代衣装と現代の服との関連性について 

復習：文献を見ておく 60分 

2回 大町：日々見たもの・感じた物を描きプレゼンテーション 
イメージトレーニングでデザイン画作成 
デザイン制作（人物像考察レポート、デザイン画）について 
動画を観ながら衣装表現を学ぶ 

予習：時代考証 
復習：レポートデザイン画準備 

60分 

3回 瀧川：19世紀スタイルのコルセット・パターン制作 予習：レポートデザイン画準備 
復習：レポートデザイン画作成 

30分 

4回 大町：日々見たもの・感じた物を描きプレゼンテーション 
イメージトレーニングでデザイン画作成 
１回目個別デザイン相談（レポートとデザイン画） 
生地・素材についてのオリエンテーション  動画を観ながら衣装表現を学ぶ 

予習：レポートデザイン画作成復
習：レポートデザイン画修正 

60分 

5回 瀧川：パターン・トワル制作（ボディス,袖、スカート） 予習：制作を進める 
復習：制作を進める 

30分 

6回 大町：日々見たもの・感じた物を描きプレゼンテーション 
イメージトレーニングでデザイン画作成 
2回目個別デザイン相談（素材・生地も含む） 
空間の中での衣装の認識・スタジオ演習  動画を観ながら衣装表現を学ぶ 

予習：レポートデザイン画修正 
復習：イメージを深める 

60分 

7回 瀧川：衣装制作（実物仮縫い） 予習：制作を進める 
復習：制作を進める 

30分 

8回 大町：校外研修（舞台、映画、展覧会鑑賞など）で衣装を立体的に学び、レポート
提出 

予習：題材について知識を得る 
復習：レポート作成 

30分 

9回 瀧川：衣装制作(襟の装飾） 予習：制作を進める 
復習：制作を進める 

30分 

10回 大町：日々見たもの・感じた物を描きプレゼンテーション 
イメージトレーニングでデザイン画作成 空間の中での衣装の認識・スタジオ演習 

予習：イメージを深める 
復習：イメージを深める 

30分 

11回 瀧川：衣装制作（全体のバランス調整） 予習：制作を進める 
復習：制作を進める 

30分 

12回 大町：日々見たもの・感じた物を描きプレゼンテーション 
イメージトレーニングでデザイン画作成 
トータルイメージに向けてのアクセサリー、小物、靴やメイクやヘアスタイルの考
察  撮影に向けての企画書提出 

予習：撮影企画書作成 
復習：スタイリングを考える 

60分 

13回 瀧川：衣装制作 課題作品提出 予習：作品を完成させる 
復習：ポートフォリオ作成 

60分 

14回 大町、瀧川：各自メイクやヘアースタイルを整え、制作した衣装を着装し撮影をす
る。「カメラワーク」照明・背景」で衣装のトータルイメージを最終的に完成させ
る。 ポートフォリオ提出 

予習：撮影のための準備をする 
復習：プレゼンテーションの準備 

30分 

15回 大町、瀧川：プレゼンテーション・ディスカション・講評 予習：プレゼンテーションの準備 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 

  授業内に提出した課題について随時解説と講評をする。 

■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% 

■教科書必要に応じて資料を配布する。 

■参考文献 Patterns of Fashion  Janet Arnold著  Women’s Dress Patterns  Susan North and Jenny Tirana著 

■オフィスアワー・研究室 日野校舎 B202 衣装表現研究室 オフィスアワー：第１回目の授業で指示する 

■備考 進度により日程及び内容を変更する場合もある。  感性を磨きより広い視野を持つ事を各自心がける。 

衣装デザイン・制作Ⅲ 
  大町 志津子・瀧川 美佐子 

 3年 後期  選択   （ 6 単位 演習 ） 


