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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コースの卒業制作に向け、各自のイメージを基にテーマを決定する。ファッションプロダク
トデザイⅢ・Ⅳの授業内容を発展させ、スケジューリング、フローチャートの作成、プレゼンテーションを重ね、最終デザイン
案を決定する。これらを通して企画力、デザイン表現力、伝達能力を徹底的に鍛える。作品制作と平行しポートフォリオの作成
を行う。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） 
 作品制作のために徹底した資料収集とリサーチを行い、デザインの方向性を探りしっかりとしたコンセプトを構築できるよう
な能力を身につける。リサーチから作品制作まで一貫した流れに基づく物作りが可能となる。 
■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認定単位となる。 
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 
Ⅰ卒業制作(個人) 個別面談 

予習：シラバスを理解する 
 

60分 

2 回 ① 卒業制作(個人)の第 1回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 個別面談：コンセプトの見直し、デザイン修正 
（ディスカッション） 

復習：コンセプトの見直し,デザイン修正を行
う 

180分 

4 回 ③ 個別面談：コンセプトの見直し、デザイン修正 
（ディスカッション） 

復習：コンセプトの見直しデザイン修正を行
う 

60分 

5 回 
 

④ 第 2回プレゼンテーション：不織布モックアップ
（講評とフィードバック） 

予習：プレゼンテーションの準備 180分 

6 回 ⑤ 個別面談：デザイン決定 予習：各自使用素材や提案方法を検討する 60分 

7 回 ⑥ デザイン修正 復習：各自使用素材や提案方法を検討し、デ

ザイン修正を行う 

60分 

8 回 ⑦ デザイン修正 復習：各自使用素材や提案方法を検討し、デ

ザイン修正を行う 

60分 

9 回 ⑧ 個別面談、進行状況チェック（フィードバッグ） 復習：作品修正など発注に向けて最終確認を

行う 

60分 

10 回 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：作品修正など発注に向けて最終確認を
行う 

60分 

11 回 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：作品修正など発注に向けて最終確認を

行う、プレゼンテーションの準備 

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） 復習：作品修正など発注に向けて最終確認を行う 30分 

13 回 外部工場へ発注のための打ち合わせ 復習：作品修正など発注に向けて最終確認を行う 30分 
14 回 Ⅱ卒業制作(グループ) 

① グループ編成 
方向性についての話し合い、スケジューリング 

習：グループ内での理解を深め、各自コンセ
プト、イメージソース、ラフ案の準備 

30分 

15 回 ② グループ面談、コンセプト立案 
（ディスカッション） 

予習：グループ内での理解を深め、各自イメ
ージソース、ラフ案の準備 

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 

 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） 
■参考文献 
 ・BAG DESIGN –A HANDBOOK FOR ACCESSORIES DESIGNNERS (FASHIONARY) 
 ・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) 
 ・ファッション工芸講座Ⅰ帽子基礎編（文化出版局）・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）、火曜日の卒業制作シラバスは最初の授業時に掲示する。 

卒業制作Ⅰ（プロダクト） 
  肉丸 美香子・野口 和美・大場  有希子・高橋 大夢 

 4年 前期  プロダクト必修   （ 4単位 実習 ） 
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■授業の方針・概要 
 グループ制作によりバッグの提案を行なう。グループごとにテーマを設定し、コンセプトに基づきデザインし制作を行な
う。ファッションプロダクトデザインⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳの授業内容を発展させ専門課程各科目を通して学んだ全ての知識、技
術、手法を駆使し『作品（プロットタイ）』の制作に重点をおき、コマーシャルポスター・ポートフォリオ制作を行なう。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、帽子の製品開発・制作を行っている実務経験者
が指導にあたる。 
■到達目標（学修成果） 
 自らの考えを他者に伝えるコミュニケーション能力と共にプレゼンテーション力、更にコンセプトを現実のデザインの中に
的確に表現できる力を身に付けることが可能である。指導教員やグループ内のディスカッションを重ねる事により、自身の考
えを他者にしっかり伝えるコミュニケーション能力が大きく飛躍する。 
■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の必修科目で卒業認定単位となる。 
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 
Ⅰ卒業制作(グループ)  
① 各グループでスケジューリング 

予習：シラバスを理解する 
復習：グループのスケジュールに合わせ、
各自の作業を確認、スケジューリング 

60分 

2 回 ② 不織布モックアップ制作 復習：モックアップを完成させる 60分 

3 回 ③ プレゼンテーション：不織布モックアップ 
（講評とフィードバック） 

予習：プレゼンテーションの準備 
復習：修正・確認を行う 

60分 

4 回 デザイン修正、発注するバッグの決定 予復習：ファーストサンプル制作 60分 

5 回 発注するバッグの製図、不織布モックアップ 予復習：ファーストサンプル制作 60分 

6 回 発注前最終チェック（フィードバック） 予復習：ファーストサンプル制作 60分 

7 回 外部工場へ発注の為の打ち合わせ 予習：プレゼンテーションの準備 
復習：修正・確認を行う  

60分 

8 回 他のバッグの製図、型紙、モデル制作（不織布） 復習：最終デザイン画、製図 60分 
9 回 他のバッグの制作（フェルト）  予習：ポスター制作の構図を考える 60分 

10 回 他のバッグの制作（フェルト） 予習：イメージボード、デザイン画、不織
布によるモックアップ、素材試作、リサー
チ資料の準備 

60分 

11 回 Ⅱポートフォリオ制作 

ポートフォリオ制作、ポスター案 

予習：プレゼンテーションの準備 60分 

12 回 イメージ、製図、カラーバリエーション、デザインバリエー
ション 

予習： 写真撮影し、ポスターの構図を考
える(ラフスケッチ)。 
テーマ、コンセプトを確認してまとめる 

60分 

13 回 イメージ、製図、カラーバリエーション、デザインバリエー
ション 

復習：データを完成させる 30分 

14 回 最終チェック 予習：データの確認 
復習：修正し再度チェックを受ける 

60分 

15 回 プレゼンテーション 
外部評価 課題作品に対する講評 

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） 50% コミュニケーション能力を含む 

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% 作品の完成度とプレゼンテーション能力 

■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） 
『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 
・新かばん・バッグの商品知識(エフ・ワークス)、BAG DESIGN(FASHIONARY) ・繊維の種類と加工が一番わかる（技術評論社） 
・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) ・ファッション工芸講座Ⅰ帽子基礎編（文化出版
局） 
■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８回）、火曜日、金曜日の卒業制作のシラバスは最初の授業時に掲示する。 

卒業制作Ⅱ（プロダクト） 
  肉丸 美香子・野口 和美・大場  有希子・高橋 大夢 

 4年 後期  プロダクト必修   （ 5単位 実習 ） 




