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■授業の方針・概要 
 ファッションプロダクト製品の中からバッグと帽子を中心にデザインと制作を行う。企画から最終モデル完成までのデザイ
ンプロセスを通し段階的に学修する。さまざまな手法により可能性を探求すると共に素材の特性を知りその組立技術に関する
基礎的な知識について学ぶ。以上の内容をより効果的なものとするために、担当者として、日常的に、バッグ、帽子、シュー
ズの製品開発・制作を行っている実務経験者による指導を行っている。 
■到達目標（学修成果） 
 リサーチ結果の分析、アイデアの創出、造形表現としてのデザイン画、伝達手段としての製図、携帯と昨日の確認のための
モックアップ、最終的な試作として実物制作を通し、全体的なプロセスを正確に理解する。実社会におけるデザインの現場や
モノ作りの現場に対応できる能力を身に付ける。 
■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 
ファッションプロダクトデザインコースの必修科目で卒業要件単位となる。 
ディプロマポリシーについては、専門教育課程の科目で服飾造形の基礎力を基に専門職として広く社会に受け入れられる人

材の育成を目標とする科目である。 
■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 ［バッグのデザインと制作］ 
ガイダンス 課題、スケジュール説明 

予習：A4ファイルの準備(20ポケット以上)縫製サンプル、
テキスト持参 

60分 

2 回 Ⅰ トートバッグの制作 
① デザイン考案 

復習：遅れた作業は次回までに進めておく（型紙) 60分 

3 回 ② デザインチェック、面談 
（ディスカッション） 

③ 紙モックアップ 

復習：遅れた作業は次回までに進めておく (裁断) 60分 

4 回 ④ デザイン修正、面談 
（ディスカッション） 

復習：遅れた作業は次回までに進めておく 60分 

5 回 ⑤ 紙モックアップ修正版完成 復習：遅れた作業は次回までに進めておく(デザイン画) 60分 

6 回 ⑥ 製図、個別チェック 復習：遅れた作業は次回までに進めておく(製図、型紙) 60分 

7 回 ⑦ 型紙 個別チェック 復習：モックアップを完成させる 60分 

8 回 ⑧ 不織布モックアップ 復習：製図、型紙を完成させる 60分 

9 回 ⑨ 不織布モックアップ完成 復習：遅れた作業は次回までに進めておく(実物制作) 60分 

10 回 ⑩ 実物制作 復習：作品を完成させる  60分 

11 回 実物制作 予習：リサーチを行う  
復習：コンセプトを考える 

60分 

12 回 実物制作 予習：デザインを考える  60分 

13 回 実物制作、完成 予習：デザインを考える 60分 

14 回 完成作品の写真を撮影し、プレゼンテー
ションの準備 

予習：デザインを考える 
復習：紙モックアップを完成させる 

60分 

15 回 プレゼンテーション（フィードバック） 
課題作品における講評を行う 

予習：プレゼンテーションの準備 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 

 プレゼンテーション及び提出物に関しては授業内で講評する。 

■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） 70% 作品の完成度とプレゼンテーション能力 

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 

 ・『鞄・ハンドバッグ・小物』(社団法人日本皮革産業連合会) ・ファッション工芸講座Ⅰ帽子基礎編（文化出版局） 
・『レザーソムリエ資格試験公式テキスト』（日本革類卸売事業協同組合） 

■参考文献 
工業用ミシンと漉き機の基本操作とメンテナンス(STUDIO TAC CREATIVE) ・繊維の種類と加工が一番わかる（技術評論社） 

■オフィスアワー・研究室 
 オフィスアワー：金曜日 13:00〜14:00 
 【連絡研究室】ファッションプロダクトデザイン研究室(第三校舎４階 ３４０９) 
■備考 

東京レザーフェア、YKKファスニングアワード、ファッション雑貨フェアなど、各種展示会やコンテストへの見学を行う。 
このシラバスは水曜日授業である。月曜日（帽子の授業８回）授業のシラバスは最初の授業時に掲示する。 
 

ファッションプロダクトデザインⅢ 
  肉丸 美香子・野口 和美・大場  有希子・野田 梓 

 3年 前期  プロダクト必修   （ 4単位 演習 ） 
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■授業の方針・概要 
 「ファッションプロダクトデザインⅢ」を更に発展させる。実素材を使ったプロットタイプは学生自身による制作の他、外
部工場や職人に依頼します。高度な技術を持った技術スタッフと綿密な打ち合わせやチェックを繰り返しながら完成させる。
その際、自身の考えやイメージを的確に伝えるためにデザイン画、正確な図面、立体モデル等を作成する。以上の内容をより
効果的なものとするために、担当者として、日常的に、バッグ、帽子、シューズの製品開発・制作を行っている実務経験者に
よる指導を行っている。 
■到達目標（学修成果） 
 デザインをスタートからプロットタイプ完成までのプロセスを通して、実践的な技術・ノウハウを身につけ、社会に対し斬
新であり、独創的なデザインを提案できる能力を身に付けることを目指す。 
■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 
ファッションプロダクトデザインコースの必修科目で卒業要件単位となる。 
ディプロマポリシーについては、専門教育課程の科目で服飾造形の基礎力を基に専門職として広く社会に受け入れられる人

材の育成を目標とする科目である。 

■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 ［バッグのデザインと制作］ 

ガイダンス 課題、スクジュール説明 

予習：シラバスを理解する 

デザイン、紙モックアップを修正 

60分 

2 回 ① 研究テーマのプレゼンテーション(コンセプト含む) 予習： プレゼンテーションの準備  60分 

3 回 ② 個人面談 
（ディスカッション） 

復習：デザイン画を描く 60分 

4 回 ③ デザイン画、紙モックアップ制作 復習：プレゼンテーションの準備 60分 

5 回 ④ プレゼンテーション 
（講評とフィードバック） 

予習：コンセプトの見直し 60分 

6 回 ⑤ 個人面談 
（デザインの方向性を決定する） 

予習：デザイン画 10枚 60分 

7 回 ⑥ デザイン画決定 復習：紙モックアップ準備 60分 

8 回 ⑦ 紙モックアップ、修正 復習：不織布モックアップ準備 60分 

9 回 ⑧ 不織布モックアップ、修正 復習：発注に向けての準備 60分 

10 回 ⑨ 発注前最終チェック① 
デザイン画、製図、モックアップ、材料、サンプ
ル、仕様書を完成させる 

復習：発注に向けての準備 60分 

11 回 ⑩ 発注前最終チェック② 
デザイン画、製図、モックアップ、材料、サンプ
ル、仕様書を完成させる 

復習：発注に向けての準備 60分 

12 回 発注前プレゼンテーション 
（講評とフィードバック） 

予習：プレゼンテーションの準備 60分 

13 回 外部工場へ発注のための打ち合わせ 予習：発注に向けての最終確認 60分 

14 回 後期課題の講評と卒業制作への心構え 予習：卒制に向けての構想を練る 60分 

15 回 卒業制作への個人面談 予習：コンセプトの確認 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 

 プレゼンテーション及び提出物に関しては授業内で講評する。 

■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） 50% 作品の完成度とプレゼンテーション能力 

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% レザーソムリエ Basic検定試験を含む 

■教科書 

 ・『鞄・ハンドバッグ・小物』(社団法人日本皮革産業連合会) ・ファッション工芸講座Ⅰ帽子基礎編（文化出版局） 
・『レザーソムリエ資格試験公式テキスト』（日本革類卸売事業協同組合） 

■参考文献 
工業用ミシンと漉き機の基本操作とメンテナンス(STUDIO TAC CREATIVE) ・繊維の種類と加工が一番わかる（技術評論社） 

■オフィスアワー・研究室 
 オフィスアワー：金曜日 13:00〜14:00 
 【連絡研究室】ファッションプロダクトデザイン研究室(第三校舎 4階 3409) 
■備考 
東京レザーフェア、YKKファスニングアワード、ファッション雑貨フェアなど、各種展示会やコンテストへの見学を行う。 
このシラバスは水曜日授業である。月曜日（帽子の授業８回）のシラバスは最初の授業時に掲示する。レザーソムリエ Basic 
検定試験対策講座(月曜日２回) 

ファッションプロダクトデザインⅣ 
  肉丸 美香子・野口 和美・大場  有希子・野田 梓 

 3年 後期  プロダクト必修   （ 4単位 演習 ） 
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■授業の方針・概要 

 この授業は産学協同プロジェクトを通し、製品化を目指しデザインを行う。企業における商品開発・製品化・商品販売などの各領域に携わる

専門家との交流や意見交換の場をより充実させる。更に連携している企業に向けての緊張感あふれるプレゼンテーションの体験。これらのこと

により、実社会に於けるプレゼンテーション能力の重要性をより深く理解出来るのではないかと考えられる。特に自身の提案をより説得力を持

ったものとする為のリサーチに基づく資料の充実、デザイン案を正確に伝えるデザイン画、試作モデルの完成度のアップなどいずれもプレゼン

には欠くことのできない力である。又、専門家とのディスカッションを重ねることにより、商品開発に関わる市場調査の役割、市場においての

価格によるセグメント化などデザインとマーチャンダイジングの関係をより現実的なこととし捉える訓練にも繋がる。 

■到達目標（学修成果） 
 大手ファッションブランドから、アパレル関連企業に至るまでファッション雑貨を扱う企業において、極めて重要である企画力、商品開発力、

制作に関する様々な知識を身につけることできる。 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 
ファッションプロダクトデザインコースの必修科目で卒業要件単位となる。 

ディプロマポリシーについては、専門教育課程の科目で服飾造形の基礎力を基に専門職として広く社会に受け入れられる人材の育成を目標と
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 ガイダンス（産学共同プロジェクト）グループ制作 

・授業計画・ファッションプロダクト デザインゼミの概要 

予習：シラバスを理解する。 

（復習）産学共同プロジェクト 

30分 

2 回 特別講義 
Ⅰ合成皮革について（共和レザー株式会社） 
Ⅱ共和レザーEC サイト Sobagni の説明 

（復習）特別講義のレポート 60分 

3 回 コンセプト・デザイン案（グループディスカッション） 予習：マーケットリサーチを行う 60分 

4 回 コンセプト・デザイン案（グループディスカッション） 予習：マーケットリサーチを行う 60分 

5 回 中間プレゼンテーション① 予習：プレゼンテーションの準備 60分 

6 回 デザイン修正（面談） 予習：デザイン修正 60分 

7 回 デザイン修正（面談） 予習：デザイン修正 60分 

8 回 モックアップ制作 復習：モックアップ準備 60分 

9 回 モックアップ制作 予習：引き続きモックアップ制作 60分 

10 回 モックアップ制作 予習：プレゼンテーションの準備 60分 

11 回 プレゼンテーション② 復習：修正・確認 60分 

12 回 ① プロトタイプの制作（グループ制作） 予習：プロトタイプ制作準備 60分 

13 回 ② プロトタイプの制作（グループ制作） 予習：プロトタイプ制作 60分 

14 回 ③ プロトタイプの制作（グループ制作） 予習：プレゼンテーションの準備 60分 

15 回 プレゼンテーション③ 

外部評価員による講評  

復習：修正・確認 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 

 プレゼンテーション及び提出物に関しては授業内で講評する。 

■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） 70% 作品の完成度・プレゼンテーション能力 

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 

 適宜プリントを配布 

■オフィスアワー・研究室 
 オフィスアワー：金曜日 11:00〜12:00 
 【連絡研究室】ファッションプロダクトデザイン研究室（第三校舎 4階 3409） 
■備考 
 東京レザーフェア、YKKファスニングアワード、ファッション雑貨フェアなど、各種展示会やコンテストへの見学を行う。 

ファッションプロダクトデザインゼミ 
  肉丸 美香子・高橋 大夢 

 3年 前期  プロダクト必修   （ 1単位 実習 ） 
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■授業の方針・概要 

 ２年前期のデザインプロセス、後期のアクセサリーデザイン経験を活かし、再度アクセサリーを制作する。ただし、前回同様

アクセサリーをデザインすることが目的ではなく、デザインのプロセスの理解とコンセプトの構築法の学習が目的である。 

 デザインの定義はカタチの美しさと思われがちだが、もっと大きな観点から考える「ベースとなる思想」が必要だということ

を学ぶ。美術家兼デザイナーの担当教員のもと、デザインとアートの違いを認識するとこから始め、デザインの役割とは何かを

デザインプロセスに沿った授業の中で体験し学んでいく。 

 デザイナーとして必要な経験は、圧倒的な量の蓄積である。ひとつの成功の裏には膨大な量のトライ&エラーが必要だ。プロ

フェッショナルと素人の違いはここにある。ひとつの課題に対し、ひとつの答えを導き出すための時間と労力を惜しまない情熱 

を育むことと、圧倒的な量をこなすことを課題とする。 

 また、コミュニケーションの訓練を積み重ねることで、的確に自分の考えを伝える「言葉という道具の操り方」を身につける。

教員と積極的にディスカッションする姿勢が成長の鍵となる。 
■到達目標（学修成果） 

 2年次必修のデザインプロセス、アクセサリーデザインと同様の課題を繰り返し学習することで、より深くデザインを理解す

る。また、金属加工を体験した経験を活かし、素材や技法から発想・構想することを目標とする。 

 デザインプロセスやコンセプトの構想法を繰り返し学習することで、様々なデザインに応用が効くようになる。積極的なコミ

ュニケーション力を養う。ビジュアルコミュニケーションに不可欠な描写力、illustrator によるレイアウト能力、言葉を使いこ

なす能力を養う。needs・wants・seedsの中から、対象者に対するアプローチの仕方を選択する意味や目的を理解する。 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

 ファッションプロダクトデザインコース必修科目。卒業要件科目。造形の課題全てに経験が活かせる。基本的な金属加工技術

の習得。 

■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 デザインとアートの違い・デザインプロセスの講義(美術家兼

デザイナーの担当教員) アクセサリーの分析 

復習：講義内容に関して考察する。質問

等を用意する。 

60分 

2 回 情報収集 幅広い情報を集めイメージの幅を広げる。 復習：アクセサリーを見に行く。 30分 

3 回 情報収集・分析 アクセサリーのコンセプトやターゲットを

読み解く。 

復習：アクセサリーを見に行く。コンセ

プトを分析する。 

30分 

4 回 コンセプトの設定 担当教員、助手、学生 3人による個別デ

ィスカッション 

復習：ベースとなる思想の確認。誤差の

修正。 

30分 

5 回 ターゲットの趣向の考察 担当教員、助手、学生 3人による

個別ディスカッション 

復習：ターゲットの行動範囲の現地調

査。 

30分 

6 回 エスキース① 量のエスキース バリエーションを出す。 

担当教員、助手、学生 3人による個別ディスカッション 

復習：エスキースのバリエーションを出

す。 

60分 

7 回 エスキース② 質のエスキース ブラッシュアップ 

担当教員、助手、学生 3人による個別ディスカッション 

復習：エスキースをブラッシュアップす

る 

60分 

8 回 図面作成もしくはレンダリング制作 視覚的コミュニケーシ

ョン力を養う。 

復習：空き時間に工芸室で制作 30分 

9 回 制作② 各自の制作工程に合わせて個別指導 復習：空き時間に工芸室で制作 30分 

10 回 制作③ 各自の制作工程に合わせて個別指導 復習：空き時間に工芸室で制作 30分 

11 回 制作④ 各自の制作工程に合わせて個別指導 復習：空き時間に工芸室で制作 30分 

12 回 制作⑤ 各自の制作工程に合わせて個別指導 復習：空き時間に工芸室で制作 30分 

13 回 制作⑥ 各自の制作工程に合わせて個別指導 復習：空き時間に工芸室で制作 30分 

14 回 制作⑦ 各自の制作工程に合わせて個別指導 復習：空き時間に工芸室で制作 30分 

15 回 制作⑧ 表面処理 完成 復習：学習した内容を整理し、今後のデ

ザイン活動用の資料をまとめる。 

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 

 常時、質問等を受け付ける。また、今後さまざまなデザインについての質問に対処する。課題のフィードバックは 15回目の

提出後も含め、制作中常に行う 

■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 適宜プリントを配布 

■参考文献 プロダクトデザイン 商品開発に関わるすべての人へ／JIDA「プロダクトデザイン」編集委員会 (著) 

■オフィスアワー・研究室 

 オフィスアワーの時間は初回の授業で指示する。研究室：4006工芸室 

■備考 初回はパソコン教室で授業を行う。初回に 500円の材料費と消耗品代を集める。 

マテリアル実習Ⅰ（金属） 
  桐山 征士 

 3年 前期  プロダクト必修   （ 1単位 実習 ） 

http://www.amazon.co.jp/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=JIDA%E3%80%8C%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%80%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%80%8D%E7%B7%A8%E9%9B%86%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A&search-alias=books-jp&field-author=JIDA%E3%80%8C%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%80%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%80%8D%E7%B7%A8%E9%9B%86%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A&sort=relevancerank
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■授業の方針・概要 

 ２年次、3年前期の経験を活かし、機能を持ったアイテムの「Y型カラビナ」を問題解決型コンセプト起案法を用いてデザイ

ンし、制作する。 

 これまでと同様、デザインとはカタチの美しさではなく、「ベースとなる思想」が必要だということを繰り返し学ぶ。デザイ

ンの役割とは何かを美術家兼デザイナーの担当教員のもと、デザインの役割や、デザインのプロセス、コミュニケーション力を

ディスカッションしながら学んでいく。 

 膨大な量のトライ&エラーを繰り返すことが、プロフェッショナルと素人の違いである。ひとつの優れたアイデアは、それま

でのエスキースを描いたたくさんの蓄積から生まれる。 

 フォルム(形態)の発想法を学ぶ。形態には理念的形態と現実的形態がある。この発想法をベースに、イメージやテイストを加

えてフォルムを考察する。さらに、チェックリストを駆使し発想の展開を行う。 

 また、コミュニケーションの訓練を積み重ねることで、的確に自分の考えを伝える「言葉という道具の操り方」を身につける。

教員と積極的にディスカッションする姿勢が成長の鍵となる。 

 デザインとは基本的に自己表現ではないことを忘れないこと。 

■到達目標（学修成果） 

 デザインプロセスやコンセプトの構想法を繰り返し学習することで、様々なデザインに応用が効くようになる。ビジュアルコ

ミュニケーションに不可欠な描写力・言葉を使いこなす能力を養う。デザインにおけるニーズ・ウォンツ・シーズの中から、対

象者に対するアプローチの仕方を選択する意味や目的を理解できるようになる。Illustratorのベジェ曲線とパスファインダー

の扱いを習得する。 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

 ファッションプロダクトデザインコース卒業要件科目。デザインの意味を理解し学習することで、全ての造形に役立つ。プレ

ゼンテーション能力の向上。基本的な金属加工技術の習得。 

■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 美術家兼デザイナーの担当教員による問題解決型コンセプト

起案法の講義 理念的形態と現実的形態の講義 

復習：講義内容の復習 30分 

2 回 情報収集 イメージの幅を広げる 予習：情報収集 30分 

3 回 情報収集 イメージの幅を広げる 予習：情報収集 120分 

4 回 量のエスキース① 情報収集・整理・分析 

担当教員、助手、学生 3人による個別ディスカッション 

復習：圧倒的な量のエスキースを行う 

 

120分 

5 回 量のエスキース② 情報収集・整理・分析 

担当教員、助手、学生 3人による個別ディスカッション 

復習：エスキースのバリエーションを増

やす 

60分 

6 回 質のエスキース① 

担当教員、助手、学生 3人による個別ディスカッション 

復習：エスキースのブラッシュアップ 

 

60分 

7 回 質のエスキース② 構造・機能の確認 

担当教員、助手、学生 3人による個別ディスカッション 

復習：エスキースを完成させておく 30分 

8 回 Illustratorによる製図 構造・機能の確認 

PC上で動作確認 

復習：構造のをチェックし動作確認をし

ておく 

30分 

9 回 Illustratorによる製図仕上げ 復習：製図を仕上げておく 30分 

10 回 制作① プロッターによるカッティングシート制作 復習：空き時間に工芸室で制作 30分 

11 回 制作② 各自の制作工程に合わせて個別指導 復習：空き時間に工芸室で制作 30分 

12 回 制作③ 各自の制作工程に合わせて個別指導 復習：空き時間に工芸室で制作 30分 

13 回 制作④ 各自の制作工程に合わせて個別指導 復習：空き時間に工芸室で制作 30分 

14 回 制作⑤ 各自の制作工程に合わせて個別指導 復習：空き時間に工芸室で制作 30分 

15 回 制作⑥ 表面処理 完成 (4006工芸室) 復習：学習した内容を整理し、今後のデ

ザイン活動用の資料をまとめる。 

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 

 常時、質問等を受け付ける。また、今後さまざまなデザインについての質問に対処する。課題のフィードバックは 15回目の

提出後も含め、制作中常に行う。 

■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 適宜プリントを配布 

■参考文献 プロダクトデザイン 商品開発に関わるすべての人へ／JIDA「プロダクトデザイン」編集委員会 (著) 

■オフィスアワー・研究室 

 オフィスアワーの時間は初回の授業で指示する。研究室：4006工芸室 

■備考 

 初回はパソコン教室で授業を行う。初回に 1,000円の材料費と消耗品代を集める。 

マテリアル実習Ⅱ（金属） 
  桐山 征士 

 3年 後期  プロダクト必修   （ 1単位 実習 ） 

http://www.amazon.co.jp/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=JIDA%E3%80%8C%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%80%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%80%8D%E7%B7%A8%E9%9B%86%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A&search-alias=books-jp&field-author=JIDA%E3%80%8C%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%80%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%80%8D%E7%B7%A8%E9%9B%86%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A&sort=relevancerank
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H31-47.立体造形
演習日比改訂.docx  
■授業の方針・概要 

 ファッションプロダクトデザインコース専門課程につながる基礎科目です。2年後期のデザイン演習の経験を下地として、担

当教員の国内外での作品発表、環境造形、メディア/店舗/空間デザイン、企業デザイン顧問の業務経験を生かし、より実践的な

カリキュラムを実施します。 

■到達目標（学修成果） 

 学生はこの科目を履修し目的を達成すれば、デザイナー、クリエーターとして広い視野を身に付けることができます。将来、

クリエイティブの現場で役立つ力を育成す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、プロダクトデザインコースの卒業要件科目です。作品制作を行う科目に関連します。 

■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 授業ガイダンス 。プロダクトデザイン実践プロ

グラム① パッケージデザイン。考察と基礎演習。 

復習：今期授業内容の確認 

予習：パッケージオリジナルデザインの資料準備 

180分 

2 回 オリジナルパッケージの制作。アイディア出し。

この課題はデジタルデザインワークⅢと授業間

連携を行います。 

復習：パッケージデザインについて再考 

予習：オリジナルデザイン展開の予習 

180分 

3 回 オリジナルパッケージプロトタイプ制作および

手描き展開図制作。デジタル化(授業連携) 

復習：プロトタイプについて再考 

予習：データ化のための準備 

180分 

4 回 展開図を組み立て、ブラッシュアップ。デジタル

展開図(ブラッシュアップ)完成。 

復習：データ化について問題点の復習 

予習：プレゼン準備 

180分 

5 回 オリジナルパッケージ作品、提出とプレゼンテー

ション及び講評会。 

復習：講評内容の確認 

予習：次回課題の準備 

180分 

6 回 プロダクトデザイン実践プログラム②「グリッ

プ」のデザイン考察、造形制作 

復習：握る形とデザインについて考察 

予習：作品発表の準備 

180分 

7 回 制作作品のプレゼンテーションと講評 復習：講評内容の確認 

予習：次回課題の準備  

180分 

8 回 プロダクトデザイン実践プログラム③ 眼鏡のデ

ザイン。 

復習：眼鏡の構造とデザインの関係性の復習 

予習：次回課題についてのイメージ作り 

180分 

9 回 制作作品のプレゼンテーションと講評 復習：プレゼンテーション内容の反省 

予習：次回課題の準備 

180分 

10 回 プロダクトデザイン実践プログラム④ スツール

の（模型）デザイン。 

復習：模型と実物の違いの確認 

予習：作品発表の準備 

180分 

11 回 制作作品のプレゼンテーションと講評 復習：講評内容の確認  

予習：次回課題についてのイメージ作り 

180分 

12 回 デザイン演習総括プログラム。オリジナル立体造

形作品の考察。デザイン、作品制作。 

復習：制作作品のデザインについて再考 

予習：ブラッシュアップのための準備 

180分 

13 回 オリジナル立体造形作品、完成および提出。 復習：完成作品の問題点の考察 

予習：作品発表の準備  

180分 

14 回 オリジナル立体造形作品の発表、ディスカッショ

ンと講評会。 

復習：講評内容の確認 180分 

15 回 プロダクトデザイン演習Ⅱまとめ、小課題と解説 復習：授業内容と作品を振り返り再考と確認 180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 

 作品の提出後に解説やディスカッションを設け、採点する。質問は授業時間外でも、Eメールにて受け付ける。 

■成績評価の方法・基準 

授業態度・姿勢 30% 理解度、積極性、授業態度、出席状況を加味する 

授業内試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む） 70% 作品完成度、アイディア、デザイン性、表現力を評価 

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 

■参考文献 

 適宜紹介 

■オフィスアワー・研究室 

 授業前後は講師控室または３４１３、それ以外の時間帯は教務課まで連絡してください。 

■備考 

 デザイン作業に必要な画材、筆記用具などは準備してください。 

進度により課題内容を変更する場合がある。 

 

プロダクトデザイン演習Ⅱ 
  日比 淳史 

 3年 前期  プロダクト必修   （ 2単位 演習 ） 



【34】 

 

 
 
 
 
■授業の方針・概要 

 クリエーターとしての自己表現ツールとして，最も活用されているデザインソフト「イラストレーター」 
「フォトショップ」を使用し、エディトリアルスキル及びデザイン感覚を高める。 

３年の授業では２年生時に 1年間学んだスキルを活かした「自由な発想で個性を出す作品制作」を目指します。 

■到達目標（学修成果） 

 イラストレーター及びフォトショップを使用した個々の作品に対するプレゼンテーション表現スキルを体得し、自己のプロダ

クト作品にデジタルデザインを活かす能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 

 この科目は、専門教育課程に於いて、ファッションプロダクトデザインコースの専門必修科目で、卒業要件科目です。作品制

作の科目に関連します。 

■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 授業ガイダンス、前期課題の説明。 予習：シラバスを確認。 30分 

2 回 産学連携プロジェクト作品の生地柄デザイン(プロダクトデザイ

ンゼミとの合同)①個人面談(ディスカッション)、グループワー

ク 

予習：プロダクトデザインゼミでの内容を確認。 30分 

3 回 産学連携プロジェクト作品の生地柄デザイン(プロダクトデザイ

ンゼミとの合同)②個人面談(ディスカッション)、グループワー

ク 

予習：作品コンセプトを考えてくる。 30分 

4 回 プロダクトデザイン演習Ⅱとの合同授業(立体フォルムとグラフ

ィックデザインの関連性を追求する授業) 個人面談(ディスカッ

ション) 

予習：プロダクトデザイン演習Ⅱでの制作物を

持ってくる。 
30分 

5 回 プロダクトデザイン演習Ⅱとの合同授業(立体フォルムとグラフ

ィックデザインの関連性を追求する授業) 個人面談(ディスカッ

ション) 

予習：遅れている作業は進めておく。 30分 

6 回 産学連携プロジェクト作品の生地柄デザイン(プロダクトデザイ

ンゼミとの合同)③個人面談(ディスカッション)、グループワー

ク 

予習・復習：遅れている作業は進めておく。 30分 

7 回 産学連携プロジェクト作品の生地柄デザイン(プロダクトデザイ

ンゼミとの合同)④グループワーク、プレゼンテーション 

予習・復習：遅れている作業は進めておく。 30分 

8 回 シルクスクリーンプリントデザイン①リサーチ、サンプル制作 

個人面談(ディスカッション) 

予習：シルクスクリーンとはどのような事かを

予習しておく。 
30分 

9 回 シルクスクリーンプリントデザイン②データ提出 

個人面談(ディスカッション) 

予習・復習：遅れている作業は進めておく。 30分 

10 回 シルクスクリーンプリントデザイン③プリント実習 予習：プリントする対象のものを準備する。 30分 

11 回 ネクタイデザインコンクール①作品データ制作 

個人面談(ディスカッション) 

予習：作品コンセプトを考えてくる。 30分 

12 回 ネクタイデザインコンクール②作品データ制作、提出 

期末制作のガイダンス 

予習・復習：遅れている作業は進めておく。 30分 

13 回 期末制作 ショップ(ブランド)の提案① 

個人面談(ディスカッション) 

予習：期末制作の内容を把握し、準備をしてお

く。 
30分 

14 回 期末制作 ショップ(ブランド)の提案② 

個人面談(ディスカッション) 

予習・復習：遅れている作業は進めておく。 30分 

15 回 期末制作 ショップ(ブランド)の提案③ 提出、プレゼンテーシ

ョン 

予習・復習遅れている作業は進めておく。 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 

 常時質問を受けつけし、課題提出後にコメントをする。15回目に課題作品に対する講評を行い、返却する。 

■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） 30% 作品の完成度 

期末試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む） 40% ポートフォリオ制作 

外部評価・検定試験結果 0%  

■教科書 

必要に応じてプリント配布 

■参考文献 

適宜紹介する 

■オフィスアワー・研究室 

 オフィスアワー：金曜日 13:00〜14:00 

【連絡研究室】ファッションプロダクトデザイン研究室(第 3校舎 4階 3409) 

■備考    特殊機械やデジタルデザイン工房について紹介する 

 

デジタルデザインワークⅢ 

  高橋 大夢 

3 年 前期  プロダクト必修   （ 1 単位 実習 ） 




