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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 

 パターンとトワル組み立ての基本を学ぶことを方針とします。服作りは人体を考えることにより、機能的で美しいシルエット

を作り出すことができます。基本的なＣＡＤ操作をし、平面パターン設計を学修します。ボディを使って面やダーツ位置の確認

をしながら、立体の組立てを行います。 

■到達目標（学修成果） 

平面製図→立体を連動して服の形状を学んでいきます。ダーツ展開・ワンピース・衿・袖の基本を学び、パターンをトワル

として組み立てバーチャルではない現実の立体として検証し、パターン力を向上させます。ＣＡＤの基本的な操作を学ぶと共

にトワル作成の基本的なテクニックを身に付け、被服製作の総合的な技術を学修することを目標とします。提出作品はポート

フォリオとしてまとめ、学生の自己点検と教員との意見交換も行います。 

■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、インダストリアルパターン

コース必修科目であり、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基本操作 

ダーツ展開 1（タック）製図・組み立て 

予習：シラバスを確認しておく 

復習：授業で行った製図・組み立ての完成 

45分 

 

2 回 ダーツ展開 2（ヨーク、切り替え線）製図・組み立て 予習：テキストを確認しておく 

復習：授業で行った製図・組み立ての完成 

45分 

 

3 回 ワンピース 1製図・組み立て 

・タイトシルエット ・Aライン 

予習：テキストを確認しておく 

復習：授業で行った製図・組み立ての完成 

45分 

 

4 回 ワンピース 2製図・組み立て 

・プリンセスライン 

予習：テキストを確認しておく 

復習：授業で行った製図・組み立ての完成 

45分 

5 回 衿のバリエーション 1製図・組み立て 

・スタンドカラー ・ショールカラー 

予習：テキストを確認しておく 

復習：授業で行った製図・組み立ての完成 

45分 

 

6 回 衿のバリエーション 2製図・組み立て 

・フラットカラー ・セーラーカラー 

予習：テキストを確認しておく 

復習：授業で行った製図・組み立ての完成 

45分 

7 回 衿のバリエーション 3製図・組み立て 

・シャツカラー  ・台衿付きシャツカラー 

予習：テキストを確認しておく 

復習：授業で行った製図・組み立ての完成 

45分 

 

8 回 袖のバリエーション 1製図・組み立て 

・一枚袖 

予習：テキストを確認しておく 

復習：授業で行った製図・組み立ての完成 

45分 

 

9 回 袖のバリエーション 2製図・組み立て 

・タックスリーブ 

予習：テキストを確認しておく 

復習：授業で行った製図・組み立ての完成 

45分 

 

10 回 袖のバリエーション 3製図・組み立て 

・パフスリーブ 

予習：テキストを確認しておく 

復習：授業で行った製図・組み立ての完成 

45分 

 

11 回 まとめ 1 予習：授業全体を再確認してまとめられるよ

うにしておく  

45分 

 

12 回 まとめ 2 予習：授業全体を再確認してまとめられるよ

うにしておく 

45分 

13 回 工業用パターン、グレーディング（スカート） 復習：授業で行った工業用パターン、グレー

ディングの確認 

30分 

 

14 回 縫製仕様書 復習：授業で行った縫製仕様書の確認 30分 

 

15 回 まとめ 3（manaba提出） 予習：manaba提出のための写真等の整理 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 

 製図は教員が添削して後日学生に返却する。作成したトワルは教員と共にその場でシルエット確認する。トワルと CAD デー

タは PowerPoint でまとめて提出し教員は講評を返信する（学内システム manaba利用）。 

■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 

PATTERN MAKING Ⅰ（杉野学園）、SEWING Ⅰ（杉野学園）、配布プリント 

■参考文献 

 PATTERN MAKING Ⅰ（杉野学園）、SEWING Ⅰ（杉野学園）、被服構成の基礎（奥田有希著）、ドレメ式原型（杉野学園） 

■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 ・進度により日程及び内容を変更することがあります。 

インダストリアルパターンⅠ 
  羽賀 友美 

 2年 前期  インダストリアル必修   （ 2単位 実習 ） 
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■授業の方針・概要 

 前期のインダストリアルパターンⅠを基礎に、手書きと CADでのパターンメーキングを行います。トワルの組立てを行うこと

で、平面→立体の相互関係を学ぶことを方針とします。ピンワークでの組立ても行い、パターン検定に備えます。また感性産業

デザインⅡの授業と連動し、同授業でジャケットのパターンメーキングも行います。 

■到達目標（学修成果） 

 ＣＡＤの操作方法とパターンメーキングの方法を学修します。またパターンをトワルに縫製することで具現化出来る力を養う

ことを目標とします。提出作品はポートフォリオとしてまとめ、学生の自己点検と教員との意見交換も行います。 

■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、インダストリアルパターン

コース必修科目であり、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、前期 CAD復習 

パターンメーキング技術検定試験 3級について 

予習：シラバスを読んでおく 

復習：授業時作業の完了 

30分 

2 回 パンツ製図・組み立て 1 

 

予習：テキストを読んでおく 

復習：授業で行った製図・組み立ての完成                 

45分 

3 回 パンツ製図・組み立て 2 

 

予習：テキストを読んでおく 

復習：授業で行った製図・組み立ての完成                 

45分 

4 回 ブラウス製図 1 

 

予習：テキストを読んでおく 

復習：授業で行った製図の完成 

45分 

5 回 ブラウス製図 2 

 

予習：テキストを読んでおく 

復習：授業で行った製図の完成 

45分 

6 回 ブラウス組み立て 1（ピンワーク） 予習：天竺の準備 

復習：授業で行ったピンワークの完成 

45分 

7 回 ブラウス組み立て 2（ピンワーク） 

 

予習：天竺の準備 

復習：授業で行ったピンワークの完成                 

45分 

8 回 ブラウス まとめ 予習：授業全体を再確認してまとめられる

ようにしておく 

60分 

9 回 パターンメーキング技術検定 3級試験対策 予習：復習 検定に向けてブラウスの製図 

とピンワークの手順を再確認する 

60分 

10 回 インバーテッドプリーツスカート製図・組み立て 

 

予習：テキストを読んでおく 

授業で行った製図・組み立ての完成 

45分 

11 回 ゴアードスカート製図・組み立て 予習：テキストを読んでおく 

授業で行った製図・組み立ての完成 

45分 

12 回 4枚パネルジャケット製図 1 予習：テキストを読んでおく 

復習：授業で行った製図の完成 

45分 

13 回 4枚パネルジャケット製図 2 予習：テキストを読んでおく 

復習：授業で行った製図の完成 

45分 

14 回 4枚パネルジャケット製図 3・組み立て 予習：天竺の準備 

復習：授業で行った製図・組み立ての完成 

60分 

15 回 まとめ（manaba提出） 予習：manaba提出のための写真等の整理 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 

 製図は教員が添削して後日学生に返却する。作成したトワルは教員と共にその場でシルエット確認する。トワルと CAD デー

タは PowerPoint でまとめて提出し教員は講評を返信する（学内システム manaba利用）。 
■成績評価の方法・基準 

授業態度・姿勢 25%  

 

（ﾊﾟﾀｰﾝﾒｰｷﾝｸﾞ技術検定 3級） 

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） 40% 

外部評価・検定試験結果 10% 

■教科書 

PATTERN MAKING Ⅰ・Ⅱ（杉野学園）、パターンメーキング技術検定試験 3級試験問題解答・解説集、配布プリント、 

■参考文献 

 PATTERN MAKING Ⅰ・Ⅱ（杉野学園）、ドレメ式原型（杉野学園）  

■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 

 進度により日程及び内容を変更することがあります。 

インダストリアルパターンⅡ 
  羽賀 友美 

 2年 後期  インダストリアル必修   （ 2単位 実習 ） 
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■授業の方針・概要 

 現在流行している洋服にとらわれず、パターンカッティングの概要を学習し、デザインの実験を行う。それを、実験デザイン

学というオリジナル学問体系の中の一つとして開講する。CADによってパターンを描き 1/2大による作品製作を行う。素材とパ

ターンの違いや、緩み・衣服形状を学ぶ。縫製技術と CADリテラシーの技術力を養成する事を方針とする。 

■到達目標（学修成果） 

目標達成は、工業縫製を意識した CADパターンメーキングを達成することである。縫製技術を向上させることを重点とし、期

間内に効率よく作業が行えるようになり、また様々な素材とパターンの関係を理解できるようになることを目標とする。 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

 この科目は卒業認定に必要な科目で、インダストリアルパターンコース必修科目である。服飾造形の基礎的な知識を得ること

が出来る。 

■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 オリエンテーション  

裁断・縫製について・CAD導入  

予習：シラバスを読んでおく 

復習：裁断 

30分 

30分 

2 回 ボディ ストラクチャー（各種素材）           

・縫製・CAD  

予習：材料用意・裁断準備 

復習：素材選びの検証 

30分 

30分 

3 回 ボディ ストラクチャー（各種素材）           

・縫製・CAD 

予習：縫製手順を考えてくる 

復習：素材選びの検証 

30分 

30分 

4 回 サーキュラー(綿・ウール) 

・縫製・CAD 

予習：材料用意・裁断 

復習：素材選びの検証 

30分 

30分 

5 回 サーキュラー 

・縫製・CAD 

予習：縫製手順を考えてくる 

復習：素材選びの検証 

30分 

30分 

6 回 ゴアード（ニット・布帛・化繊・シルク） 

・縫製・CAD 

予習：材料用意・裁断 

復習：素材選びの検証 

30分 

30分 

7 回 ベル (綿・ポリエステル) ・バルーン(綿・アセテート) 

・縫製・CAD 

予習：材料用意・裁断 

復習：素材選びの検証 

30分 

30分 

8 回 ベル・バルーン 

・縫製・CAD 

予習：縫製手順を考えてくる 

復習：素材選びの検証 

30分 

30分 

9 回 フレアー（シルクジョーゼット・アセテート）  

・縫製・CAD  

予習：材料用意・裁断準備 

復習：素材選びの検証 

30分 

30分 

10 回 フレアー 

・縫製・CAD  

予習：縫製手順を考えてくる 

復習：素材選びの検証 

30分 

30分 

11 回 パターンとシルエット研究 

・縫製・CAD 

予習：材料用意・裁断 

復習：素材選びの検証 

30分 

30分 

12 回 パターンとシルエット研究・縫製 パターンとシルエットに

ついてグループディスカッション・発表 

予習：縫製手順を考えてくる 

  ：素材の検証、必要資料を用意 

30分 

30分 

13 回 オーバーレイ（ニット） 

・縫製・CAD 

予習：材料用意・裁断 

復習：素材選びの検証 

30分 

30分 

14 回 オーバーレイ 

作品撮影・写真まとめ 

予習：撮影の構想を練っておく 

復習：写真の確認 

30分 

30分 

15 回 ポートフォリオまとめ プレゼンテーション 

まとめ（課題のフィードバックを含む） 

予習：プレゼンテーションの準備 

復習：授業まとめ 

30分 

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 

 15 回目に課題についての解説をし、作品返却を行う。 

■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）  50% 

期末試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む）  25% 

外部評価・検定試験結果  0% 

■教科書 

 Fabric, Form and Flat Pattern Cutting      Winifred Aldrich著  Blackwell Science Ltd       

 配布資料 

■参考文献 

 各種ファッション雑誌等 

■オフィスアワー・研究室 

・【連絡研究室】インダストリアルパターン研究室（第 3校舎 2階 3211） 

・時間は初回授業でお知らせします 

■備考 

 進度により、日程および内容の変更あり 

感性産業デザインⅠ 
  佐藤 奈未 

 2年 前期  インダストリアル必修   （ 3単位 演習 ） 
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■授業の方針・概要 

 基本のジャケット製作をし、工業用パターンで表記されている事項が実際の縫製工程でどのように展開されていくのか製作を

通して理解していきます。またジャケットの内部構造を学び、ジャケットがどのように構成されているかを学修します。インダ

ストリアルパターンⅡで作成した CADパターンを縫製する事を方針とします。 

■到達目標（学修成果） 

 ジャケット製作を通して基本的なジャケットの内部構造を理解した工業パターンが作成できるようになること、また工業パタ

ーンでの縫製力を養うことによって工場とのサンプルによるコミュニケーションが出来るようになる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 

この科目は卒業認定に必要な科目で、インダストリアルパターンコース必修科目です。服飾造形の基礎的な知識を得ることが

出来ます。 

■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 オリエンテーション  

デザインについて 縫製仕様書 

予習：シラバスを読んでおく 

復習：デザイン考案 

30分 

30分 

2 回 ポケットの構造を学ぶ 

フラップ付きパッチポケット  

予習：素材準備 裁断 

復習：パッチポケットの完成 

30分 

30分 

3 回 ポケットの構造を学ぶ 

箱ポケット 

予習：素材準備 裁断 

復習：箱ポケットの完成 

30分 

30分 

4 回 ポケットの構造を学ぶ 

玉縁フラップポケット 

予習：素材準備 

復習：玉縁フラップポケットの完成 

30分 

30分 

5 回 ジャケット製作 表地裁断 芯裁断 芯貼りプレス 

表身頃 縫製 

予習：裏地の作業手順を考えておく 

復習：表身頃縫い合わせまで終了させる 

30分 

30分 

6 回 ジャケット製作 裏地裁断 

裏身頃 裏地・見返し 表衿合体 

予習：裏地の作業手順を考えておく 

復習：表衿合体まで終了させる 

30分 

30分 

7 回 ジャケット製作 裏地袖付け  

表身頃 地衿合体 ポケット付け 

予習：衿付け作業手順を考えておく 

復習：地衿合体まで終了させる 

30分 

30分 

8 回 ジャケット製作  

衿付け 四つ止め 

予習：作業手順を考えておく 

復習：四つ止めの完了 

30分 

30分 

9 回 ジャケット製作 袖作り 袖付け  

裄綿 肩パッド付け 

予習：裄綿、肩パッド準備 

復習：袖付けの完了 

30分 

30分 

10 回 パターン検定 3級試験の対策 予習：3級講座の布準備 

復習：3級講座の作業を終了させる 

30分 

30分 

11 回 ジャケット製作 裾始末 中とじ   

 

予習：作業手順を考えておく 

復習：中とじの完了 

30分 

30分 

12 回 ジャケット製作 星止め ボタン付け 仕上げ 

ボタンホール  

予習：作業手順を考えておく 

復習：星止め完了 

30分 

30分 

13 回 シャツの構造を学ぶ 

袖口あき 

予習：素材準備 裁断 

復習：袖口あき部分の完了 

30分 

30分 

14 回 ブラウスの構造を学ぶ袖口始末 

ジャケット課題提出（manaba） 

予習：素材準備 裁断 

復習：袖口始末の完了 

30分 

30分 

15 回 ポートフォリオまとめ プレゼンテーション 

まとめ（課題のフィードバックを含む） 

予習：プレゼンテーションの準備 

復習：全体のまとめ 

30分 

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 

 15 回目に課題についての解説をし、作品返却を行う。個々の課題添削（学内システム manaba利用） 

■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）  35% 

期末試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む）  40% 

外部評価・検定試験結果  0% 

■教科書 

PATTERN MAKING Ⅱ   学校法人 杉野学園        

 SEWING Ⅲ       学校法人 杉野学園 

 配布プリント  

■参考文献 

ドレメ式原型     学校法人 杉野学園    基礎テキスト     学校法人 杉野学園 

SEWING Ⅳ       学校法人 杉野学園 

■オフィスアワー・研究室 

・火曜日 16：20～17：50 

・インダストリアルパターン研究室（第 3校舎 2階 3211） 

■備考 進度により日程及び内容を変更することがあります。 

感性産業デザインⅡ 
  佐藤 奈未 

 2年 後期  インダストリアル必修   （ 3単位 演習 ） 
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■授業の方針・概要 
 １年次の基礎で学んだコンピュータースキルと、配色の知識を活かし、実践で使いこなせるよう、座学と演習を取り入れて授業を進めてゆく。 この授業では、“色”
を客観的に見る力を養う。 
“色”を客観的に扱うために、様々な環境的要因や心理的要因からの影響を理解し、ニーズに合った提案ができるよう、“色の見え”に関するメカニズムを様々な
練習課題を通して涵養してゆく。 
授業では、Word, Excel, PowerPoint, Photoshop, Illustrator と、１年次に学んだアプリケーション全てを、より実践的に活用してゆく事を方針とする。 

■到達目標（学修成果） 
自身のファッションコーディネートや、作品制作、ポートフォリオ等に色彩を効果的に活用する事ができるようになるだけではなく、客観的な視点を持って、根

拠あるエビデンスを提示しながら色を扱えるようになる。 
■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 
 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)については、インダストリアルパターンコース必修科目であり、服飾造形の基礎力及
び、総合的な判断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 初回ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ、第１章産業における色彩（産業と色彩） 予習：ﾃｷｽﾄ第１章を読んでおく 45分 

2 回 

第 4 章流行配色・調和の技術・ファッションイメージとカラーコー
ディネーション① 
流行配色のパターン・調和の技術を活かしたファッションイメージ
をカラーペーパを用いて表現する。 

予習：ﾃｷｽﾄ第 4 章 01 流行配色を読み、不明個所は調べておく。 
復習：問題集該当箇所を解いて理解度を確認する。 
課題：授業内の課題を進めておく。 

45分 

3 回 

第 4 章流行配色・調和の技術・ファッションイメージとカラーコー
ディネーション② 
流行配色のパターン・調和の技術を活かしたファッションイメージ
をカラーペーパを用いて表現する。 

予習：ﾃｷｽﾄ第 4 章 01 流行配色を読み、不明個所は調べておく。 
復習：問題集該当箇所を解いて理解度を確認する。 
課題：授業内の課題を進めておく。 

45分 

4 回 
第 5 章パーソナルコーディネーションと色彩① 
座学の後、グループでパーソナルカラー診断を行なう 

予習：ﾃｷｽﾄ第 5 章 06 を読んでおく 
復習：シーズン毎のファッションイメージ収集。問題集該当箇
所を解いて理解度を確認する。 

45分 

5 回 

第 5 章パーソナルコーディネーションと色彩② 
ペアワーク、お互いのシーズンカラーを活かしたファッションコー
ディネート提案を行なう。 
提案の為のヒアリングを行い、企画立案・ディスカッション 
イメージボードの作成 

予習：シーズン毎のファッションイメージ収集。 
課題：シーズンカラーを用いたファッションコーディネートの
為の企画作成。スタイル画作成（線画） 
課題に必要なデーターの収集  

45分 

6 回 

第 5 章パーソナルコーディネーションと色彩③ 
ペアワーク、お互いのシーズンカラーを活かしたファッションコー
ディネート提案を行なう。 
イメージボード作成。スタイル画作成 

予習：イメージファッション画（線画）を描いておく 
課題：課題を進めておく  
 

45分 

7 回 
第 5 章パーソナルコーディネーションと色彩④ 
課題発表と振り返り（発表時に manaba を通じて学生間相互評価を
してもらう。客観的に自分の作品を振り返り）、ブラッシュアップ 

復習：他者の発表を見た上で、自分の発表の振り返りを manaba
に提出してもらう。 
自分の作品をブラッシュアップさせる。 

45分 

8 回 

第 2 章色彩理論①（光と色：波長による色の見えについて観察と実
験（講義に沿ってワークシートとまとめた後、波長による色の見え
を調査してまとめる）） 

予習：ﾃｷｽﾄ第 2 章 01 光と色を読み、不明個所は調べておく。 
課題：身近なところで見られる波長による色の見えを探して記
録する。 
復習：問題集該当箇所を解いて理解度を確認する。 

45分 

9 回 

第 5 章 04 生産段階における色彩／05 販売における色彩計画 
課題：店舗における色彩（内装、照明、アイテム陳列、ショッパー
等の色について調査する） 

予習：第 5 章 04 生産段階における色彩／05 販売における色彩
計画に目を通し確認しておく。不明箇所は調べておく。 
復習：問題集該当箇所を解いて理解度を確認する。 
課題：路面店における色彩観察（内装・照明・アイテム陳列・
ショッパー等）を行って manaba に記録しておく。 

45分 

10 回 

第 2 章色彩理論②（色覚のしくみ・色彩と心理：視覚のしくみ・色
覚説・色覚の恒常性・色覚異常・色彩の知覚的効果）講義にそって
ワークシートをまとめた後、カラーユニバーサルデザインを考慮し
た配色デザインを考える。 

予習：ﾃｷｽﾄ第２章 02、03 を読み、不明個所は調べておく。街
中に見られるカラーユニバーサルデザインを探す。 
復習：問題集該当箇所を解いて理解度を確認する。 
課題：路面店における色彩観察（内装・照明・アイテム陳列・
ショッパー等）を行って manaba に記録しておく。 

45分 

11 回 
第 2 章色彩理論③色彩の知覚的効果 
カラーユニバーサルデザインを考慮した配色の作成練習 

復習：問題集該当箇所を解いて理解度を確認する。 
課題：路面店における色彩観察（内装・照明・アイテム陳列・
ショッパー等）を行って manaba に記録しておく。 

45分 

12 回 

第 2 章色彩理論④（色彩と心理：心理的な色の見え（代表的な現象
について）・色彩の記憶（記憶色と色記憶）記憶色について、身近
な色をテーマに、その差異を測り、まとめる。 

予習：ﾃｷｽﾄ第２章色彩と心理を読み、不明箇所は調べておく。 
復習：問題集該当箇所を解いて理解度を確認する。 
課題：路面店における色彩観察（内装・照明・アイテム陳列・
ショッパー等）を行って manaba に記録しておく。 

45分 

13 回 

第 3 章色名（基本色名・固有色名（慣用色名）・系統色名・伝統色
名）講義に沿ってワークシートをまとめた後、雑誌や端切れ等様々
な色片を集め、バーリンとケイが挙げたベーシックカラーチームに
分類し、それを更に系統色名で表現する。 

予習：ﾃｷｽﾄ第 3 章 01 色名を読み、不明個所は調べておく。 
復習：問題集該当箇所を解いて理解度を確認する。 
課題：路面店における色彩観察（内装・照明・アイテム陳列・
ショッパー等）を行って manaba に記録しておく。 

45分 

14 回 
店舗における色彩まとめデーター作成 課題：路面店における色彩観察（内装・照明・アイテム陳列・

ショッパー等）を行って manaba に記録しておく。 
45分 

15 回 
店舗における色彩まとめデーター発表 
課題発表と振り返り（発表時に manaba を通じて学生間相互評価を
してもらう。客観的に自分の作品を振り返り）、ブラッシュアップ 

予習：発表の準備をしておく。 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 

課題は基本的に manabaに提出してもらう。プレゼンテーション時の学生間のフィードバックも manabaを通じて行なう。また提出作品へのコ

メント等も基本的に manabaで行なう。また、面談によるフィードバックもあり。 

■成績評価の方法・基準 

授業態度・姿勢 30% 授業に対する積極的な態度、提出物の内容、発表での態度と発表内容、manaba での

振り返り等総合して成績評価致します。 
それ以外の評価基準については、授業内に指示します。 

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 

ファッション色彩[Ⅱ]、ファッション色彩能力検定試験２級問題集（財団法人 日本ファッション教育振興協会） 

■参考文献：デザインを学ぶすべての人に贈る カラーと配色の基本 BOOK 大里浩二著 ソシム株式会社発行 

■オフィスアワー・研究室：初回授業時にアナウンスする・研究室 研究棟 1 階 6012B 

■備考：1 年次の情報演習Ⅱ、色彩のテキスト、カラーペーパ等を使用する事があるので用意しておくように、また、授業内容は進行具合により、前後する可能性

がある。その場合は事前にアナウンスする。USB 等を用意しておくと良い。 

ＣＧデザインⅠ 
  水越 綾 

 2年 前期  インダストリアル必修   （ 1単位 実習 ） 
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■授業の方針・概要 
 １年次の基礎で学んだコンピュータースキルと、配色の知識を活かし、実践で使いこなせるよう、座学と演習を取り入れて授業を進めてゆく。 この授業では、“色”

を客観的に見る力を養う。 

“色”を客観的に扱うために、様々な環境的要因や心理的要因からの影響を理解し、ニーズに合った提案ができるよう、“色の見え”に関するメカニズムを様々な

練習課題を通して涵養してゆく。 
授業では、Word, Excel, PowerPoint, Photoshop, Illustrator と、１年次に学んだアプリケーション全てを、より実践的に活用してゆく事を方針とする。 

■到達目標（学修成果） 
自身のファッションコーディネートや、作品制作、ポートフォリオ等に色彩を効果的に活用する事ができるようになるだけではなく、客観的な視点を持って、根

拠あるエビデンスを提示しながら色を扱えるようになる。 
■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 
 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)については、インダストリアルパターンコース必修科目であり、服飾造形の基礎力及

び、総合的な判断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 

CG デザインⅠのおさらい 

前期で学んだ事柄の復習。前期学修箇所の確認テスト 

第 3 章三属性による色の表示方法・色見本とカラーコード。講義

に沿ってワークシートをまとめる。 

予習：CG デザインⅠで学んだ事を各自確認しておく 

復習：確認テストで理解できていなかった箇所を再度読み返してお

く。また、該当箇所の問題集を説いて理解を確認する。 

45 分 

2 回 

第 4 章色彩調和理論、講義に沿ってワークシートをまとめる。 予習：教科書第４章を確認しておく。不明箇所は調べておく。 

復習：再度教科書を読み返し、問題集該当箇所を説いて理解を確認

する。  

45 分 

3 回 

第 5 章 01 ファッション産業において色彩を取り扱う姿勢／02 情

報としての色彩①～結果情報を分析し予測を立てる（１ブランド

を選び、過去３年分のコレクションデーターからシーズン毎の頻

出色と傾向を調査し、定量的データーとしてまとめる） 

予習：教科書第 5 章 01 を確認しておく。不明箇所は調べておく。 

復習：問題集該当箇所を解いて理解度を確認する。 

課題：コレクションのデーターを集める 

45 分 

4 回 

第 5 章 02 情報としての色彩②～結果情報を分析し予測を立てる

（１ブランドを選び、過去３年分のコレクションデーターからシ

ーズン毎の頻出色と傾向を調査し、EXCEL 等を利用して、定量的

データーとしてまとめる） 

提出後、manaba を通じてフィードバックを行う。 

予習：教科書第 5 章 02 を確認しておく。不明箇所は調べておく。 

復習：問題集該当箇所を解いて理解度を確認する。 

課題：コレクションのデーターを集める 

45 分 

5 回 

第 5 章 02 情報としての色彩②～過去３年分の定量的カラー情報

から経年変化の傾向をまとめる（Excel, Illustrator） 

予習：教科書第 5 章 02 を確認しておく。不明箇所は調べておく。 

復習：問題集該当箇所を解いて理解度を確認する。 

課題：課題を進める。 

45 分 

6 回 

第 5 章 02 情報としての色彩②～過去３年分の定量的カラー情報

から経年変化の傾向をまとめる（Excel, Illustrator） 

提出後、manaba を通じてフィードバックを行う。 

予習：教科書第 5 章 02 を確認しておく。不明箇所は調べておく。 

復習：問題集該当箇所を解いて理解度を確認する。 

課題：フィードバックを元に修正を行う。 

45 分 

7 回 

第 5 章 03 商品企画における色彩計画①／過去の情報から今後の

トレンド予測を行う（トレンドカラーパレット作成とファッショ

ン画を作成する）（Illustrator, Photoshop） 

予習：教科書第 5 章 03 を確認しておく。不明箇所は調べておく。 

復習：問題集該当箇所を解いて理解度を確認する。 

課題：ファッション画（線画）を作成する 

45 分 

8 回 

第 5 章 03 商品企画における色彩計画②／過去の情報からトレン

ド予測を行う（トレンドカラーパレッとト作成とファッション画

を作成する）（Illustrator, Photoshop） 

提出後 manaba を通じてフィードバックを行う。 

予習：第 5 章 02 情報としての色彩課題制作・コレクションのﾘｻｰチ

について教科書を読み確認をしておく。不明箇所は調べておく。 

復習：問題集該当箇所を解いて理解度を確認する。 

課題：フィードバックを元に修正を行う。  

45 分 

9 回 プレゼンテーションの為の資料作成（PowerPoint） 課題：プレゼンの準備を行う。 45 分 

10 回 

プレゼンテーションを行なう。 

プレゼンテーション中は manaba 上で、学生間相互評価を行う。

客観的に自分の作品を振り返り、ブラッシュアップしてもらう。 

課題：発表に対する振返りを行ない、manaba に記入する。 45 分 

11 回 

第 5 章テキスタイルデザインにおける配色展開 

柄を作成し、配色を行なったものを移調してイメージの変化を確

認する。 

予習：教科書第 5 章を確認しておく。不明箇所は調べておく。 

復習：問題集該当箇所を解いて理解度を確認する。 

45 分 

12 回 

第 5 章テキスタイルデザインにおける配色展開柄を作成し、配色

を行なったものを移調してイメージの変化を確認する。 

プレゼンテーションを行なう。 

プレゼンテーション中は manaba 上で、学生間相互評価を行う。

客観的に自分の作品を振り返り、ブラッシュアップしてもらう。 

予習：教科書第 5 章を確認しておく。不明箇所は調べておく。 

課題：発表に対する振返りを行ない、manaba に記入する。 

45 分 

13 回 
ファッションコーディネート記録を excel を使用して定量的・定

性的にまとめ、Illutrator でレイアウトする。 

予習：撮り貯めたコーディネート写真を時系列にまとめておく。 

課題：課題を進めておく。 

45 分 

14 回 
ファッションコーディネート記録を excel を使用して定量的・定

性的にまとめ、Illutrator でレイアウトする。 

課題：課題を進めておく。 45 分 

15 回 
プレゼンテーション 

最終まとめとふりかえり 

予習：プレゼンテーションの準備を整えておく。 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 

 提出課題へは添削後、返却する。面談によるフィードバックもあり。 

■成績評価の方法・基準 

授業態度・姿勢 30% 授業に対する積極的な態度、提出物の内容、発表での態度と発表内容、manaba での振り返り等
総合して成績評価致します。 
それ以外の評価基準については、授業内に指示します。 

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 ファッション色彩[Ⅱ]、ファッション色彩能力検定試験２級問題集（財団法人 日本ファッション教育振興協会） 

■参考文献 デザインを学ぶすべての人に贈る カラーと配色の基本 BOOK 大里浩二著 ソシム株式会社発行 

■オフィスアワー・研究室 初回授業時にアナウンスする・研究室 研究棟 1 階 6012B 

■備考 1 年次の情報演習Ⅱ、色彩のテキスト、カラーペーパ等を使用する事があるので用意しておくように、また、授業内容は進行具合により、前後する可能性

がある。その場合は事前にアナウンスする。USB 等を用意しておくと良い。 

ＣＧデザインⅡ 
  水越 綾                2 年 後期  インダストリアル必修   （ 1単位 実習 ） 
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■授業の方針・概要 

１年次に人体工学論で学習したアパレル設計を基礎とし、パターンカッティングの原点を探求する。フィッティングを学び、

マス・カスタマイゼーション〔顧客への個別対応〕の考察をする。この考え方は、従来の工業ボディを使用するだけではなく、

体型別に顧客データをパターン化し、ターゲットサイズの設定から、原型作り、補正（規格外サイズへの対応）の後、縫製工程

に進めるというプロセスを学習する。Customizing Design bodyを製作しそのサイズで販売した指導者の経験をいかして指導を

行う事を方針とする。 

■到達目標（学修成果） 

人体工学的なパターン作りによる的確なサイズ設定と、ハンドで引く製図との整合性が理解出来るようになる。 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

インダストリアルパターンコース必修科目で卒業認定・学位授与の該当授業科目である。次世代におけるハイブリットなパタ

ンナー育成のための専門知識を目指す。 

■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 シラバス日程 被服設計と人体工学の概要（採寸について） 

 

準備 A4ファイル順義 10分 

2 回 標準体型から個人原型（補正について） 

 

復習 教科書暗記、プリント整理 90分 

3 回 ダーツについて 

 

復習 ダーツについて ノート作り 

 

90分 

4 回 そでの補正  

 

復習 そでの補正 ノート作り 90分 

5 回 

 

ドロップショルダー応用 スクエアースリーブ 

 

復習 ドロップショルダー応用 スク

エアースリーブ ノート作り 

90分 

6 回 ラグランスリーブ 復習 ラグランスリーブ ノート作り 90分 

7 回 スカートの補正 

 

復習 スカートの補正 ノート作り 

 

90分 

8 回 ゴアードスカート 

 

復習 ゴアードスカート ノート作り 90分 

9 回 企業による講演会 （ボディについて） 復習 ボディ購入について検討 90分 

10 回 ヨーク付きフレアースカート 復習 ヨーク付きフレアースカート 

ノート作り 

90分 

11 回 カラーの補正 

 

復習 カラーの補正 ノート作り 

 

90分 

12 回 ピーターパンカラー 

 

復習 ピーターパンカラー ノート作

り 

90分 

13 回 コルシャールテーラーカラー 

 

復習 コルシャールテーラーカラー 

ノート作り 

90分 

14 回 プリント確認 復習 教科書暗記、プリント整理 90分 

15 回 まとめ（フィードバック ファイル点検） 復習 プリント確認 10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 

 15回目 授業内小テスト、ファイルを一人ずつ採点し返却する。 

■成績評価の方法・基準 

 

 

 

 

 

■教科書 

PATTERN MAKING Ⅰ・Ⅱ  杉野学園  

佐藤隆三、他著 ｢アパレル設計のイノベーション｣ 繊研新聞社出版 配布プリント 

■参考文献 

パターンメーキング技術検定試験 2級試験問題   一般財団法人日本ファッション教育振興協会 

 ISO 8559  Garment construction and anthropometric surveys  Body dimensions 

■オフィスアワー・研究室 

木曜日 10：40～12：00 【連絡教室】インダストリアルパターン研究室（第 3校舎 2階） 

■備考 

日程により予定変更あり。工場見学あり。（BMDシステム、キイヤ座間工場） 

授業態度・姿勢 20% 出席を毎回確認する 

授業内試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む） 35% スタイル画とパターン 

期末試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む） 45% 15回目で課題返却 

外部評価・検定試験結果 0%  

人体工学設計技術Ⅰ 
  住野 雅子 

 2年 前期  インダストリアル必修   （ 2単位 講義 ） 
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■授業の方針・概要 

人体工学・計測・設計技術Ⅰで学んだ人体と衣服の空隙量にともなう理論展開をする。人体の動きやそれにともなう素材を学

修する。［歩く］という動きの中に必要な運動量を実験する。日常生活における動作を服の中に取り入れることによって、空隙

量の変化を学修する。Customizing Design bodyを製作しそのサイズで販売した指導者の経験をいかし指導を行う事を方針とす

る。 

■到達目標（学修成果） 

 パタンナーとして、正確に修正が出来、様々なデザイン画を読み取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 

インダストリアルパターンコース必修科目で卒業認定・学位授与の該当授業科目である。次世代におけるハイブリットなパタ 

ンナー育成を目指す。 

■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 衣服設計と人体のメカニズムについて          

人体を 3次元から平面展開する理論 

予習 A4ファイル 1冊 10分 

2 回 首に対する衿の考え方 BNPと FNPにおける前屈、後伸の可動

範囲からの知見で衿を作るとは何か考える。 

復習 首の形状を描く 90分 

3 回 肩における傾斜における補正値を理解する。 

体型によるデザイン １ 

体型によるデザイン ２ 

復習 カラーと肩の形状をまとめる 90分 

4 回 コートのバリエーション（スタイル画とパターン） 復習 コート プリント整理 90分 

5 回 ジャケット（スタイル画とパターン） 復習 ジャケット プリント整理 90分 

6 回 1980年代ワンピースその 1（スタイル画とパターン） 復習 1980年代をまとめてくる NO.1 90分 

7 回 1980年代ワンピースその 2（スタイル画とパターン） 復習 1980年代をまとめてくる NO.2 90分 

8 回 生産管理 1（布選びからのスタイル画） 復習 布からのデザインの考案 NO.1 90分 

9 回 パターメーキング 3級対策模擬試験 復習 試験準備 90分 

10 回 テーマを決めて布からのスタイル画を描く 復習 テーマについて考案してくる 90分 

11 回 各自で選んだスタイル画で、パターンの確認を行う。 復習 パターン確認 90分 

12 回 プレゼンテーションからのグループ分け 復習 グループ間の情報交換 90分 

13 回 配布プリントのまとめ 復習 プリント整理 90分 

14 回 人の動きを含め、服の空隙量を考える。劇団山の手事情社と

コラボレーションによる実験。 

復習 感想文 A4縦 横書き 表紙付け  

る 

90分 

15 回 フィードバック ファイル点検 感想文提出 

 

復習 まとめ 10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 

  15回目 スタイル画とパターンを提出確認し、適切かどうか考慮し評価する。一人ずつ採点し、返却する。 

■成績評価の方法・基準 

 

 

 

 

 

■教科書 

PATTERN MAKING Ⅰ・Ⅱ  杉野学園  

佐藤隆三、他著 ｢アパレル設計のイノベーション｣ 繊研新聞社出版 

 配布プリント 

■参考文献 

 パターンメーキング技術検定試験 3級試験問題   一般財団法人日本ファッション教育振興協会 

ISO 8559  Garment construction and anthropometric surveys  Body dimensions 

■オフィスアワー・研究室 

水曜日 12：30～13：30【連絡教室】インダストリアルパターン研究室（第 3校舎 2階） 

■備考 

日程変更あり 3級パターンメーキング検定取得あり 

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） 35%  

期末試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む） 45% 15回目でファイル返却 

外部評価・検定試験結果 0%  

人体工学設計技術Ⅱ 
  住野 雅子 

 2年 後期  インダストリアル必修   （ 2単位 講義 ） 


