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■授業の方針・概要 

 基礎造形及び 2年次モードクリエーションⅠ・Ⅱで学んだ造形基礎をベースに自分の表現したい造形を作るための平面製図方

法と縫製方法の応用を学びます。人体に適応した造形を学ぶために個人体型を把握し、デザイン性を加えて作品を作ります。実

務経験の豊富な企業パターンナーに軽衣料のパターンと縫製に関する知識と技術について特別演習を授業内に行います。 

■到達目標（学修成果） 

 各自のイメージを的確に服飾造形作品として造り上げることができる知識と技術の習得を目標とします。人体に適応した造形

を作成する能力と作品制作のプロセスを的確に判断し、応用できる力をつけることを目指します。服のデザイン・パターン・縫

製・プレゼンに必要な技術等が修得でき、学位授与に繋がります。 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

 この科目はモードクリエーションコース専門科目（服飾関係）必修科目として卒業認定に関わる要件科目です。また、ディプ

ロマポリシーの専門教育課程コース別教育目的と目標の達成に資する科目です。 

■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と採寸・製図の考え方 

各自ファンデーション製図 

予習：授業内容を理解するためにシラバ

スを読んでおくこと  

30分 

2 回 製図の寸法確認→トワル組み立て方 

トワル作成 

予習：各自ファンデーションの製図を完

成させ、袖原型を描く。 

120分 

3 回 各自ファンデーション補正と製図訂正 

各自最終原型作成 

予習：各自ファンデーショントワルを完

成させる。 

120分 

4 回 各自ファンデーション製図訂正と寸法表訂正 

シャツ袖のあきの始末（剣ボロ） 

復習：各自製図と寸法表を完成させる。 

復習：試作をファイルにまとめる。 

60分 

5 回 ホワイトシャツの製図と縫製方法 

各自ホワイトシャツの縫製手順の説明 

復習：授業で学んだホワイトシャツの実

物大製図を仕上げる。 

60分 

6 回 各自ホワイトシャツのパターンと型紙 

縫製技術による表現説明① 

復習：ホワイトシャツの型紙を仕上げる 

縫製技術の説明の試作を行う。  

60分 

7 回 各自自分サイズのホワイトシャツ製作 

縫製技術による表現説明② 

復習：ホワイトシャツの縫製を説明のと

ころまで終える。 

60分 

8 回 各自自分サイズのホワイトシャツ製作 

素材による縫製手順説明① 

予習：2作目のデザインを描く。 

復習：ホワイトシャツの型紙を仕上げる 

30分 

9 回 各自自分サイズのホワイトシャツ製作完成 

各自２作目作品デザイン・素材の検討 

復習：ホワイトシャツの縫製の続きをす

る。素材による縫製の説明の試作を行う 

60分 

10 回 実務経験者による軽衣料縫製とパターンについて演習 

各自２作目作品パターン 

予習：軽衣料について質問を考える 

復習：2作目のパターンを仕上げる。 

90分 

11 回 各自２作目作品トワル補正→製図直し 

素材による縫製手順説明② 

復習：ホワイトシャツの仕上げ。 

素材による縫製の試作を行う。 

90分 

12 回 各自２作目作品型紙と縫製手順確認→実物布裁断 

実務経験のある東京コレクションデザイナーによるポートフ

ォリオについての講演とワークショップ 

予習：２作目デザインの検討。 

縫製技術の試作のまとめ。 

復習：自分のポートフォリオ試作 

30分 

13 回 各自２作目作品縫製 

素材による縫製試作・試作（部分縫い）提出 

復習：２作目作品の縫製の続きをする。 

素材による試作のまとめ 

30分 

14 回 各自２作目作品制作仕上げ試作（部分縫い）提出→お互いに

講評しディスカッションを行う（アクティブラーニング） 

復習：２作目作品のまとめ。試作の評価

を受けてポートフォリオにまとめる。 

90分 

15 回 作品のプレゼン提出と評価の講評を受けて直し等を行う。 

試作のコメントをつけて返却 前期まとめ 

復習：講評を受けて自分の作品を振り返

り、ポートフォリオにまとめる。 

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 

 提出物に関しては授業内で講評、作品の返却を行う。 

■成績評価の方法・基準 

授業態度・姿勢 30% 授業態度（欠席・遅刻も含む） 

授業内試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む） 20% 日常課題提出や完成度 

期末試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む） 50% 作品の完成度とプレゼン能力 

外部評価・検定試験結果 0%  

■教科書 

 ドレメ式原型の教科書各種 

■参考文献 モード雑誌各種 

■オフィスアワー・研究室 

 オフィスアワー日時は授業初日に伝えます。教室：2401教室（第２校舎４階）・研究室：研究棟２階 6021 

■備考 

 進度により、日程及び内容は変更することがあります。 

 各自ボディを購入します。また、ゼミ参加や工場見学、ミシンショー、展示会、美術館等の見学に参加します。 

 9月見学期間に工場見学に参加します。 

モードクリエーションⅢ① 
  北折 貴子 

 3年 前期  モード必修   （ 4単位 実習 ） 
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■授業の方針・概要 

 モードクリエーションコースの目標である、自ら考え、イメージを的確に造形として具現化できる力を身につけるために、1、

2年次の学修を基に、デザインとパターン、素材や縫製テクニックの関係をより深く学び、作品制作と課題を行います。作品ご

とに課題テーマを設定し、制作した作品は縫製仕様書と 1/5大製図にまとめ、完成作品は資料と共にプレゼンテーションを行い

ます。各種コンテストや産学協同のプロジェクトに参加し、積極的に自分の作品を発表します。 

■到達目標（学修成果） 

 パターンや縫製の知識と技術を身につけることで、各自の「イメージ」を的確に「服飾造形作品」としてつくり上げる創作力

がつきます。また、作品制作のプロセスを通して、作品評価の基準をもつことができるようになります。 
■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

 この科目はモードクリエーションコース専門科目（服飾関係）必修科目として卒業認定に関わる要件科目です。また、ディプ

ロマポリシーの専門教育課程コース別教育目的と目標の達成に資する科目です。 

■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 1,2年次に学修した基礎的なパターン

と縫製方法の復習と確認    

シラバスを読む 基礎を確認し、自分の

知識をブラッシュアップする 

60分 

2 回 作品 1 ダーツをデザイン化した作品 作品制作実習  

デザイン決定→パターン→トワル作成→補正 サンプル確認 

作品 1のためのリサーチとデザイン考

案パターンを完成させる 

60～90分 

3 回 作品 1 ダーツをデザイン化した作品 作品制作実習  

途中経過確認→縫製 

途中経過確認を踏まえ、計画にあわせ作

品制作を進める 

60～90分 

4 回 作品 1 ダーツをデザイン化した作品 作品制作実習    

作品完成 資料をまとめ、プレゼンテーションの準備 

計画にあわせ作品制作を進める 60～90分 

5 回 作品 1 ダーツをデザイン化した作品 作品完成      

プレゼンテーション・講評   

作品を完成させプレゼンテーション資

料作成   

60～90分 

6 回 課題 1 造形技法研究① ビュスティエの縫製 縫製→完成 

 

ビュスティエについて調査     

課題作成を進め、完成させる 

60～90分 

7 回 課題 2 デザイン発想  歴史衣裳についての調査 

課題 3 造形技法研究② 透ける素材の縫製 実習準備 

歴史衣裳についての調査      

課題作成を進める 

60～90分 

8 回 課題 2 デザイン発想  歴史衣裳についての調査のまとめ 

課題 3 造形技法研究② 透ける素材の縫製 縫製 

調査をまとめ資料作成 

計画にあわせ課題作成を進める 

60～90分 

9 回 課題 2 デザイン発想  調査に基づきデザイン考案・提出 

課題 3 造形技法研究② 透ける素材の縫製 縫製→完成 

 

課題作成を進め、完成させる  

60～90分 

10 回 作品 2装飾技法を取り入れた作品 作品制作実習 

デザイン考案→パターン→トワル作成→補正→サンプル確認 

装飾技法について調査しデザイン考案 

パターンを完成させる 

60～90分 

11 回 作品 2装飾技法を取り入れた作品 作品制作実習  

補正→サンプル確認→縫製準備→縫製 

サンプル作成 

作品制作を進める 

60～90分 

12 回 作品 2装飾技法を取り入れた作品 作品制作実習 

途中経過確認→縫製 

途中経過確認を踏まえ、計画にあわせ作

品制作を進める 

60～90分 

13 回 作品 2装飾技法を取り入れた作品 作品制作実習 

縫製→完成 

作品制作を進め完成させる 

プレゼンテーション資料作成 

60～90分 

14 回 作品 2装飾技法を取り入れた作品 作品制作実習     

作品完成→プレゼンテーション・講評  

歴史衣裳を元に特徴的なシルエットに

ついて調査しデザイン考案 

60～90分 

15 回 作品 3 特徴的なフォルムの作品（グループワーク）デザイン

考案→パターン・サンプル作成  前期のまとめ 

課題２を元に調査とデザイン考案  

夏期休業中の課題を検討する 

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 

 作品、課題、プレゼンテーションに対しては、ディスカッションや講評を行いフィードバックします。 

■成績評価の方法・基準 

授業態度・姿勢(出欠を含む) 30% 出席状況、課題への取り組み状況は必ず評価に含めます。 

授業内試験・課題(ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む) 70% 作品は創作力（イメージをかたちにする力）を重視して採点します。 

課題の提出状況・プレゼンテーション能力も評価対象とします。 

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 必要に応じプリントを配布します。 

■参考文献 

 ドレメ原型、 PATTERN MAKING ⅠⅡ、 SEWINGⅠⅡⅢ Ⅳ、 基礎テキスト  

各種モード雑誌、その他逐次紹介します。 

■オフィスアワー・研究室 

 オフィスアワー：第 1回目の授業で指示します。 

研究室：    研究棟 3F 6032B 

■備考 日程および予定は、授業進度などにより、変更することもあります。 

準備学修の必要時間はあくまで目安であって、各自課題の進捗状況にあわせ必要な時間を確保してください。 

モードクリエーションⅢ② 
  安部 智子 

 3年 前期  モード必修   （ 4単位 実習 ） 
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■授業の方針・概要 

 社会で実践的に役立つ工業用パターンの知識と、柔軟で応用力のあるパターン、縫製方法を学びます。重衣料の製作を通して、

工業縫いとオートクチュール縫製の両方を理解できるようにします。実務経験のあるモデリストによるパターンと縫製の特別演

習を受け、業界の実際のパターン縫製について学びます。また既製服の型抜き技術を修得します。 

■到達目標（学修成果） 

 高度なデザイン、パターン、縫製能力を習得することを目標とします。一通りのアイテムにおけるパターンを理解し、作成す

る技術力をつけることを目指します。縫製仕様書を作成できる能力を身に着けます。 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

 モードクリエーションコース専門科目として卒業認定の卒業要件科目です。モードクリエーション卒業制作との授業に関連し、

既存にない服の形状でも表現できることを目標に必要な技術等が修得でき学位授与に繋がります。 

■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 後期オリエンテーションと各自原型を基に重衣料（ジャケッ

ト、コート、マント）のデザインと素材の検討→各自製図 

予習：重衣料のデザインを考える。 

復習：授業で行った製図を完成させる。  

120分 

2 回 重衣料作目の各自製図の確認とトワル作成 

→トワル補正 

予習： トワルを完成させる。 

復習：補正における製図の訂正を行う。 

120分 

3 回 重衣料における実務経験のモデリストによる各自のパターン

とトワルの補正確認を体験し、各自製図修正を行う。 

予習：特殊な縫製箇所の部分縫いを行

い、縫製手順の確認を行う。 

30分 

4 回 重衣料の製図訂正と部分縫い 

縫製手順の確認 

復習：授業で終えられなかった型紙を完

成させる。  

30分 

5 回 工業用パターン（表地、裏地、見返し、その他）の型紙と縫

製方法 1作目実物裁断と芯選び→接着後、しるし入れ 

予習：接着後しるしを入れる。 

     テープ類の接着を終える。  

60分 

6 回 重衣料作目縫製（ダーツポケット等） 

特殊な形の縫製テクニック①（プリントによる説明） 

復習：授業で終えられなかった作業を行

う。  

90分 

7 回 重衣料縫製（裏地縫製） 

特殊な形の縫製テクニック②（薄物のあきの始末） 

復習：薄物のあきの始末を完成する。 90分 

8 回 重衣料縫製（表地肩縫いと地衿付け） 

表袖作り 

復習： 地衿作成と表袖を完成する。 60分 

9 回 重衣料縫製（裏地縫製と表衿付け及び裏地袖作り）  

・卒制へ向けて技法技術説明１ 

復習： 裏地完成とボタンホールの仕上

げ及びボタン等副資材の購入 

120分 

10 回 重衣料（ボタンホール、ボタン付け等 まとめ） 

ラブオフ（既製服から型を抜く方法）説明とグループ発表 

復習： 完成に向けて重衣料の縫製を行

う 

120分 

11 回 ラブオフ（グループでディスカッションを行いながら、型を

抜くために地の目を入れる）・卒制へ向けて技法技術説明２ 

復習：グループで作業確認を行い、作業

工程の確認をする。  

90分 

12 回 ラブオフ（グループでディスカッションを行いながら、パタ

ーンを描き、薄紙で確認する）・卒制へ向けて技法技術説明３ 

復習： グループで作業確認を行い、作

業工程の確認をする。 

120分 

13 回 ラブオフ（グループでディスカッションを行いながら、製図

訂正を行い、試作を作成し、製図を確定する） 

復習： 

型抜きを製図にまとめる。 

120分 

14 回 ラブオフグループ発表のための準備をグループで行う。 

デザイナー研究について説明とグループ決め 

復習：講評を受けて作品を振り返り、ポ

ートフォリオにまとめる。 

120分 

15 回 重衣料及びラブオフ試作のプレゼン提出と講評をアクティブ

ラーニング形式で行う。卒業制作に関する説明を行う。 

復習：講評を受けて自分の作品を振り返

り、ポートフォリオにまとめる。 

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 

 プレゼンテーションによる発表や提出物に関しては授業内で講評、作品の返却を行う。 

■成績評価の方法・基準 

授業態度・姿勢 30% 授業態度（欠席・遅刻も含む） 

授業内試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む） 20% 日常課題提出や完成度 

期末試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む） 50% 作品の完成度とプレゼン能力 

外部評価・検定試験結果 0%  

■教科書 

 ドレメ式原型の教科書各種（コート・ジャケット編使用） 

■参考文献 モード雑誌各種 

■オフィスアワー・研究室 

 オフィスアワー日時は授業初日に伝えます。教室：2401教室（第２校舎４階）・研究室：研究棟２階 6021 

■備考 

 進度により、日程及び内容は変更することがあります。 

 卒業制作に向けた研究を春休み期間に行います。 

また、ゼミ参加や工場見学、ミシンショー、展示会美術館等の見学に参加し、卒業制作の手伝いをすることにより、次年度の

発表に向けて学びます。 

モードクリエーションⅣ① 
  北折 貴子 

 3年 後期  モード必修   （ 4単位 実習 ） 
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■授業の方針・概要 

 前期に引き続き、デザインとパターン、素材や縫製テクニックの関係を研究しながら作品制作と課題を行います。後期は次年

度の卒業制作を視野に入れ、各自の研究テーマを意識しながら進めます。課題テーマに基づいて制作した作品は縫製仕様書と

1/5大製図にまとめ、完成作品は資料と共にプレゼンテーションを行います。各種コンテストや産学協同のプロジェクト、大学

祭にも参加し、積極的に自分の作品を発表します。 

■到達目標（学修成果） 

 パターンや縫製の知識と技術を身につけることで、各自の「イメージ」を的確に「服飾造形作品」としてつくり上げる創作力

がつきます。また、作品制作のプロセスを通して、作品評価の基準をもつことができるようになります。 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

 この科目はモードクリエーションコース専門科目（服飾関係）必修科目として卒業認定に関わる要件科目です。また、ディプ

ロマポリシーの専門教育課程コース別教育目的と目標の達成に資する科目です。 

■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 作品 3 特徴的なフォルムの作品（グループワーク） 

夏期課題を確認し、作品制作実習 裁断→補正 

計画にあわせ作品制作を進める 60～90分 

2 回 作品 3  特徴的なフォルムの作品（グループワーク）作品制

作実習 途中経過確認→縫製 

途中経過確認を踏まえ、計画にあわせ作

品制作を進める 

60～90分 

3 回 作品 3  特徴的なフォルムの作品（グループワーク）作品制

作実習 縫製 

計画にあわせ作品制作を進める 60～90分 

4 回 作品 3  特徴的なフォルムの作品（グループワーク）作品制

作実習 完成 大学祭で完成作品の共同展示を行う。 

作品制作を進め完成させる 

大学祭の展示プランを考える 

60～90分 

5 回 人体の採寸方法・ファンデーションの理解・補正  

作品 4各自のテーマに沿った作品テーマのディスカッション 

各自のファンデーションを作成する 

リサーチを行い各自のテーマを検討 

60～90分 

6 回 作品 4各自のテーマに沿った作品 作品制作実習     

デザイン決定→パターン→トワル作成→サンプル作成 

作品のデザイン考案        

パターンを完成させる サンプル作成 

60～90分 

7 回 作品 4各自のテーマに沿った作品 作品制作実習  

実物補正→サンプル確認→縫製準備→縫製 

計画にあわせ作品制作を進める 60～90分 

8 回 作品 4各自のテーマに沿った作品 作品制作実習 

縫製 

計画にあわせ作品制作を進める 60～90分 

9 回 作品 4各自のテーマに沿った作品 作品制作実習 

途中経過確認（個別ディスカッション）→縫製  

途中経過確認を踏まえ、計画にあわせ作

品制作を進める 

60～90分 

10 回 作品 4各自のテーマに沿った作品 作品制作実習 

縫製 

計画にあわせ作品制作を進める 60～90分 

11 回 作品 4各自のテーマに沿った作品 作品制作実習 

縫製→完成 資料をまとめ、プレゼンテーションの準備 

作品制作を進め完成させる 60～90分 

12 回 作品 4各自のテーマに沿った作品 プレゼンテーション・講

評 課題 4 パターン研究 既製品からパターンを学ぶ 

プレゼンテーションの準備 

既製品をリサーチする 

60～90分 

13 回 課題 4 パターン研究 既製品からパターンを学ぶ 

縫製方法の確認→パターン調査 

パターン調査を進める  60分 

14 回 課題 4 パターン研究 既製品からパターンを学ぶ 

パターン調査結果を確認 

パターン調査をまとめ、プレゼンテーシ

ョン資料作成 

60分 

15 回 課題 4 パターン研究 プレゼンテーション・講評 

後期のまとめ・卒業制作に向けて 

3年次の課題を振り返り、4年次の卒業

制作についてリサーチを行い、まとめる 

60～90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 

 作品、課題、プレゼンテーションに対しては、ディスカッションや講評を行いフィードバックします。 

■成績評価の方法・基準 

授業態度・姿勢 30% 出席状況、課題への取り組み状況は必ず評価に含めます。 

授業内試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む） 70% 作品は創作力（イメージをかたちにする力）を重視して採点します。 

課題の提出状況・プレゼンテーション能力も評価対象とします。 

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 必要に応じ資料を適宜配布します。 

■参考文献 ドレメ原型、 PATTERN MAKING ⅠⅡ、 SEWINGⅠⅡⅢⅣ、 基礎テキスト、 杉野服飾大学 Online text 服飾造形編 

各種モード雑誌、その他逐次紹介します。 

■オフィスアワー・研究室 

 オフィスアワー：第 1回目の授業で指示します。 

研究室：    研究棟３F 6032B 

■備考 日程および予定は、授業進度などにより、変更することもあります。 

    準備学修の必要時間はあくまで目安であって、各自課題の進捗状況にあわせ必要な時間を確保してください。 

モードクリエーションⅣ② 
  安部 智子 

 3年 後期  モード必修   （ 4単位 実習 ） 
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■授業の方針・概要 

立体上で形を見る目を養い、将来自由な発想を形にするために、基本訓練をする。 
二年次で学んだドレーピング（立体裁断）と、平面上で立体を考慮しながら製図を操作するパターンメーキングとの兼ね合

いを基に、服作りの基礎となる原型からの展開方法・的確な操作・作業を実習により身に付ける。 
■到達目標（学修成果） 

立体と平面の両面の兼ね合いをつかみ、効率の良い服作り方法の習得を目指す。ブラウス原型が作れるようになる。またブ

ラウスのパターンメーキングができる。 
■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

 モードクリエーションコースの卒業認定に必修な科目で、ファッション業界で活躍できる専門力向上に資する科目である。 

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 応用スカートのドレーピング 予習（準備）：スカート丈天竺の用意 

復習：1回目の終了段階までの授業課題内容の完了 
30分 

2 回 応用スカートのドレ―ピング 復習：2回目の終了段階までの授業課題内容の完了 10～30分 

3 回 応用スカートのパターンメーキング 復習：3回目の終了段階までの授業課題内容の完了 

予習（準備）：スカートの天竺・タイトスカートパターン用

意 

40分 

4 回 プリンセスライン原型のパターンメーキング 復習：4回目の終了段階までの授業課題内容の完了 

予習（準備）：ドレス原型パターン・天竺用意 
10～30分 

5 回 プレンセスライン原型のパターンメーキング 復習：5回目の終了段階までの授業課題内容の完了 

予習（準備）：次回の準備 
10～30分 

6 回 シルエット原型のパターンメーキング 復習：6回目の終了段階までの授業課題内容の完了 

予習（準備）：プリンセス原型パターン・天竺用意 
30分 

7 回 応用ブラウスのパターンメーキング   

前後身頃・衿 

復習：7回目の終了段階までの授業課題内容の完了 

予習（準備）：シルエット原型パターン・天竺用意 
30分 

8 回 応用ブラウスのパターンメーキング            

袖 

復習：8回目の終了段階までの授業課題内容の完了 

予習（準備）：袖の原型パターン・天竺用意 
10分 

9 回 応用ブラウスのドレーピング      

前後身頃 

復習：9回目の終了段階までの授業課題内容の完了 

予習（準備）：ブラウスの天竺用意 
30分 

10 回 応用ブラウスのドレ―ピング             

ヨーク・衿 

復習：10回目の終了段階までの授業課題内容の完了 

予習（準備）：ヨーク・衿天竺用意 
10分 

11 回 応用ブラウスのドレーピング             

袖 

復習：11回目の終了段階までの授業課題内容の完了 

予習（準備）：袖の天竺用意 
10分 

12 回 応用ブラウスのドレ―ピング             

袖付け 

復習：12回目の終了段階までの授業課題内容の完了 10～30分 

13 回 ワンピースのドレーピング                   復習：13回目の終了段階までの授業課題内容の完了 

予習（準備）：ワンピースの天竺用意 
30分 

14 回 ワンピースのドレ―ピング 復習：14回目の終了段階までの授業課題内容の完了 10～30分 

15 回 ワンピースのパターンメーキング 復習：15回目の終了段階までの授業課題内容の完了 

予習（準備）：プリンセス原型パターン・天竺用意 
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 

 授業内で課題を点検し、その場で学生に対して個別指導を行う。 

■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 

 立体裁断 「基本理論」             小山千曉他著     ㈲ｃｆｋ１９９１ 
立体裁断 「基本理論から応用」         小山千曉他著     ㈲ｃｆｋ１９９１ 

■参考文献 

 ｢ジャケット＆コート｣                 小山千曉他著        ㈱アミコファッションズ 
「工業用パターンガイドブック」          小山千曉他著      〃 

■オフィスアワー・研究室 

 第 2新校舎 2402教室 事前に出席の申告を必要とする。（曜日・時間については授業内で別途連絡する） 

【連絡研究室】ドレーピング＆パターンメーキング研究室（第 3校舎 1階 3106教室） 

■備考 

授業に必要なテキスト・道具・組立などの準備は必ず時間前に用意すること。

 

ドレーピング＆ パターンメーキングⅢ 
  高橋 彩香 

 3年 前期  モード必修   （ 1単位 実習 ） 



【4】 

 

 

 
 
 
 
■授業の方針・概要 

 将来の目標、デザイナー、パターンメーカー、マーチャンダイザーなどの仕事内容を理解し、ファッション業界に順応でき

るよう、前期で学んだ基礎からの応用方法・考え方・展開方法・技術を基に、ジャケットという最も大切なアイテムを通し

て、さらに発展・応用させる方法を学びます。パターンメーカーの実務経験を活かし工業用パターンの展開方法までを学習し

ます。 
■到達目標（学修成果） 

 理論と合わせて立体上で服のシルエットの良否を判断する目を養うことを目標とする。ジャケット原型の作成、そこからジ

ャケットへの応用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 

 モードクリエーションコースの卒業認定に必修な科目で、ファッション業界で活躍できる専門力向上に資する科目である。 

■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 ジャケット原型のパターンメーキング  身頃組立 予習（準備）：プリンセス原型パターン・身頃天竺用意 

復習：1回目の終了段階までの授業課題内容の完了 

40分 

2回 ジャケット原型のパターンメーキング               

袖・JK原型トレース 

予習（準備）：袖天竺用意 

復習：２回目の終了段階までの授業課題内容の完了 

10～30分 

3回 ジャケット原型の展開 
身頃に肩パットを入れる展開方法 

予習（準備）：身頃天竺用意 

復習：３回目の終了段階までの授業課題内容の完了 

10分 

4回 ジャケット原型の展開 

袖に肩パットを入れる展開方法 

予習（準備）：袖天竺用意 

復習：４回目の終了段階までの授業課題内容の完了 

30分 

5回 ジャケットの応用デザイン展開  

身頃の展開① 

予習（準備）：肩パット入り身頃パターン・身頃天竺用意 

復習：５回目の終了段階までの授業課題内容の完了 

30分 

6回 ジャケットの応用デザイン展開           

身頃② 

復習：６回目の終了段階までの授業課題内容の完了 30分 

7回 ジャケットの応用デザイン展開         

二枚袖のパターン作成   袖付け 

復習：７回目の終了段階までの授業課題内容の完了 

予習（準備）：袖天竺用意 

10分 

8回 ジャケットの応用デザイン展開  

衿のパターン作成 

復習：８回目の終了段階までの授業課題内容の完了 

予習（準備）：衿天竺用意 

10～30分 

9回 工業用パターン作成       表衿 見返し 
裏地  縫い代付け 

復習：９回目の終了段階までの授業課題内容の完了 

予習（準備）：ジャケットパターン用意２セット 

30分 

10回 テーラードジャケットのドレーピング       
前後身頃 

復習：10回目の終了段階までの授業課題内容の完了 

予習（準備）：身頃・袖・衿の天竺用意 

20分 

11回 テーラードジャケットのドレ―ピング                             

前後脇身頃  

復習：11回目の終了段階までの授業課題内容の完了 10～30分 

12回 テーラードジャケットのドレ―ピング        

 パターントレース 組み立て 身頃修正 

復習：12回目の終了段階までの授業課題内容の完了 10～30分 

13回 テーラードジャケットのドレ―ピング                

 衿ドレ―ピング パターン作成 
復習：13回目の終了段階までの授業課題内容の完了 10～30分 

14回 テーラードジャケットのドレ―ピング                   

袖パターン作成 （二枚袖）  

復習：14回目の終了段階までの授業課題内容の完了 10～30分 

15回 テーラードジャケットのドレ―ピング                  

袖付け  パターン修正 

復習：15回目の終了段階までの授業課題内容の完了 15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 

 授業内で課題を点検し、その場で学生に対して個別指導を行う。 

■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  

 立体裁断 「基本理論」             小山千曉他著       ㈲ｃｆｋ１９９１ 
立体裁断 「基本理論から応用」         小山千曉他著      ㈲ｃｆｋ１９９１ 

立体裁断 「ジャケット編 改訂版」       小山千曉他著      ㈲ｃｆｋ１９９１ 
■参考文献 

「ジャケット＆コート」                 小山千曉他著         ㈱アミコファッションズ 
「工業用パターンガイドブック」         小山千曉他著     ㈱アミコファッションズ 

■オフィスアワー・研究室 

第 2新校舎 2402教室 事前に出席の申告を必要とする。（曜日・時間については授業内で別途連絡する） 

【連絡研究室】ドレーピング＆パターンメーキング研究室（第 3校舎 1階 3106教室） 

■備考 

授業に必要なテキスト・道具・組立などの準備は必ず時間前に用意すること。 

ドレーピング＆ パターンメーキングⅣ 
  高橋 彩香 

 3年 後期  モード必修   （ 1単位 実習 ） 
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■授業の方針・概要 

モードデザインⅡは、モードクリエーションコースにとって必要不可欠な、「デザイン力」や「表現力」を養う授業です。モードデザインⅠ

で学んだ技術や手法を元に、更なるデザイン力を磨きながら各種コンテストにも積極的に取り組んでいきます。 

各自のデザインテーマを模索し、そのコンセプトを意識しながらのデザイン構築を学ぶことにより、作品自体に強い説得力が生まれます。そ

してそのデザインを表現するための画力を身に付けることも大切です。常にアンテナを張り意識しながら、繰り返しデザインし描くことにより、

自分が表現したいデザインを、より魅力的に表現することが可能となるよう指導していきます。 

■到達目標（学修成果） 

各自の研究テーマを設定し、そのコンセプトに沿ったデザイン考案とデザイン展開できる力を身に付け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、モードクリエーションコースの必修科目で、卒業要件の単位となります。ファッション業界で活躍できる専門力向上に資する科

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 

デザイン発想Ⅰ テーマ：民族 

（アイデアスケッチ）① 

予習：シラバスを読む。 

 

20分 

2回 デザイン発想Ⅰ テーマ：民族 

（コンセプトシート＋デザイン画＋ハンガーイラスト）② 

予習：作品課題を完成させる。 60分 

3回 デザイン発想Ⅰ テーマ：民族 

（プレゼン発表）③ 

復習：作品課題を完成させる。 60分 

4回 クロッキー（１０分程度） 

デザイン発想Ⅱ テーマ：絵画 

（アイデアスケッチ）① 

予習：図書館・インターネットにて資料収集。 30分 

5回 デザイン発想Ⅱ テーマ：絵画 

（コンセプトシート＋デザイン画＋ハンガーイラスト）② 

復習：作品課題を完成させる。 60分 

6回 デザイン発想Ⅱ テーマ：絵画 

（プレゼン発表）③） 

予習：作品課題を完成させる。 60分 

7回 クロッキー（１０分程度） 

デザイン発想Ⅲ テーマ：折・織・編 

（アイデアスケッチ）① 

復習：図書館・インターネットにて資料収集。 30分 

8回 デザイン発想Ⅲ テーマ：折・織・編 

（コンセプトシート＋デザイン画＋ハンガーイラスト）② 

復習：作品課題を完成させる。 60分 

9回 デザイン発想Ⅲ テーマ：折・織・編 

（プレゼン発表）③） 

復習：作品課題を完成させる。 60分 

10回 クロッキー（１０分程度） 

全国ファッションデザインコンテスト① 

予習：図書館・インターネットにて資料収集。 30分 

11回 クロッキー（１０分程度） 

全国ファッションデザインコンテスト② 

復習：作品課題を完成させる。 60分 

12回 全国ファッションデザインコンテスト ③ 

プレゼン発表 

復習：作品課題を完成させる。 60分 

13回 【特別授業 「毛皮加工セミナー」を含む】 

ファーデザイン、桂由美デザインアワード等、各種コンテストに向け

て① 

予習：図書館・インターネットにて資料収集。 30分 

14回 クロッキー（１０分程度） 

ファーデザイン、桂由美デザインアワード等、各種コンテストに向け

て② 

復習：作品課題を完成させる。 60分 

15回 ファーデザイン、桂由美デザインアワード等、各種コンテストに向け

て③ 

プレゼン発表 

復習：作品課題を完成させる。 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 

 ・作品課題の提出は、教室またはデザイン CG研究室（研究棟１F）まで、指定された日時までに提出のこと。 

 ・作品課題の返却は、採点または手直し後、教室にて返却。期末試験はなし。 

■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） 50% 

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 20% 

■教科書 必要に応じてプリント配布。   

教材「Fashion Illustration Sheet」「Fashion Ruler」 

■参考文献 MODE Et MODE、各種専門誌。 

■オフィスアワー・研究室 

【前期】火 14：00～15:00【後期】水 15：30～17:00 

【研究室】デザイン CG研究室（研究棟１F） 

 

■備考 進度により、日程および内容の変更あり。必要と思われる展示会や美術展などの見学あり。 

コロナの感染状況に応じて、zoomでの遠隔授業対応になる可能性あり。 

 

モードデザインⅡ 
  白木 ゆみ香 

 3年 前期  モード必修   （ 1単位 実習 ） 
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■授業の方針・概要 

モードデザインⅢでは、モードデザインⅠⅡで学んだデザイン力を元に、CGを駆使して作品をより魅力的に表現する方法を学びます。アパレ

ル業界でも CGは必要不可欠なスキルですが、特に企画書やポートフォリオ制作、プレゼンテーションには欠かせない道具の一つです。 

この授業では、モードクリエーションコースにとって必要不可欠な、「デザイン力」や「表現力」を、手書きの良さと CGの良さを生かしなが

ら、総合的に学んでいきます。CGの主な使用ソフトは、Photoshop、Illustrator、PowerPointです。就職活動へ向けての企画書や各自の作品

集制作なども併せて指導していきます。 

■到達目標（学修成果） 

自分の研究テーマやコンセプトに沿ったデザインを、CGを駆使してイメージ通りに表現出来るようになります。客観的な視点でデザインを見

ることが出来るようになります。 

■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、モードクリエーションコースの必修科目で、卒業要件の単位となります。ファッション業界で活躍できる専門力向上に資する科

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、Photoshop 基本操作 予習：シラバスを読む。 15分 

2回 Photoshop デザイン画 着彩① 

カラーバリエーション 

予習：デザイン画の下絵準備。 

 

60分 

3回 Photoshop デザイン画 着彩②  

カラーバリエーション、レイアウト 

復習：自習室 PCにて作品課題を完成させる。 30分 

4回 Photoshop デザイン画 着彩③  

レイアウト、色サンプル 

復習：自習室 PCにて作品課題を完成させる。 30分 

5回 Power Point ブランド提案 

ブランドイメージマップ 

色彩検定用課題① 

予習：ブランドイメージを考案。 50分 

6回 Power Point ブランド提案 

ポジショニングマップ 

復習：色彩検定過去問題集、色彩検定用課題。 60分 

7回 Photoshop ブランド提案  

デザイン画 

復習：自習室 PCにて作品課題を完成させる。 30分 

8回 Photoshop ブランド提案  

デザイン画、レイアウト 

色彩検定用課題② 

復習：色彩検定用課題。 60分 

9回 Illustrator パスの練習① ハンガーイラスト 

各自オリジナルのハンガーイラストをパスでトレース 

予習：ハンガーイラストの下絵準備 60分 

10回 Illustrator パスの練習②  

ハンガーイラストのバリエーション 

復習：自習室 PCにて作品課題を完成させる。 30分 

11回 Illustrator ブランド提案  

ブランドロゴ、タグ作成 

色彩検定用課題③ 

予習：ロゴの下絵準備。 60分 

12回 Photoshop・Illustrator・Power Point 

 アイテムのラインシート作成、プレゼン資料作成 

復習：色彩検定用課題。 60分 

13回 Photoshop・Illustrator・Power Point 

 プレゼン資料作成 

復習：自習室 PCにて作品課題を完成させる。 60分 

14回 ファッション色彩能力検定に向けて 復習：色彩検定用課題。 60分 

15回 Power Pointにて各自のブランド提案をプレゼンテーション。合評会 

 

予習：プレゼン準備。 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 

 ・作品課題の提出は、PC関係はデスクトップ上の配布提出 BOXへデータでの提出。 

PC以外は教室またはデザイン CG研究室（研究棟１F）へ、指定された日時までに提出のこと。 

 ・作品課題の返却は、採点または手直し後、教室にて返却。期末試験はなし。プレゼンテーションにて発表の際に講評あり。 

 ・色彩検定試験（2級・3級）用、課題①②③実施。 

■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） 55% 

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 15% 

■教科書 必要に応じてプリント配布。  

教材「Fashion Illustration Sheet」「Fashion Ruler」 

ファッション色彩能力検定試験２級準拠、２級問題集。 

■参考文献  

■オフィスアワー・研究室 

【前期】火 14：00～15:00【後期】水 15：30～17:00 

【研究室】デザイン CG研究室（研究棟１F） 

■備考 進度により、日程および内容の変更あり。必要と思われる展示会や美術展などの見学あり。 

モードデザインⅢ（CG 含む） 
  白木 ゆみ香 

 3年 後期  モード必修   （ 1単位 実習 ） 
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■授業の方針・概要 

 コンピュータによるパターンメーキング・グレーディング・マーキングの実践能力を習得する。 

主にＣＡＤⅠでは、コンピュータパターンメーキングの演習を行います。 

 

■到達目標（学修成果） 

 アパレルＣＡＤシステムを使うことにより、パターンメーキングの基本操作と活用法を習得することができます。 

 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

 モードクリエーションコースの専門必修科目で卒業要件の単位となります。 

「アパレル CADⅠ」は、ファッション業界で活躍できる専門力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 原型トレース 予習：ユルミ入れ展開方法を確認してお

くこと。 

60分 

2 回 原型のユルミ入れⅠ 前後身頃 復習：配布資料、トレース操作手順を振

り返り、暗唱項目を整理する。 

30分 

3 回 原型のユルミ入れⅡ 前後身頃 復習：ユルミ入れの操作手順、項目、機

能を整理する。 

30分 

4 回 原型のユルミ入れⅢ 前後スカート 復習：ユルミ入れの操作手順、項目、機

能を整理する。 

30分 

5 回 袖の作成 予習：配布データを振り返り、袖の作成 

展開手順を整理する。 

30分 

6 回 袖の展開  テーパードスリーブ・パフスリーブ 復習：袖の展開操作手順、項目、機能を

整理する。 

30分 

7 回 ダーツ移動・分散 復習：ダーツ移動・分散の展開操作手順、

項目、機能を整理する。 

30分 

8 回 ギャザー展開 ウエストダーツをウエストギャザー・ネック

ラインギャザーに展開 

復習：ギャザー展開の展開操作手順、項

目、機能を整理する。 

30分 

9 回 プリンセス原型の作成Ⅰ 予習：配布データを振り返り、プリンセ

ス原型の作成展開手順を整理する。 

30分 

10 回 プリンセス原型の作成Ⅱ 復習：プリンセス原型作成の展開操作手

順、項目、機能を整理する。 

30分 

11 回 衿の作成Ⅰ シャツカラー・表衿の展開 復習：衿の展開操作手順、項目、機能を

整理する。 

30分 

12 回 衿の作成Ⅱ ステンカラー・ピーターパンカラー 復習：衿の展開操作手順、項目、機能を

整理する 

30分 

13 回 ブラウス原型作成Ⅰ ストレートなシルエット 予習：配布データを振り返り、ブラウス

原型作成の作成展開手順を整理する。 

30分 

14 回 ブラウス原型作成Ⅱ ストレートなシルエット 復習：ブラウス原型作成の展開操作順、

項目、機能を整理する 

30分 

15 回 まとめ 課題のフィードバックを行う 復習：課題提出を振り返る  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 

 15回目に課題についての解説とテストデータを返却する。 

 

■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） 50% 

期末試験・課題(ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む) 30% 

外部評価・検定試験結果 0% 

■教科書 

 授業の進行に合わせてプリント配付 

■参考文献 

 パターンメーキングの原理 大野順之助著 (株)アミコファッションズ  

■オフィスアワー・研究室 

 連絡 第三校舎 1階 講師控え室 出講日 火曜日   

■備考 

 状況により内容変更有り 

アパレル CADⅠ 
  関 雅男 

 3年 前期  モード必修   （ 1単位 演習 ） 
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■授業の方針・概要 

 前期に続きＣＡＤⅡでは、ＣＡＤⅠで習得した技術を応用し、より高度なパターンメーキングを学習します。更に関連技術と

して、グレーディング・マーキングを学習します。 

 

■到達目標（学修成果） 

 アパレルＣＡＤシステムを使うことにより、パターンメーキングの応用操作、グレーディング・マーキングの基本操作の習得

することができます。 

 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

 モードクリエーションコースの専門必修科目で卒業要件の単位となります。 

「アパレル CADⅡ」は、ファッション業界で活躍できる専門力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 テーラードジャケットのパターンメーキング① 予習：授業で習った作図を確認しておく

こと。 

30分 

2 回 テーラードジャケットのパターンメーキング② 復習：身頃の展開方法を確認し、配布資

料を整理する。 

30分 

3 回 テーラードジャケットのパターンメーキング③ 復習：襟の展開方法を確認し、配布資料

を整理する。 

30分 

4 回 テーラードジャケットのパターンメーキング④ 復習：袖の展開方法を確認し、配布資料

を整理する。 

30分 

5 回 工業用パターンの作成① 予習：授業で習った裏地等の展開方法を

確認しておくこと。 

30分 

6 回 工業用パターンの作成② 復習：裏地と見返しの展開方法を確認

し、配布資料を整理する。 

30分 

7 回 工業用パターンの作成② 復習：縫い代の付け方を確認し、配布資

料を整理する。 

30分 

8 回 グレーディング操作Ⅰ グレーディング手順・グレーディン

グ情報の設定 

復習：グレーディング手順の暗唱項目を 

整理する。 

30分 

9 回 グレーディング操作Ⅱ 補助ルール・シフトバリュー・移動

量表の説明 

復習：補助ルール・シフトバリューの暗

唱項目を整理する。 

30分 

10 回 グレーディング スカート・パンツ 復習：基本ルール、補助ルールの暗唱項

目を整理する。 

30分 

11 回 グレーディング ブラウス 復習：グレーディングポイント設定の暗

唱項目を整理する。 

30分 

12 回 マーキング操作 マーカー収集・マーキング条件設定 予習：ハンドマーキング実践しておくこ

と。 

40分 

13 回 マーキング スカート・パンツ 復習：マーキング操作、条件設定の暗唱

項目を整理する。 

30分 

14 回 マーキング ブラウス・ジャケット 復習：マーキング操作、条件設定の暗唱

項目を整理する。 

30分 

15 回 まとめ 課題のフィードバックを行う 復習：課題提出を振り返る 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 

 15回目に課題についての解説とテストデータを返却する。 

■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） 50% 

期末試験・課題(ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む) 30% 

外部評価・検定試験結果 0% 

■教科書 

 授業の進行に合わせてプリント配付  

■参考文献 

工業用パターンガイドブック 小山千曉他著 (株)アミコファッションズ 

パターンメーキングの原理 大野順之助著 (株)アミコファッションズ 

■オフィスアワー・研究室 

 連絡 第三校舎 1階 講師控え室 出講日 火曜日 

■備考 

 状況により内容変更有り 

アパレル CADⅡ 
  関 雅男 

 3年 後期  モード必修   （ 1単位 演習 ） 


